6001

431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教職論（初等）【2019年入学生～】
加藤博之・石田貴子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全11回）

実務経験の概要

授業概要
「教育は人なり」と言われるように、学校教育における教育効果は、教師の力量、いわゆる資質能力に負うところが大きい。本講義では、教
職の意義や役割、現在の学校が抱える様々な課題を考察することを通して、教師の職責や職務内容、求められる資質能力について考え、自ら
の教師像を確立することで、進路選択に向けての情熱と使命感をもって臨めるようにする。また、本科目が保育士資格取得のための必修科目で
あることも考慮し、子どもに関わる「保育者」の職務やあり方等についても、小学校教師と比較しつつ、考察を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教職･保育専門職とは何かについて学び、教
師･保育者の使命や職責について考えてい
く。

自己の理想とする教師･保育者像を確立す
る。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

教職のあり方や、教職に求められる資質能
力について確かなものにする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート、授業の確認シート
40％
振り返りテスト（授業内試験）
30％
レポート

： 講義内容の理解やまとめの確認であるとともに、「現代における教職･保育専門職に対する具体
的なイメージを持てているか」「講義内容を理解して、自分の意見をしっかり持てているか」とい
う観点から評価します。
： 講義内容を踏まえて、教職･保育専門職に関する基礎的理解があり、キャリアデザインができてい
るかという視点でテスト（論述、短答など）を行います。
： 講義全般を通した研究課題に対して、研究レポートを作成、提出します。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『新しい時代の教職入門』（改訂版）秋田喜代美・佐藤学編著 有斐閣アルマ
『はじめて学ぶ教職論』（改訂版）広岡義之編著 ミネルヴァ書房 2017年
『今に生きる保育者論』 秋田喜代美 西山薫
みらい 2016年

2016年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に周知します。
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場所：

初回授業時に周知します。

備考・注意事項： 授業外での質問方法：初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション－本授業の目標、内容、授業の進め方、評
価、及び教職の意義 （担当：加藤博之／石田貴子）
教職、いわゆる職業としての教師について考察します。
キーワード：教職

自分の考えている教職に対する考え方をまと
めておく。

4時間

第2回

教師に求められる資質能力①―教師像の変遷からの考察 （担
当：加藤博之）
求められる教師の資質能力について考え、自分が良い教師になる
ために身に着けておくべき資質能力を考察します。
キーワード：教員の資質能力（いつの時代にも求められるもの）

自己の教師としての資質能力について、求め
られるものは何かについて整理する。

4時間

第3回

教師に求められる資質能力②―中教審答申等からの考察 （担
当：加藤博之）
前回の講義から引き続き、求められる教師の資質能力につい
て考え、自分が良い教師になるために身に着けておくべき資質能
力を考察します。
キーワード：教員の資質能力（今後特に求められるもの）

自己の教師としての資質能力について、求め
られるものは何かについて考える。

4時間

第4回

教師の専門性と仕事の内容

教科指導は勿論のこと、校務分掌なども含め
た教師の具体的な仕事内容についてまとめ
る。

4時間

前回の講義で取り上げた具体的な仕事内
容と関連付けて、組織としての取り組みと教
員の関わり方を学校文化の視点でまとめる。

4時間

（担当：加藤博之）

専門職としての教師の職務について、具体的な仕事の内容から考
察します。
キーワード：教師の専門性
第5回

学校組織と教員の社会

（担当：加藤博之）

学校経営の実際について、どのような仕組で行われているか。そ
して教師の社会について考察します。
キーワード：学校組織、学校文化
第6回

学校や教師に関する法律―懲戒と体罰を中心にして （担
当：加藤博之）
懲戒と体罰の違いについて法律の面から理解し、具体例を挙げ
て考察します。
キーワード：事例研究

具体的な体罰の事例を収集し、まとめる。

4時間

第7回

教科指導と教師①―教科指導の基本について
之）

教科指導は「児童の教育をつかさどる」こと
の中心であることの意味を講義を基にまとめ
る。

4時間

（担当：加藤博

「教師は授業で勝負」と言われるように、教科指導は「児童の教
育をつかさどる」ことの中心であることを踏まえて、教科指
導のポイントについて考察します。
キーワード：教科指導
第8回

教科指導と教師②―「特別な教科 道徳」を中心に （担当：加
藤博之）
前回の講義内容を基に、特に「特別な教科 道徳」について教科
指導のポイントを考察します。
キーワード：特別な教科 道徳

新たに教科化された「特別な教科 道徳」の指
導がどうあるべきか考える。

4時間

第9回

学級経営と生活指導―いじめ問題への取り組み
藤博之）

いじめの現状を把握するとともに、教
師の取り組みとしていじめを生まないため
の方策を考える。

4時間

現代社会において、どのような教育問題が存
在し、どう対処すべきかを考える。。

4時間

（担当：加

大きな問題となっている学校教育におけるいじめの現状につい
て考え、いじめを許さない教師を目指します。
キーワード：いじめ
第10回

現代の教育問題について

（担当：加藤博之）

学校教育における様々な教育課題について理解し、教師としてど
う向き合うべきかについて考察します。
キーワード：教育課題
第11回

変わりゆく社会の中で、今後求められる教師の役割について
（担当：加藤博之／石田貴子）
過去から現在までの教師の役割の移り変わりを振り返るととも
に、教育改革が進む中、１０年後や２０年後の社会を見据え
た時、教師の役割がどのように移り変わるのかについて考察しま
す。
キーワード：教育改革

大きな改革の波にさらされている教育界の現
状を考えておく。

4時間

第12回

保育者の役割と倫理（担当：石田貴子）

全国保育士会倫理綱領を通読し、気付いたこ
とをまとめる。

4時間

保育者の仕事内容を振り返り、保育者の専門
性についてまとめる。

4時間

保育に関する授業内容の学びを確認し、保育
者にとって大切なものについて、意見や自ら
の課題をまとめる。

4時間

DVD視聴を通して保育のイメージをつかみ、保育者の役割と身に
つけたい資質能力について考えます。また、全国保育士会倫理綱
領等を通して、保育者の倫理について理解します。
キーワード：保育者の資質能力、保育者の倫理
第13回

保育者の専門性（担当：石田貴子）
具体的な事例を通して、保育者の仕事とは、保育とは何か
を学び、保育者の専門性について考えます。
キーワード：保育者の専門性

第14回

保育者の資質向上とキャリア形成（担当：石田貴子）
保育に関わる免許・資格制度の概略を学び、保育の質の向上
及び保育者の資質向上、専門職としての保育者に求められるキャ
リア形成について考えます。
キーワード：免許･資格、保育者の資質向上、キャリア形成
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教職論（初等）／教職論【～2018年入学生】
加藤博之・石田貴子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全11回）

実務経験の概要

授業概要
「教育は人なり」と言われるように、学校教育における教育効果は、教師の力量、いわゆる資質能力に負うところが大きい。本講義では、教
職の意義や役割、現在の学校が抱える様々な課題を考察することを通して、教師の職責や職務内容、求められる資質能力について考え、自ら
の教師像を確立することで、進路選択に向けての情熱と使命感をもって臨めるようにする。また、本科目が保育士資格取得のための必修科目で
あることも考慮し、子どもに関わる「保育者」の職務やあり方等についても、小学校教師と比較しつつ、考察を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教職･保育専門職とは何かについて学び、教
師･保育者の使命や職責について考えてい
く。

自己の理想とする教師･保育者像を確立す
る。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

教職のあり方や、教職に求められる資質能
力について確かなものにする。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート、授業の確認シート
40％
振り返りテスト（授業内試験）
30％
レポート

： 講義内容の理解やまとめの確認であるとともに、「現代における教職･保育専門職に対する具体
的なイメージを持てているか」「講義内容を理解して、自分の意見をしっかり持てているか」とい
う観点から評価します。
： 講義内容を踏まえて、教職･保育専門職に関する基礎的理解があり、キャリアデザインができてい
るかという視点でテスト（論述、短答など）を行います。
： 講義全般を通した研究課題に対して、研究レポートを作成、提出します。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『新しい時代の教職入門』（改訂版）秋田喜代美・佐藤学編著 有斐閣アルマ
『はじめて学ぶ教職論』（改訂版）広岡義之編著 ミネルヴァ書房 2017年
『今に生きる保育者論』 秋田喜代美 西山薫
みらい 2016年

2016年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に周知します。
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場所：

初回授業時に周知します。

備考・注意事項： 授業外での質問方法：初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション－本授業の目標、内容、授業の進め方、評
価、及び教職の意義 （担当：加藤博之／石田貴子）
教職、いわゆる職業としての教師について考察します。
キーワード：教職

自分の考えている教職に対する考え方をまと
めておく。

4時間

第2回

教師に求められる資質能力①―教師像の変遷からの考察 （担
当：加藤博之）
求められる教師の資質能力について考え、自分が良い教師になる
ために身に着けておくべき資質能力を考察します。
キーワード：教員の資質能力（いつの時代にも求められるもの）

自己の教師としての資質能力について、求め
られるものは何かについて整理する。

4時間

第3回

教師に求められる資質能力②―中教審答申等からの考察 （担
当：加藤博之）
前回の講義から引き続き、求められる教師の資質能力につい
て考え、自分が良い教師になるために身に着けておくべき資質能
力を考察します。
キーワード：教員の資質能力（今後特に求められるもの）

自己の教師としての資質能力について、求め
られるものは何かについて考える。

4時間

第4回

教師の専門性と仕事の内容

教科指導は勿論のこと、校務分掌なども含め
た教師の具体的な仕事内容についてまとめ
る。

4時間

前回の講義で取り上げた具体的な仕事内
容と関連付けて、組織としての取り組みと教
員の関わり方を学校文化の視点でまとめる。

4時間

（担当：加藤博之）

専門職としての教師の職務について、具体的な仕事の内容から考
察します。
キーワード：教師の専門性
第5回

学校組織と教員の社会

（担当：加藤博之）

学校経営の実際について、どのような仕組で行われているか。そ
して教師の社会について考察します。
キーワード：学校組織、学校文化
第6回

学校や教師に関する法律―懲戒と体罰を中心にして （担
当：加藤博之）
懲戒と体罰の違いについて法律の面から理解し、具体例を挙げ
て考察します。
キーワード：事例研究

具体的な体罰の事例を収集し、まとめる。

4時間

第7回

教科指導と教師①―教科指導の基本について
之）

教科指導は「児童の教育をつかさどる」こと
の中心であることの意味を講義を基にまとめ
る。

4時間

（担当：加藤博

「教師は授業で勝負」と言われるように、教科指導は「児童の教
育をつかさどる」ことの中心であることを踏まえて、教科指
導のポイントについて考察します。
キーワード：教科指導
第8回

教科指導と教師②―「特別な教科 道徳」を中心に （担当：加
藤博之）
前回の講義内容を基に、特に「特別な教科 道徳」について教科
指導のポイントを考察します。
キーワード：特別な教科 道徳

新たに教科化された「特別な教科 道徳」の指
導がどうあるべきか考える。

4時間

第9回

学級経営と生活指導―いじめ問題への取り組み
藤博之）

いじめの現状を把握するとともに、教
師の取り組みとしていじめを生まないため
の方策を考える。

4時間

現代社会において、どのような教育問題が存
在し、どう対処すべきかを考える。。

4時間

（担当：加

大きな問題となっている学校教育におけるいじめの現状につい
て考え、いじめを許さない教師を目指します。
キーワード：いじめ
第10回

現代の教育問題について

（担当：加藤博之）

学校教育における様々な教育課題について理解し、教師としてど
う向き合うべきかについて考察します。
キーワード：教育課題
第11回

変わりゆく社会の中で、今後求められる教師の役割について
（担当：加藤博之／石田貴子）
過去から現在までの教師の役割の移り変わりを振り返るととも
に、教育改革が進む中、１０年後や２０年後の社会を見据え
た時、教師の役割がどのように移り変わるのかについて考察しま
す。
キーワード：教育改革

大きな改革の波にさらされている教育界の現
状を考えておく。

4時間

第12回

保育者の役割と倫理（担当：石田貴子）

全国保育士会倫理綱領を通読し、気付いたこ
とをまとめる。

4時間

保育者の仕事内容を振り返り、保育者の専門
性についてまとめる。

4時間

3回の授業内容の学びを確認し、保育者にとっ
て大切なものについて、意見や自らの課題を
まとめる。

4時間

DVD視聴を通して保育のイメージをつかみ、保育者の役割と身に
つけたい資質能力について考えます。また、全国保育士会倫理綱
領等を通して、保育者の倫理について理解します。
キーワード：保育者の資質能力、保育者の倫理
第13回

保育者の専門性（担当：石田貴子）
具体的な事例を通して、保育者の仕事とは、保育とは何か
を学び、保育者の専門性について考えます。
キーワード：保育者の専門性

第14回

保育者の資質向上とキャリア形成（担当：石田貴子）
保育に関わる免許･資格制度の概略を学び、保育の質の向上
及び保育者の資質向上、専門職としての保育者に求められるキャ
リア形成について考えます。
キーワード：免許･資格、保育者の資質向上、キャリア形成
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育学（初等）【2019年入学生～】
薮田直子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、教育の思想と歴史的変遷、制度について学ぶ。また、教育実践の様々な取り組みや生涯学習社会における教育の現状と課
題を取り上げることを通して、教育の意義・目的、子どもの特性、家庭福祉等とのかかわりについて理解する。これらの内容を概観することに
よって、実際の教育現場でおこっている問題事象にアプローチするための多様な視点・見通し・問題解決のための技術等を獲得する。授業の後
半では、西洋および日本の教育思想家を紹介しながら、今日の教育に至るまでの潮流を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

生涯にわたる人間形成に関わる原理的基
礎を理解する。

人間形成の営みに携わる者としての基本的素
養を身につけることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育思想の歴史的変遷について理解するとと
もに、教育をめぐる状況、教育制度等に関す
る基礎的な教養を身につける。

教育に関する基礎的な理論について具体的に
とらえた上で教育をめぐる現代的状況を的
確にとらえることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

人間形成に関わる今日的課題を見出すことが
できる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績評価を「不可」とする。
成績評価は次の３つの観点からの総合評価が６０％以上を合格とする。
・教育の原理的基礎の理解
・教育の歴史をふまえた教育の意義・目的の理解
・子どもの現状の理解と教育的諸問題への適切な対応
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中の課題達成度
40％
レポート
50％
授業への参加度
10％

： 指定された授業回での予習レポート及び毎回の授業終了時に行う小レポートの内容（理解度な
ど）をもとに評価する。
： 教育の基礎的理解にかかわる教育思想・教育の理念に関し、各自が興味を持ったテーマについてレ
ポートを作成し、理解度などをもとに評価する。
： 授業内で扱われる質問にたいして的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
徳永正直・竹中暉雄・宮野安治・中山征一『時代と向き合う教育学（改訂版）』（ナカニシヤ出版、2003年）
木村元・小玉重夫・船橋一男『教育学をつかむ（改訂版）』（有斐閣、2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後／水曜日昼休み

場所：

教室／研究室

備考・注意事項： 授業に関する質問があれば、原則授業内か授業の前後に教室で行ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションー「教育学」の意義とは
学校教育を中心に、具体的な問題事象を取り上げ（例えばいじ
め、体罰など）、教育に関する具体的な問題を学問的に考えるこ
との大切さを認識する。
これらのケーススタディをもとに教育学的問題について考え、以
下についての知識をえる。
・教員に対する懲戒処分と関連する法律
・教員の懲戒権を考える（学校教育法第11条の趣旨）

第2回

教育手段としての「賞罰」を考える－体罰と児童虐待
学校教育と家庭教育などを中心として、現代の教育の課題を概
観する。具体的には「賞罰」についての課題に焦点化し、賞
罰の定義と賞罰を多用する教育の危険性について学ぶ。
また、授業の後半では具体的に以下のような論点について、ディ
スカッションを行う。
・家庭での「しつけ」としての体罰と身体的虐待をどう境界づけ
るか
・体罰は肯定するべきか、否定するべきか
・望ましい罰のあり方とは

第3回

「教育」の重要性と危険性（１）－人を教えるということとは
人間にとっての教育の必要性と重要性の根拠を明らかにする。
・野生児研究「狼に育てられた子」
・ポルトマンの人間学「人間は一年早産の動物である。」
・適切な呼応関係の大切さ

第4回

「教育」の重要性と危険性（２）－教育勅語と教育基本法
教育は人間形成にとって不可欠な営みであるが、しかし同時に教
育には思想統制・思考方法の統制・感性の統制につながる側面が
あることを確認する。
太平洋戦争以前の「教育勅語」体制の教育の問題点を明らかにし
つつ、戦後の「教育基本法」体制の教育の意義について解説す
る。

第5回

近代教育制度の成立と展開ー学校の役割と学校教育をめぐる諸
問題
学校の役割を歴史的に検証しながら、とりわけ明治期以後の学校
教育の変遷について解説する。
また、近年、学校ではさまざまな問題（不登校・学級崩壊・いじ
め自殺・教員の過労死など）が発生しているが、問題解決に向け
た家庭・地域・行政の協力関係について紹介する。

授業内容の要約（キーワード：教員の懲戒
権）と次回授業の資料を読む。

4時間

授業内容の要約と授業で取り上げなかった体
罰事件を調べ、それに対する意見をまとめ
る。

4時間

授業内で示される参考文献をてがかりに、教
育思想家について調べること。

4時間

授業内容を要約（キーワード：教育勅語と教
育基本法）する。

4時間

子どもの問題行動解決に向けた学校で
の取り組みについて調べてレポートにまとめ
る。

4時間

第6回

子どもの「問題行動」の変遷（1980年代以後）と学校教育ー管
理主義教育への問い
「いじめ・自殺」問題への社会的注目とその背景にあった管理主
義教育の問題点を、子どもの権利条約を踏まえて明らかにす
る。あわせて、不合理な校則について考える。
子どもの権利条約の背景にヤヌシュ・コルチャックの思想がある
ことを確認する。また、学校での事故等などへの対応にも触れ
る。

子どもの権利条約の画期的な意義についてま
とめる。

4時間

第7回

西洋における教育思想の潮流

参考資料の指定箇所を読み、それに対する各
自のコメントを作成する。

4時間

授業内容（キーワード：消極教育、現在主
義など）を要約する。

4時間

次回への予習としてヘルバルトとルソーの教
育思想の違いをまとめておく。

4時間

授業内容との関連で教育学的二律背反と
は何かを要約する。

4時間

古代・中世・近代に大きく分けて、西洋（ヨーロッパ）を中
心に教育思想の変遷を概観する。エラスムス、コメニウスなど
の思想が近代公教育制度にどのような影響を与えたか理解す
る。また、その後の教育思想につながる啓蒙思想家としてロッ
ク、ルソー、カントを扱う。
第8回

ルソーの「子どもの発見」－近代教育学のおこり
教育の歴史上「子どもの発見者」として高く評価されるル
ソーの教育思想を解説し、子ども観・親子関係の歴史的変遷をた
どる。
具体的には、ルソーの生涯から、『エミール』（1762年）におけ
る「消極教育」、現在主義、子どもの発達に忠実な教育の立
場の主張が「子どもの発見」につながっていることを理解する。

第9回

ペスタロッチの教育思想
ペスタロッチの教育思想の特徴を理解し、現代の教育思想との比
較を行う。例えば、貧困状態にある子どもや、障がいのある子ど
もの教育など、「すべての子どものための教育」というペスタ
ロッチの思想が浮かび上がってくる変遷を理解する。またペスタ
ロッチの教育の理念が日本の教育に与えた影響等を検討する。

第10回

ヘルバルトの教育思想
ルソーの子ども観に対するものとして、ヘルバルトの教育思
想を解説する。何故決定的に対立するのかを理解すれば、教
育の難しさを理解する手がかりになる。どのように対立するのか
を話し合い、教育をめぐる解決困難な対立について解説する。
・「指導」か「放任」か
・子ども中心主義か教師中心の教育か
・子どもの自然な発達に忠実な教育か発達を意図的に早める教
育か
・理想的な教育か現実的な教育か
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第11回

日本における教育思想の潮流
日本の子ども観をかたちづくっている文化的な作品（万葉集な
ど）を扱った後で、江戸時代、明治・大正期の教育者、教育学
者を紹介していくことで、近代日本の教育思想を理解する。例え
ば、江戸時代では中江藤樹をはじめとして、儒学者であった山鹿
素行、貝原益軒などを扱う。また女子教育の普及をたどる。

第12回

環境問題と環境教育
地球温暖化に象徴される地球環境問題の解決は人類に課せられ
た課題であるが、日本における「公害」問題から始まる環境教
育の取り組みを歴史的に考察する。
経済発展と環境保護との両立を図る「持続可能な開発」を担保す
るための取り組みについて、環境倫理学に関連づけながら解説す
る。

第13回

ライフサイクル（人生周期）と発達課題ー通過儀礼の意義
誕生から死に至る人間の生涯をいくつかの段階に区分して捉え
るライフサイクルの考え方との関連で、各段階における発達課
題について解説する。その際に乳幼児期から就学期への移行と青
年期から成人期への移行の際に行われる通過儀礼の意義を考え
る。
また、大人と子どもの違いを確認する。

第14回

「良い教師」（保育者）の条件 －教育者の使命と責任
教師に対する社会的批判が強くなっているが、そもそも教師の使
命と責任はどうあるべきか。また教師という仕事の困難さを理
解するとともに、教育者に求められる専門的能力のひとつとされ
るタクトのさまざまな働きについて考察する。
・各自が出会った優れた教師や指導者について話し合う。
・良い教師（保育者）の条件とは何か。
・子ども理解に基づく適切な指導・支援とはどのようなもの
か、等について考える。
これまでの授業内容に関する質問があれば、それについて再度解
説する。

7

福沢諭吉『学問のすゝめ』について調べてレ
ポートする。

4時間

環境教育の取り組みについて各自調べてレ
ポートする。

4時間

さまざまな世界の成人式について調べて報
告する。

4時間

理想の教師像についてレポートにまとめる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育学（初等）【2019年入学生～】
川島裕子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、さまざまな教育思想、教育に関する基本的概念や歴史について概観するとともに、それらを具体的な教育実践や個人的な体験と関
連づけながら教育学の基礎を学ぶ授業です。授業内容は、例えば、古代から近代、ポストモダンの教育思想、近代学校の成立や学習論、子ども
や教師の捉え方、教育改革に付随する教育言説、体罰やいじめなどの教育問題、さらに教育での多様性や共生という課題などについて扱いま
す。これらを通し、個人または協働で、未来の教育実践に向けて具体的なアクションを起こしていくためのビジョンを構築します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育学についての知識

講義や書籍、インターネットの情報をもと
に、教育学の基礎的な思想や概念、歴史およ
び現代社会における教育課題について理解で
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育学の専門的知識の実践への応用力

教育学の専門的知識を自分の中で咀嚼し、教
育課題に対する対応を想像するとともに、具
体的な教育実践を立ち上げることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

教育学の専門的知識や批判的思考、分析
力を応用し、教育的課題を発見・検討するこ
とができる。

2 ．DP5.計画・立案力

教育学の専門的知識や発想力を駆使しなが
ら、課題に向けた取組みを計画・立案するこ
とができる。

3 ．DP7.完遂

計画・立案した課題への取組みを、その表現
方法を考えたうえで遂行することができる。

4 ．DP8.意思疎通

ペアワークやグループワークに取組むにあた
り、他者と対話しながら相互に意思疎通をは
かり進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してしてください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価は「不可」となります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

グループ発表
30％
個人発表
30％
ふりかえり
20％
最終レポート

： グループ発表を、教育学の専門的知識の理解、具体的教育実践の想像、教育的課題の発見・検
討、表現方法、参加態度、ふりかえりレポートでの考察について評価する。
： 個人発表を、教育学の専門的知識の理解、教育的課題の発見・検討、教育学的課題と自分の教育体
験との関連づけ、表現方法、参加態度、ふりかえりレポートでの考察について評価する。
： ユニットごとに提出するふりかえりシートを、課題発表及び授業での学びの内容について深く考
察できているかという点から評価する。
： 最終レポートを、教育学の思想や概念を統合し、具体的な教育実践と接続させながら自分で実施し
てみたい教育実践のあり方を描写し説明できているかという点について評価する。
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20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
教育学入門（藤田英典、田中孝彦、寺崎弘昭、岩波書店、1997）
教育言説の歴史社会学（広田照幸、名古屋大学出版会、2001）
シティズンシップの教育思想（小玉重夫、白澤社、2003）
学びの快楽（佐藤学、世織書房、1999）
よくわかる教育学原論（安彦忠彦、児島邦宏、藤井千春、田中博之、ミネルヴァ書房、2012）
また、授業中に適宜参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は２単位の科目であるため、全体で６０時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」では、ユニットごとに最終課題に向け
た準備を行います。十分に準備をしたうえで授業へ参加して下さい。本授業では、新しい考えや挑戦的な取組みを歓迎します。授業での議
論や活動においては、さまざまな価値観を持つ他者を尊重しその多様性を認めたうえで、積極的かつ思慮深く参加して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

初回授業で連絡
中央館5階 131

備考・注意事項： 具体的な質問方法については、初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、教育思想①―領域のマッピング
オリエンテーションを通して、授業の目的、進め方、課題、参
加の仕方等について理解する。他の受講生や講師と出会う。教育
思想の観点や人物について、領域の全体像を把握する。ユニッ
ト１「教育思想」に関する課題を理解する。

第2回

教育思想②―講義

講義を通し、古代から近代、ポストモダンの教育思想（ソクラテ
ス、コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、ヘルバル
ト、デューイ、シュタイナー、フレイレなど）の基本的考え
を知る。課題で選択した人物やテーマ、アイディアをもとに、発
表に向けたグループ分けを行う。
第3回

教育思想③―発表準備（企画・考察）

グループ活動を通して、特定の教育思想にもとづいた具体的な教
育実践のあり方をパフォーマンスによって描く準備を行う。グ
ループで扱うアイディアとその描き方を選択し、表現方法を考え
ながらシナリオを作る。また、教育思想がどのように具体的実
践として体現されるのか、どのように現代を生きる自分たちに示
唆を与えるのかについて考察するための手立てを学ぶ。
第4回

教育思想④―発表とリフレクション

パフォーマンス発表を行う。パフォーマンスの内容、言及した教
育思想、教育思想と実践との関係性および表現方法についてふり
かえりを行う。ふりかえりレポートを提出する。
第5回

教育体験の語り①－教育体験を語る
自分の教育体験のなかで印象に残っている出来事を物語とし
て語り、他者と共有する。ペアワーク、グループワークを通し
て語りを練り上げていく。語りとは何か、またその意味につい
て学ぶ。

第6回

教育体験の語り②－語りのふりかえり
前回語った自分の語りについて、自分の考えや気持ち、その場
面にいる他者や出来事の背景、また教育学の概念や現代の教育課
題との関連などを探りながら、語りを掘り下げる。教育学におけ
る語りの意味について学ぶ。語り直しに向けた課題の内容を理
解する。

第7回

教育体験の語り③－講義１（学校教育、学校外教育）

教育の基本的概念や歴史的文脈について、学校教育（近代学
校の成立やその特徴など）をテーマに講義を通して学ぶ。教育
学の専門的知見と自分の体験との関連を考察する。
第8回

教育体験の語り④－講義２（学び、子ども、教師）
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特に気になり、喚起される教育思想あるい
は思想家を選ぶ。情報検索を行い、その人
物や教育思想について調べる。

4時間

グループ発表に向けた情報収集を行う。選
択した教育思想および人物の学問的背景や個
人的背景などについて文
献を読み込み掘り下げる。シナリオとアイ
ディアを考える。

4時間

グループでパフォーマンスの練習をする。シ
ナリオ、言及する教育思想、教育思想と実
践との関連、グループ活動の様子などについ
てふりかえりレポートを作成する。

6時間

自分の発表や他のグループ発表について、ふ
りかえりシートを作成する。ユニット２「教
育体験の語り」の課題として、自分の教育体
験の中で特に印象に残っている出来事につい
て語るための準備をする。

4時間

授業での活動をふまえて、自分の語りを深め
る。

2時間

関連のある教育学の概念や現代の教育課題に
ついて調べ、授業での活動をふまえて自
分の語りを深める。

2時間

教育の基本的概念や歴史的文脈との関
係の中で自分の教育体験を相対化し、多角
的に理解する。講義で学んだ教育学的視座の
もと自身の教育体験を語り直すための準
備を行う。

2時間

教育の基本的概念や歴史的文脈との関
係の中で自分の教育体験を相対化し、多角
的に理解する。教育学的視座のもと自分の教
育体験を語り直すため、構想や語り口につい
て考察し、発表の準備を行う。

2時間

6009
教育の基本的概念や歴史的文脈について、特に学び（「学
習」と「学び」の違いなど）、子ども（「子どもの発見」か
ら子ども観の変容など）、教師（教師の捉え方や「生徒―教
師の関係性」など）をテーマに講義を通して学ぶ。講義で学ん
だ教育学の専門的知見と自分の体験との関連を考察する。
第9回

教育体験の語り⑤－教育体験の語り直しとリフレクション
自分の体験について、これまでのワークおよび考察を踏まえ
て語り直す。教育学的視座がどのように個人的経験の理解を促す
のかを探求する。

第10回

教育言説と教育問題①―講義と考察

現代日本における教育制度について理解する。
講義を通して、教育言説とは何か、また教育言説という視点か
ら「教育問題」を捉える意味や手立てについて学ぶ。日本におけ
る教育言説と「教育問題」について学ぶ。選択した教育言
説や「教育問題」について内容を掘り下げ、考察を深める。ユ
ニット３「教育言説と教育問題」の課題を理解する。
第11回

教育言説と教育問題③―発表とリフレクション
発表を行う。言及した教育言説あるいは「教育問題」につい
て、また教育言説と「教育問題」のかかわりについて、さらにそ
れらに対する対応についてふりかえりを行う。ふりかえりレポー
トを提出する。

第12回

教育の未来を拓く①－講義

新しい教育の地平を切りひらくために重要となる教育学の概
念や考え方について学ぶ。特に、21世紀の生涯学習社会におけ
る教育実践のあり方について考察するため、多様性や共生とい
う切り口について学ぶ。ユニット４「未来の教育を拓く」の課
題および最終レポートについて理解する。
第13回

教育の未来を拓く②－発表準備（企画・考察）

課題で選択したテーマやアイディアをもとに、発表に向けたグ
ループ分けを行う。授業で学んだ教育課題や概念枠組みにもとづ
いた教育実践を構想するため、グループで課題発表に向けた準
備を行う。グループ内で最終的に言及する教育問題や概念ならび
に発表形態を決定する。
第14回

教育の未来を拓く③－発表とリフレクション
グループ発表を行う。発表の内容、言及した教育学的視点、それ
らの教育実践との関係性および表現方法についてふりかえり
を行う。現代的教育課題および講義全体のまとめを行う。ふりか
えりレポートを提出する。
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自分の語りの変容や他者の語りについて、ふ
りかえりシートに記入する。

4時間

自分の経験や問題意識と重なる教育言説ある
いは「教育問題」について、テー
マを一つ選ぶ。関連する文献等の情報（書
籍、論文、教育雑誌、新聞記事、インター
ネット記事など）を収集する。

6時間

自分の発表や他者の発表について、ふりかえ
りシートを作成する。

2時間

講義の内容をもとに、関心のある現代の教育
課題を選ぶ。その課題に対して、情報収
集を行うとともに状況を変化させるためのア
クションプランを考える。

4時間

グループで発表準備を行う。言及した教育課
題や概念、それらと教育実践との関連およ
び発表方法について、ふりかえりレポー
トを作成する。

6時間

自分の発表や他のグループ発表について、ふ
りかえりシートを作成する。最終レポー
トを執筆する。

10時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育心理学（初等）／教育心理学【～2018年入学生】
羽野ゆつ子
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大量生産による豊かな社会の形成から高度知識社会へという変動に対応して、学校において目標とされる学力の中軸が変化している。それ
に伴い、教師・保育士にも、知識・技能を伝達するという性格から、子ども（障がいのある子どもを含む。）の実態と授業内容に即して個別
的な判断をするプロフェッショナルな能力への転回が強調されている。本科目では、子ども（障がいのある子どもを含む。）の学習に責任をも
つ教師・保育士の判断力の基礎となる、発達と学習に関する心理学の理論的知識を紹介する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

発達と学習の心理学の専門知識の修得

子ども（障がいのある子どもを含む。）の発
達と学習の心理メカニズムについての知
識を身につけている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

発達と学習の心理学の知識を教育場面とを架
橋しながら、子ども（障がいのある子ども
を含む。）に「何を」「何のため
に」教え育てるのかということと、「どのよ
うに」教え育てるのかを考えることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート
15％
最終レポート
20％
各回の授業内小レポート
55％
定期レポート（まとめ）

： 発達に関する講義の範囲内での知識の理解にもとづく考察
→テーマについて、講義内容をふまえて、適切なキーワード（専門用語）を用いて、具体的な事
例に即して論じることができる。
： 発達と学習に関する講義内容の理解にもとづく考察
→講義内容をふまえて、発達と学習それぞれの心理学研究を概観し、広 い意味での教育実
践と結びつけて考察できる。
： 1回は３点。２～14回は４点。要点を理解していれば２点、加えて専門知識を用いていれ
ば3点、加えて独自の見解や具体例とともに論述できていれば４点、誤りや不足があれば１点、重
大な誤りや白紙に近い状態は０点。
： 教育心理学の学習についてふりかえる

10％

使用教科書
指定する
著者
羽野ゆつ子・倉盛美穂子・梶井芳 ・
明

タイトル

出版社

あなたと創る教育心理学ー新し
い教育課題にどう応えるか

参考文献等
特に指定しない。
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・ ナカニシヤ出版

出版年
・

2017 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
初等教育コースのクラスで、特別授業を開催する可能性があります。詳細は、授業開始時に報告します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月・木の昼休み（12:20～12:50）

場所：

研究室（中央館２階

研究室８０）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

発達心理学と学習心理学の基礎
授業概要及び成績評価方法を知ります。現代の教育課題につい
て、子どもの発達と学習と関連づけて考え、課題意識をもちま
す。

講義内容をふりかえり、受講の課題を明確に
する。

4時間

第2回

発達（１） ――社会的認知の発達と進化（１）新生児・乳児
期
社会的認知の発達と進化の視点から道徳性の発達について考え
る。

講義内容を復習し、「道徳性の発達と教
育」について考察をする。

4時間

第3回

発達（２） ――社会的認知の発達と進化（２）幼児期・児童
期
幼児期・児童期の人と関わる心の発達を理解する。

講義内容を復習し、人と関わる心の発達につ
いて考察する。

4時間

第4回

発達（３）

講義内容を復習し、認知発達理論の貢献と課
題を考察する。

4時間

講義内容を復習し、多重知能理論から発
達の過程を考察する。

4時間

講義内容を復習し、生涯発達を視野に自己理
解の発達について考察する。レポート課
題に取り組む。

4時間

講義内容を復習し、動機づけ理論に基づい
て、今日の教育・保育を考察する。

4時間

講義内容を復習し、対話による学習を今日的
視点から考察する。

4時間

講義内容を復習し、認知主義の学習を教
育・保育場面に照らして考察する。

4時間

講義内容を復習し、構成主義・社会的構成主
義の学習を今日的視点から考察する。

4時間

講義内容を復習し、状況論的学習を今日的視
点から考察する。

4時間

活動理論に照らして、今日の教育システ
ムを考察する。

4時間

講義内容を復習し、「主体的に学ぶ意
欲」を形成する方法と課題を考察する。

4時間

講義内容を復習し、子どもの発達と学
習に関わる教育課題を考察する。

4時間

――認知発達

認知発達理論について、構成主義の視点から学ぶ。
第5回

発達（４）

――心のしくみとはたらき

人間の心のしくみとしての多重知能理論から、そのはたらき
を考える。
第6回

発達（５）

――自己理解の発達

生涯発達を視野に、自己理解の発達を考える。
第7回

学習（１）――動機づけ
動機づけ理論の基礎を学ぶ。

第8回

学習（２）――対話の基礎
対話による学習の基礎を学ぶ。

第9回

学習（３）ーーメタ認知
認知主義でも重視されるメタ認知について考える

第10回

学習（４）――構成主義・社会構成主義の学習
ピアジェとヴィゴツキーの理論の対比から、構成主義と社会構成
主義の学習研究を考察する。

第11回

学習（５）ーー状況論的学習（１）

参加による学習

正統的周辺参加、状況論的学習などの学習研究を紹介し、教育に
ついて考える。
第12回

学習（６）ーー状況論的学習（２）

活動理論

活動理論の学習研究を紹介し、教育について考える。
第13回

学習（７）ーー「主体的に学ぶ意欲」を育てるには
「主体的に学ぶ意欲」の形成という教育課題について考える。

第14回

発達と学習

ーー

ケアリング

ケアリングの視点から、発達と学習研究をみつめ、未来の教
育を展望する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育心理学（初等）【2019年入学生～】
羽野ゆつ子
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大量生産による豊かな社会の形成から高度知識社会へという変動に対応して、学校において目標とされる学力の中軸が変化している。それ
に伴い、教師・保育士にも、知識・技能を伝達するという性格から、子ども（障がいのある子どもを含む。）の実態と授業内容に即して個別
的な判断をするプロフェッショナルな能力への転回が強調されている。本科目では、子ども（障がいのある子どもを含む。）の学習に責任をも
つ教師・保育士の判断力の基礎となる、発達と学習に関する心理学の理論的知識を紹介する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

発達と学習の心理学の専門知識の修得

子ども（障がいのある子どもを含む。）の発
達と学習の心理メカニズムについての知
識を身につけている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

発達と学習の心理学の知識を教育場面とを架
橋しながら、子ども（障がいのある子ども
を含む。）に「何を」「何のため
に」教え育てるのかということと、「どのよ
うに」教え育てるのかを考えることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小レポート
15％
最終レポート
20％
各回の授業内小レポート
55％
定期レポート（まとめ）

： 発達に関する講義の範囲内での知識の理解にもとづく考察
→テーマについて、講義内容をふまえて、適切なキーワード（専門用語）を用いて、具体的な事
例に即して論じることができる。
： 発達と学習に関する講義内容の理解にもとづく考察
→講義内容をふまえて、発達と学習それぞれの心理学研究を概観し、広 い意味での教育実
践と結びつけて考察できる。
： 1回は３点。２～14回は４点。要点を理解していれば２点、加えて専門知識を用いていれ
ば3点、加えて独自の見解や具体例とともに論述できていれば４点、誤りや不足があれば１点、重
大な誤りや白紙に近い状態は０点。
： 教育心理学の学習についてふりかえる

10％

使用教科書
指定する
著者
羽野ゆつ子・倉盛美穂子・梶井芳 ・
明

タイトル

出版社

あなたと創る教育心理学ー新し
い教育課題にどう応えるか

参考文献等
特に指定しない。
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2017 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
初等教育コースのクラスで、特別授業を開催する可能性があります。詳細は、授業開始時に報告します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月・木の昼休み（12:20～12:50）

場所：

研究室（中央館２階

研究室８０）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

発達心理学と学習心理学の基礎
授業概要及び成績評価方法を知ります。現代の教育課題につい
て、子どもの発達と学習と関連づけて考え、課題意識をもちま
す。

講義内容をふりかえり、受講の課題を明確に
する。

4時間

第2回

発達（１） ――社会的認知の発達と進化（１）新生児・乳児
期
社会的認知の発達と進化の視点から道徳性の発達について考え
る。

講義内容を復習し、「道徳性の発達と教
育」について考察をする。

4時間

第3回

発達（２） ――社会的認知の発達と進化（２）幼児期・児童
期
幼児期・児童期の人と関わる心の発達を理解する。

講義内容を復習し、人と関わる心の発達につ
いて考察する。

4時間

第4回

発達（３）

講義内容を復習し、認知発達理論の貢献と課
題を考察する。

4時間

講義内容を復習し、多重知能理論から発
達の過程を考察する。

4時間

講義内容を復習し、生涯発達を視野に自己理
解の発達について考察する。レポート課
題に取り組む。

4時間

講義内容を復習し、動機づけ理論に基づい
て、今日の教育・保育を考察する。

4時間

講義内容を復習し、対話による学習を今日的
視点から考察する。

4時間

講義内容を復習し、認知主義の学習を教
育・保育場面に照らして考察する。

4時間

講義内容を復習し、構成主義・社会的構成主
義の学習を今日的視点から考察する。

4時間

講義内容を復習し、状況論的学習を今日的視
点から考察する。

4時間

活動理論に照らして、今日の教育システ
ムを考察する。

4時間

講義内容を復習し、「主体的に学ぶ意
欲」を形成する方法と課題を考察する。

4時間

講義内容を復習し、子どもの発達と学
習に関わる教育課題を考察する。

4時間

――認知発達

認知発達理論について、構成主義の視点から学ぶ。
第5回

発達（４）

――心のしくみとはたらき

人間の心のしくみとしての多重知能理論から、そのはたらき
を考える。
第6回

発達（５）

――自己理解の発達

生涯発達を視野に、自己理解の発達を考える。
第7回

学習（１）――動機づけ
動機づけ理論の基礎を学ぶ。

第8回

学習（２）――対話の基礎
対話による学習の基礎を学ぶ。

第9回

学習（３）ーーメタ認知
認知主義でも重視されるメタ認知について考える

第10回

学習（４）――構成主義・社会構成主義の学習
ピアジェとヴィゴツキーの理論の対比から、構成主義と社会構成
主義の学習研究を考察する。

第11回

学習（５）ーー状況論的学習（１）

参加による学習

正統的周辺参加、状況論的学習などの学習研究を紹介し、教育に
ついて考える。
第12回

学習（６）ーー状況論的学習（２）

活動理論

活動理論の学習研究を紹介し、教育について考える。
第13回

学習（７）ーー「主体的に学ぶ意欲」を育てるには
「主体的に学ぶ意欲」の形成という教育課題について考える。

第14回

発達と学習

ーー

ケアリング

ケアリングの視点から、発達と学習研究をみつめ、未来の教
育を展望する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育行政学
渡部昭男
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鳥取大学附属特別支援学校校長（2002～05年度）、神戸大学附属特別支援学校校長（2016～18年度）の校長経
験を有するとともに、鳥取県・兵庫県で教科用図書選定審議会の会長、鳥取市で校区審議会の会長、三木
市で学力向上推進委員会の会長、芦屋市で青少年愛護センター運営委員会の会長などを歴任した経験を有す

授業概要
「国―都道府県―市町村―学校」の関係は、以前の中央集権的な垂直的関係から、2000年に実施された地方分権改革によって、建前上は水平的
関係となっている。基礎自治体である市町村や広域自治体である都道府県に着目し、地域における住民福祉の増進／発達支援の可能性を探りつ
つ、教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む）に位置づけて、学校教育に係る行政の仕
組みと実際を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

幼児教育から大学教育までの学校の制度と行
政について、基礎的な知識を身に着ける。

テキストの各章の内容について事前学
習を行い、対面授業によって理解を深め、既
習の事項と連関させながら知識を再構成でき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

受講生の個人的な体験を教材として共有する
ことを通じて、体験を相対化しつつ、教
育の制度と行政について生きた理解を育む。

感想カードの記載やそれに基づく応答を通じ
て、受講生の個人的体験を共有し、自らの体
験と重ねたり比較して相対化することを通じ
て、生きた理解が構築できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

講義や討論を通じて、自らが探究したい課
題を見つけ、設定できる。

2 ．DP6.行動・実践

自ら設定した課題について、文献やインター
ネットを通じて、情報を収集し、適切に解
釈することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

マスコミ報道等における争点・論点を理
解し自らの見解を持つことができる。

4 ．DP6.行動・実践

上記の作業を通じて得た知識や見解を、まと
め、発表することができる。

5 ．DP6.行動・実践

他者の発表に耳を傾け、その趣旨や内容を理
解し、自らの見解を再構成することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
毎回の講義までに「予習カード」を、終了時に「小テスト」を提出します。
また、班討論やレポート作成などにも取り組みます。
こうした遣り取りや取り組みを通じて、「主体的で対話的な深い学び」の実現を志向しています。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とします。
教科書を予習復習するとともに（講義までの予習カード、講義後の小テスト）、レポート作成によって学修の発展と深化を図る。
GoogleClassroomを活用して、個々の受講生の理解状況も継続的に把握する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

予習カード（１点×１４回＝１４点）

14％

： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
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小テスト（４点×１４回＝５６点）

56％
最終レポート（３０点）

30％

： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

渡部昭男・金山康博・小川正人

・

市民と創る教育改革：検証・志
木の教育政策（２刷）

・ 日本標準

・

2013 年

渡部昭男

・

能力・貧困から必要・幸福追
求へ

・ 日本標準

・

2019 年

参考文献等
文部科学省『教育白書』各年度

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/kyouiku.htm

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回「２単位時間」の対面講義に対して４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、テキスト等を参考に講義時までに予習カードを、講義後に学修の振返りとして小テストに挑
戦し、提出すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜～木曜の都合の良い時

場所：

講義終了時または研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、watanabe-a@osaka-seikei.ac.jp です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

テキスト①第１章～教育委員会――教育行政の制度と実際
シラバスを配布した上で１５回にわたる講義の全体像を示しつ
つ、成績評価や使用テキスト、レポート課題などについてガイダ
ンスを行う。
導入にあたる第１回目は、渡部の自己紹介を行うとともに、テキ
ストの「はじめに」「目次」を読んで、これから始まる「教育行
政学」の学びにいざなう。
第１章「本書の課題と全体像－なぜ志木市なのか－」では、
「教育委員会」についての理解を深め、教育行政の制度と実
際を知る。

テキストの復習（第１章）と予習（第２章）

4時間

第2回

同第２章～教員採用――教師教育の制度と行政
第２回と第３回は一体的な関係にある。視聴覚教材として、志
木市の少人数学級実現と市独自の教員採用に関するビデオを視
聴する。
その上で、第２章「少人数学級化に伴う独自の教員採用」を手
掛かりに、教師教育の制度と行政を理解する。教員免許制度、教
員採用制度、教師の多忙化、働き方改革についても講ずる。

テキストの復習（第２章）と予習（第３章）

4時間

第3回

同第３章～学級編制――学級編制・教員配置の制度と行政
第２回目とセットになった回である。
第３章「少人数学級編制の取り組みと課題」を手掛かりに、学
級編制や教員配置の制度と行政を理解する。志木市の試みととも
に、山形県さんさんプランについても学ぶ。

テキストの復習（第３章）と予習（第４章）

4時間

第4回

同第４章～不登校対応――発達支援／教育支援の制度と行政
第４回目は第３回目と対をなす。
「少人数学級編制」は通学して学ぶ子どもには意味を持つ
が、学校に行かない／行けない不登校の子どもには意味をなさな
い。志木市のユニークな点は、不登校の子どもに先生が出かけて
いく方策を打ち出したことである。
第４章「不登校を含む「ホームスタディ―制度」」を手掛かり
に、不登校対応や発達支援／教育支援の制度と行政を理解する。

テキストの復習（第４章）と予習（第７章）

4時間

第5回

同第７章～特別ニーズ児――特別支援教育の制度と行政
2007年から特別支援教育法制がスタートした。志木市ではそれ以
前から、障害のある子を地域小学校で受け入れるインクルーシ
ヴな教育を志向してきた。不登校児への支援とともに、特別ニー
ズ児への支援を学ぶ。

テキストの復習（第７章）と予習（第８章）

4時間

第6回

同第８章～幼小連携――幼児教育の制度と行政

テキストの復習（第８章）と予習（齋藤公子
等の事前検索）

4時間

テキストの復習（幼児の全面発達）と予
習（フレネ教育等の事前検索）

4時間

テキストの復習（教育における自由）と予
習（高校魅力化プロジェクト等の事前検索）

4時間

これまでは義務教育段階が中心であったが、第１１回は就学前教
育段階を取り上げる。
第８章「５・６歳児の発達と幼小連携教育の充実」を手掛かり
に、幼児教育の制度と行政について理解する。
保育実習にもつながる学びとなる第８章である。
第7回

補足１～さくらんぼ坊や――幼児の全面発達
就学前の保育教育を取り上げる。
埼玉県にあるさくらんぼ保育園の「さくらんぼ坊や」の映像を手
掛かりに、全面発達の思想と保育実践を理解する。

第8回

補足２～フレネ学校の子どもたち――教育における自由とは
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私立学校教育ないし教育における自由について取り上げる。
南フランスにあるフレネ学校の「フレネ学校の子どもたち」の映
像を手掛かりに、新自由教育の歴史や教育における自由につい
て理解する。
第9回

補足３～高校魅力化プロジェクト――青年期の教育
後期中等教育（高校教育）段階を取り上げる。
隠岐の島にある島根県立隠岐島前高校の「島が学校」の映像を手
掛かりに、高校教育の制度と行政について理解する。

第10回

テキスト第５章～学校選択――就学の制度と行政
第１０回～第１３回目は「地域立学校」がキーワードとなってい
る。
第５章「通学区域制度の弾力的運用」を手掛かりに、就学の制
度と行政を理解する。加えて、志木市の志向する「地域立学
校」を多角的に捉え、その意義と可能性を探る旅に出発する。

第11回

同第６章～学社融合――社会教育の制度と行政
第１０回に引き続き、「地域立学校」がキーワードとなってい
る。
第６章「学社融合の推進と「地域立学校」の構想」を手掛かり
に、社会教育の制度と行政を理解する。加えて、志木市の志向す
る「地域立学校」をさらに多角的に捉え、その意義と可能
性を探る。

第12回

同第10章～学校経営――保護者・住民参画の制度と行政
第１０～１１回に引き続き、「地域立学校」がキーワードとなっ
ている。
第１０章「「地域立学校経営協議会」の展開」を手掛かりに、学
校経営、保護者・住民参画の制度と行政を理解する。加えて、志
木市の志向する「地域立学校」をさらにさらにさらに多角
的に捉え、その意義と可能性を探る。コミュニティ・スクールに
ついても学ぶ。

第13回

テキスト②能力・貧困による教育機会からの排除・放置
明治以来の日本の学校教育は、義務教育制度を整えて教育機
会を拡大する一方で、貧困児や障害児を学校教育対象外から外し
た。明治期から昭和戦前期までの、能力・貧困による教育機会か
らの排除・放置の歴史を学ぶ。

第14回

同：能力・貧困から必要・幸福追求へ～教育機会の拡充と漸進
的無償化
昭和戦後期から今日までの学校教育の特徴は、日本国憲法の「教
育を受ける権利」規定のもとに、貧困児・障害児にも教育の機
会を保障したことである。２１世紀においては、さらに必
要に応ずる教育の理念のもとに個々人の幸福追求に資する施
策が進行しつつある。
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テキストの復習（青年期の教育）と予
習（第５章）

4時間

テキストの復習（第５章）と予
習（第６章）、期末試験にむけた準備

4時間

テキストの復習（第６章）と予
習（第10章）、期末試験にむけた準備

4時間

テキストの復習（第10章）と予習（テキス
ト②第４章）、期末試験にむけた準備

4時間

テキストの復習（同②第４章）と予習（同
第５章）、期末試験にむけた準備

4時間

テキストの復習（同第５章）、期末試験にむ
けた準備

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別支援教育概論（初等）【2019年入学生～】
瀧本一夫
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特別支援学校にて勤務した経験およびコーディネーターとして地域の幼小中高を支援した経験を踏まえ、具体
的事例をもとに講義する（全14回）。

授業概要
文部科学省によると通常学級に在籍して支援を要する子どもの割合は6.5％といわれています。例えば30人の学級であれば支援を要する子ども
が２人はいるということになります。このことは、障害のある子どもを支援する立場にある者にはそのような特別な支援にかかわる基礎的・専
門的な知識と技能が求められるということを意味します。このことを踏まえて、本講義では、障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、子どもの発育・発達や個性を理解し、子どもの健やかな成長への援助や協力に積極的に取り組むことが
できる支援者の養成を目指します。具体の講義内容としては、実践に役立つ支援者として必要な理論・技能を中心に説明します。授業の形態と
しては、講義を聞く、事例を基に支援を考える、復習テスト(対面)、まとめを提出する(遠隔)という流れになります。また実習、体験的活
動やグループワークも取り入れています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

特別支援教育に関する知識

教員免許取得を目指す者として、「障害」に
ついての基礎的な知識を習得するととも
に、教育的支援に必要な制度及び組織のあ
り方について理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模擬的な事例検討を通して、「障害」への教
育的支援のあり方や「合理的配慮」を考え
る。

事例にもとづいたグループでの議論（事象分
析や状況判断の検証）から、知識と実践を接
合する困難さや対話的関係の重要性に気
付く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的知識を活用し、個々の児童の状況把
握と支援への方策を立案できる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

教育的支援を実践する専門家としての役
割と限界を知ることで、組織内の一員として
の連携の重要性を理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合
毎回のリアクションペー
パー（３点×1４回）

評価の基準
： 毎回、講義の復習テスト(対面授業)、まとめや感想(遠隔授業)を求める。
42％

講義への参加度（28点）
28％
期末レポート（30点）
30％

： グループ・ディスカッションへの参加度、プレゼンテーションの質、グループへの貢献度などを総
合的に判断する。特に、割り当てられたプレゼンテーションの質を重視する。
： 講義内で学んだ知識が正確に述べられているか、自らの問題として捉えられているか、主張が論理
的かを重視する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特別支援学校―幼稚部教育要領/小学部・中学部学習指導要領/高等部 文部科学省 2015
特別支援学校学習指導要領解説自立活動編(幼稚部・小学部・中学部・高等部) 文部科学省 2015
【新訂版】特別支援教育の基礎基本 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
2015 ジアース教育新社
【改訂版】特別支援教育基本用語100 明治図書出版 2014

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーの時間帯（初回伝達）

場所：

研究室

備考・注意事項： メールでも対応する。メールには、必ず氏名と所属を記すこと。
オフィス・アワーについては、講義初回に提示する。
takimoto-k@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「障害」とは何か
障害概念についての基礎的内容。ICFモデルの説明。近年の社会
的問題（臓器移植や出生前診断）の話題から自己の問題とし
て捉える。

第2回

「支援」と「合理的配慮」を考える

「支え合い、援ける」という関わりについての根源性を問う。障
害者権利条約、障害者差別解消法の説明から「合理的配慮」概
念について考える。
第3回

障害児教育の歴史・変遷：特殊教育から特別支援教育へ

国内外の動向を概観し、世界的潮流の中で日本の障害児教育がど
のような変遷をたどったかを知るとともに、特別支援教育の理
念と基本的な考え方を理解する。
第4回

特別支援教育の制度（１）：個別の教育支援（指導）計画/特別
支援教育コーディネーター

計画書の内容/書き方、コーディネーターの役割について、具体
例を提示し解説する。
第5回

特別支援教育の制度（２）：校内支援体制/センター的機能/地
域連携

教員間及び専門職間連携について、就労移行支援や障害者福
祉の現状なども踏まえ、解説する。
第6回

特別支援教育の制度（３）：インクルーシブ教育と共生社会

近年の各国の教育環境との比較を通して、インクルージョンの理
念と日本の現状を提示する。
第7回

特別支援教育の理論と方法（１）：視覚障害

聴覚障害

視覚障害教育及び聴覚障害教育について、障害特性の理解、具体
的教育指導内容や方法を取り上げる。
第8回

特別支援教育の理論と方法（２）：発達障害

発達障害教育について、障害特性の理解、具体的教育指導内
容や方法を取り上げる。
第9回

特別支援教育の理論と方法（３）：肢体不自由
弱

重複障害

病

肢体不自由教育・重複障害教育及び病弱教育について、障害特
性の理解、具体的教育指導内容や方法を取り上げる。
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講義内容について復習する。提示された話
題について、今後のグループ討議のため調べ
ておく。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは講義中に提示す
る（キーワードの一例：ICFモデル 障害者差
別 合理的配慮 当事者主権など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：就学義務 養護学校
制度 中央教育審議会 ウォーノック報告な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：個別の教育支援計
画 個別の指導計画 特別支援教育コーディ
ネーター 医療的ケア など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：特別なニーズ 発達
検査 校内支援会議 センター的機能 な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：インクルージョ
ン インテグレーション 通級による指
導 交流及び共同教育 など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは弱視 点字 手話な
ど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは自閉症スペクトラ
ム症 ADHD LDなど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは院内学級 筋ジスト
ロフィー てんかん発作など

4時間

6021

第10回

特別支援教育の理論と方法（４）：応用行動分析

応用行動分析について学び、実例をもとにしたワークを通し
て、実践力を養う。
第11回

特別支援教育の理論と方法（５）：ソーシャルスキルスキルト
レーニング(SST) ぺクス(PECS)

ソーシャルスキルスキルトレーニング(SST)及びぺクス(PECS)に
ついて学び、実例をもとにしたワークを通して、実践力を養う。
第12回

特別支援教育の理論と方法（６）：感覚統合

感覚統合について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第13回

特別支援教育の理論と方法（７）：心理検査(WISC-4を中心に)

心理検査について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第14回

障害と教育を巡る諸問題：障害者者差別/就労/福祉政策/貧
困/外国にルーツのある家庭 進路
障害はないが、特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生
徒の学習上または生活上の困難とその対応について理解する。
障害のある子どもの進路について概観する。
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指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはS-R理論 先行条
件 機能的アセスメント

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはアンガーマネージメ
ント アサーショントレーニング

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは前庭感覚 ボディイ
メージ 目と手の協応

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはWISC K-ABC DN-CAS

4時間

キーワードについてまとめておく。キーワー
ドは貧困、外国籍

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別支援教育【～2018年入学生】
瀧本一夫
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特別支援学校にて勤務した経験およびコーディネーターとして地域の幼小中高を支援した経験を踏まえ、具体
的事例をもとに講義する（全14回）。

授業概要
文部科学省によると通常学級に在籍して支援を要する子どもの割合は6.5％といわれています。例えば30人の学級であれば支援を要する子ども
が２人はいるということになります。このことは、障害のある子どもを支援する立場にある者にはそのような特別な支援にかかわる基礎的・専
門的な知識と技能が求められるということを意味します。このことを踏まえて、本講義では、障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、子どもの発育・発達や個性を理解し、子どもの健やかな成長への援助や協力に積極的に取り組むことが
できる支援者の養成を目指します。具体の講義内容としては、実践に役立つ支援者として必要な理論・技能を中心に説明します。授業の形態と
しては、講義を聞く、事例を基に支援を考える、復習テスト(対面)、まとめを提出する(遠隔)という流れになります。また実習、体験的活
動やグループワークも取り入れています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

特別支援教育に関する知識

教員免許取得を目指す者として、「障害」に
ついての基礎的な知識を習得するととも
に、教育的支援に必要な制度及び組織のあ
り方について理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模擬的な事例検討を通して、「障害」への教
育的支援のあり方や「合理的配慮」を考え
る。

事例にもとづいたグループでの議論（事象分
析や状況判断の検証）から、知識と実践を接
合する困難さや対話的関係の重要性に気
付く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的知識を活用し、個々の児童の状況把
握と支援への方策を立案できる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

教育的支援を実践する専門家としての役
割と限界を知ることで、組織内の一員として
の連携の重要性を理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合
毎回のリアクションペー
パー（３点×1４回）

評価の基準
： 毎回、講義の復習テスト(対面授業)、まとめや感想(遠隔授業)を求める。
42％

講義への参加度（28点）
28％
期末レポート（30点）
30％

： グループ・ディスカッションへの参加度、プレゼンテーションの質、グループへの貢献度などを総
合的に判断する。特に、割り当てられたプレゼンテーションの質を重視する。
： 講義内で学んだ知識が正確に述べられているか、自らの問題として捉えられているか、主張が論理
的かを重視する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特別支援学校―幼稚部教育要領/小学部・中学部学習指導要領/高等部 文部科学省 2015
特別支援学校学習指導要領解説自立活動編(幼稚部・小学部・中学部・高等部) 文部科学省 2015
【新訂版】特別支援教育の基礎基本 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
2015 ジアース教育新社
【改訂版】特別支援教育基本用語100 明治図書出版 2014

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーの時間帯（初回伝達）

場所：

研究室

備考・注意事項： メールでも対応する。メールには、必ず氏名と所属を記すこと。
オフィス・アワーについては、講義初回に提示する。
takimoto-k@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「障害」とは何か
障害概念についての基礎的内容。ICFモデルの説明。近年の社会
的問題（臓器移植や出生前診断）の話題から自己の問題とし
て捉える。

第2回

「支援」と「合理的配慮」を考える

「支え合い、援ける」という関わりについての根源性を問う。障
害者権利条約、障害者差別解消法の説明から「合理的配慮」概
念について考える。
第3回

障害児教育の歴史・変遷：特殊教育から特別支援教育へ

国内外の動向を概観し、世界的潮流の中で日本の障害児教育がど
のような変遷をたどったかを知るとともに、特別支援教育の理
念と基本的な考え方を理解する。
第4回

特別支援教育の制度（１）：個別の教育支援（指導）計画/特別
支援教育コーディネーター

計画書の内容/書き方、コーディネーターの役割について、具体
例を提示し解説する。
第5回

特別支援教育の制度（２）：校内支援体制/センター的機能/地
域連携

教員間及び専門職間連携について、就労移行支援や障害者福
祉の現状なども踏まえ、解説する。
第6回

特別支援教育の制度（３）：インクルーシブ教育と共生社会

近年の各国の教育環境との比較を通して、インクルージョンの理
念と日本の現状を提示する。
第7回

特別支援教育の理論と方法（１）：視覚障害

聴覚障害

視覚障害教育及び聴覚障害教育について、障害特性の理解、具体
的教育指導内容や方法を取り上げる。
第8回

特別支援教育の理論と方法（２）：発達障害

発達障害教育について、障害特性の理解、具体的教育指導内
容や方法を取り上げる。
第9回

特別支援教育の理論と方法（３）：肢体不自由
弱

重複障害

病

肢体不自由教育・重複障害教育及び病弱教育について、障害特
性の理解、具体的教育指導内容や方法を取り上げる。
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講義内容について復習する。提示された話
題について、今後のグループ討議のため調べ
ておく。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは講義中に提示す
る（キーワードの一例：ICFモデル 障害者差
別 合理的配慮 当事者主権など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：就学義務 養護学校
制度 中央教育審議会 ウォーノック報告な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：個別の教育支援計
画 個別の指導計画 特別支援教育コーディ
ネーター 医療的ケア など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：特別なニーズ 発達
検査 校内支援会議 センター的機能 な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：インクルージョ
ン インテグレーション 通級による指
導 交流及び共同教育 など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは弱視 点字 手話な
ど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは自閉症スペクトラ
ム症 ADHD LDなど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは院内学級 筋ジスト
ロフィー てんかん発作など

4時間

6022

第10回

特別支援教育の理論と方法（４）：応用行動分析

応用行動分析について学び、実例をもとにしたワークを通し
て、実践力を養う。
第11回

特別支援教育の理論と方法（５）：ソーシャルスキルスキルト
レーニング(SST) ぺクス(PECS)

ソーシャルスキルスキルトレーニング(SST)及びぺクス(PECS)に
ついて学び、実例をもとにしたワークを通して、実践力を養う。
第12回

特別支援教育の理論と方法（６）：感覚統合

感覚統合について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第13回

特別支援教育の理論と方法（７）：心理検査(WISC-4を中心に)

心理検査について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第14回

障害と教育を巡る諸問題：障害者者差別/就労/福祉政策/貧
困/外国にルーツのある家庭 進路
障害はないが、特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生
徒の学習上または生活上の困難とその対応について理解する。
障害のある子どもの進路について概観する。
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指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはS-R理論 先行条
件 機能的アセスメント

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはアンガーマネージメ
ント アサーショントレーニング

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは前庭感覚 ボディイ
メージ 目と手の協応

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはWISC K-ABC DN-CAS

4時間

キーワードについてまとめておく。キーワー
ドは貧困、外国籍

4時間

6031
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教育課程論(初等)／教育課程論(小学校)【～2018年入学生】

授業科目名

市川和也

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教育課程やカリキュラムは、教育内容としての教材や生徒の学習経験を、組織的に編成するために用意された教育計画である。本講義では、小
学校における学習指導要領の歴史的展開や社会状況の変化を踏まえ、学習指導要領の基本構造や特色について、その背景にある教育思想や学力
観を踏まえながらさまざまな具体的な事例をもとに考察する。また、今後ますます求められる特色ある学校づくりと教育課程開発につい
て、キャリア教育・いのちの教育等の事例を取り上げ、教育課程編成の現状と課題について考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

カリキュラム編成を行う上で基盤となる原
理や理論、および求められるこれからの教育
課程の枠組み

戦後日本の教育課程の変遷についての基礎的
知識を持つとともに、求められるこれから
の教育課程について現在の議論を踏まえて説
明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

これまでの教育課程の変遷を踏まえて、教育
課程をめぐる議論の要点や課題を発
見し、自らの意見を述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
一枚ポートフォリオ
30％
ミニレポート
20％

： 授業内容の理解および問題意識に基づいた論述の内容及び学術レポートに相応しいかどうかによっ
て、100点満点で評価します。
： 授業のキーワードに関して自らの意見を述べ、論理的に自らの考えや疑問が示されていれ
ば2点、許容範囲の誤りが見られるものは1点、内容が授業にそぐわないか根本的な誤りを含んでい
るものは0点とします。
： 授業で示すテーマに関して自分自身の意見を述べてもらい、論理的整合性があり自ら考えた見
解が示されているかという点で評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省

小学校学習指導要領（総則）2017

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

研究室（5階）
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備考・注意事項： オフィスアワー以外でも応相談。その場合は事前にメール等でアポイントメントを取ること。
メール：ichikawa.kazuya.85u@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、教育課程（カリキュラム）論の範囲・定
義
教育課程の定義を知り、現代の教育課程をめぐる課題について意
識を持ちます。

「カリキュラム」という単語について知って
いることを何でもいいのでまとめてくる。

4時間

第2回

戦後教育課程の変遷（学習指導要領を中心に）

戦後教育課程の変遷についてのテキス
トを読み、まとめる。

4時間

経験主義によって立つ実践レポー
トを読み、感想をまとめる。

4時間

系統学習、学問中心主義についての資
料を読み、まとめる。

4時間

カリキュラムの類型や変遷を概観し、教育課程（カリキュラ
ム）のイメージを持ちます。
さらに、戦後の教育課程の流れをおもに学習指導要領の変
遷を見ていくことによって捉えます。
第3回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（１）経験主義
とくに、経験主義カリキュラムによって立つ取組や実践につい
て理解をはかります。

第4回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（２）系統主義
１９８０年ごろまでの経験主義カリキュラムと学問中心カリキュ
ラムの両軸を理解し、とりわけ系統主義によってたつ学問中心カ
リキュラムの仕組みを教科書分析することで確認します。

第5回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（３）現代に求め
られる学力観
１９８０年ごろからの学力観を概観し、現代求められる学力であ
るPISA型学力や21世紀型能力についても知ることで、求められ
る教育課程について考えます。

PISAの問題を解き、分析する。

4時間

第6回

カリキュラム構成（１）総合カリキュラム

総合学習の意義について資料を読み、まとめ
る。

4時間

理想のカリキュラム案を見直し、次回のディ
スカッションの準備をする。

4時間

理想のカリキュラム案を作成し、授業
中にディスカッションができるように準備す
る。

4時間

とくに現代求められる力に照らして、総合学習のカリキュラ
ムが持つ意義や位置づけについて理解します。
第7回

カリキュラム構成（２）領域ー道徳教育の教科化、特別活動論
特別活動や道徳の時間などの「領域」について、カリキュラ
ム上の意義と意図について考えます。道徳が教科化する流れを教
育課程の視点から検討します。

第8回

小学校課程におけるカリキュラム開発―授業論（１）
業の要素、カリキュラムマネジメント

授

カリキュラムマネジメントの大きな視点と授業論の具体的な視
点をつなげて考えます。授業の後半では、事前に作成した理
想のカリキュラム案に関してディスカッションを行い、カリキュ
ラム案を相互に検討します。
第9回

小学校課程におけるカリキュラム開発―授業論（２）教材・教
具と発問の意義
目標に照らした教材教具のあり方や発問を考えます。授業の後
半では、理想のカリキュラム案のためにどのような授業上の工
夫が必要かという点についてディスカッションを行います。

授業やディスカッションで得られた改善点を
まとめる。

4時間

第10回

教育課程の評価・カリキュラム評価（１） 子どもの学びのメカ
ニズム
教育課程を作り上げる際の出発点となる子どもの学びのメカニズ
ムについて、生活における子どもなりの考えや理論（素朴概
念）をもとに考えます。また、隠れたカリキュラムについて
も子どもの学びの一つとして捉えます。

素朴概念を活かした授業についてポイン
トを整理する

4時間

第11回

教育課程の評価・カリキュラム評価（２） 教育評価の変
遷と３つの機能
教育評価のこれまでの歴史を概観するとともに、単元を通した評
価の意味・位置づけを理解します。

評価論の変遷についてまとめる

4時間

第12回

教育課程の評価・カリキュラム評価（３）

現代に求められる教育課程を踏まえて、パ
フォーマンス評価について、パフォーマン
ス課題を設定する。

4時間

新しい評価法

目標に準拠した評価としてさらに求められるこれからの新しい評
価法について、パフォーマンス評価やルーブリック、ポートフォ
リオなどの思想・方法論について、海外の動向も合わせなが
ら深めていきます。
第13回

新しい教育課程の課題 ESD,プログラミング教育
新しい教育課程の課題として、ESD,プログラミング教育の導入を
めぐる議論に注目し、教育内容をめぐる諸力の動向について検
討する。

指定された文献を読み、感想をまとめる。

4時間

第14回

教育課程を改めて問い直す（カリキュラムマネジメント）・ま
とめ
カリキュラムには、学校文化のなかである種の「暗黙の了
解」的な形で学ばれるものも存在する。そうした学校の「あたり
まえ」を問い直し、「あたりまえ」となっている規範に自覚的に
なる。それによって現代日本の教育課程ではとりこぼしてしまっ
ている（きた）側面について考える。さらに総括と質疑応答、基
礎的事項の確認を行う。

期末レポートに備えて、重要事項をまと
め、疑問事項を明らかにする。

4時間

第回

時間
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教育課程論（初等）【2019年入学生～】

授業科目名

市川和也

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教育課程やカリキュラムは、教育内容としての教材や生徒の学習経験を、組織的に編成するために用意された教育計画である。本講義では、小
学校における学習指導要領の歴史的展開や社会状況の変化を踏まえ、学習指導要領の基本構造や特色について、その背景にある教育思想や学力
観を踏まえながらさまざまな具体的な事例をもとに考察する。また、今後ますます求められる特色ある学校づくりと教育課程開発につい
て、キャリア教育・いのちの教育等の事例を取り上げ、教育課程編成の現状と課題について考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

カリキュラム編成を行う上で基盤となる原
理や理論、および求められるこれからの教育
課程の枠組み

戦後日本の教育課程の変遷についての基礎的
知識を持つとともに、求められるこれから
の教育課程について現在の議論を踏まえて説
明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

これまでの教育課程の変遷を踏まえて、教育
課程をめぐる議論の要点や課題を発
見し、自らの意見を述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
一枚ポートフォリオ
30％
ミニレポート
20％

： 授業内容の理解および問題意識に基づいた論述の内容及び学術レポートに相応しいかどうかによっ
て、100点満点で評価します。
： 授業のキーワードに関して自らの意見を述べ、論理的に自らの考えや疑問が示されていれ
ば2点、許容範囲の誤りが見られるものは1点、内容が授業にそぐわないか根本的な誤りを含んでい
るものは0点とします。
： 授業で示すテーマに関して自分自身の意見を述べてもらい、論理的整合性があり自ら考えた見
解が示されているかという点で評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省

小学校学習指導要領（総則）2017

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーの時間、場所は初回授業時に周知する。

場所：

研究室（5階）
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備考・注意事項： オフィスアワー以外でも応相談。その場合は事前にメール等でアポイントメントを取ること。
メール：ichikawa.kazuya.85u@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、教育課程（カリキュラム）論の範囲・定
義
教育課程の定義を知り、現代の教育課程をめぐる課題について意
識を持ちます。

「カリキュラム」という単語について知って
いることを何でもいいのでまとめてくる。

4時間

第2回

戦後教育課程の変遷（学習指導要領を中心に）

戦後教育課程の変遷についてのテキス
トを読み、まとめる。

4時間

経験主義によって立つ実践レポー
トを読み、感想をまとめる。

4時間

系統学習、学問中心主義についての資
料を読み、まとめる。

4時間

カリキュラムの類型や変遷を概観し、教育課程（カリキュラ
ム）のイメージを持ちます。
さらに、戦後の教育課程の流れをおもに学習指導要領の変
遷を見ていくことによって捉えます。
第3回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（１）経験主義
とくに、経験主義カリキュラムによって立つ取組や実践につい
て理解をはかります。

第4回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（２）系統主義
１９８０年ごろまでの経験主義カリキュラムと学問中心カリキュ
ラムの両軸を理解し、とりわけ系統主義によってたつ学問中心カ
リキュラムの仕組みを教科書分析することで確認します。

第5回

現代日本における教育課程をめぐる主な立場（３）現代に求め
られる学力観
１９８０年ごろからの学力観を概観し、現代求められる学力であ
るPISA型学力や21世紀型能力についても知ることで、求められ
る教育課程について考えます。

PISAの問題を解き、分析する。

4時間

第6回

カリキュラム構成（１）総合カリキュラム

総合学習の意義について資料を読み、まとめ
る。

4時間

理想のカリキュラム案を見直し、次回のディ
スカッションの準備をする。

4時間

理想のカリキュラム案を作成し、授業
中にディスカッションができるように準備す
る。

4時間

とくに現代求められる力に照らして、総合学習のカリキュラ
ムが持つ意義や位置づけについて理解します。
第7回

カリキュラム構成（２）領域ー道徳教育の教科化、特別活動論
特別活動や道徳の時間などの「領域」について、カリキュラ
ム上の意義と意図について考えます。道徳が教科化する流れを教
育課程の視点から検討します。

第8回

小学校課程におけるカリキュラム開発―授業論（１）
業の要素、カリキュラムマネジメント

授

カリキュラムマネジメントの大きな視点と授業論の具体的な視
点をつなげて考えます。授業の後半では、事前に作成した理
想のカリキュラム案に関してディスカッションを行い、カリキュ
ラム案を相互に検討します。
第9回

小学校課程におけるカリキュラム開発―授業論（２）教材・教
具と発問の意義
目標に照らした教材教具のあり方や発問を考えます。授業の後
半では、理想のカリキュラム案のためにどのような授業上の工
夫が必要かという点についてディスカッションを行います。

授業やディスカッションで得られた改善点を
まとめる。

4時間

第10回

教育課程の評価・カリキュラム評価（１） 子どもの学びのメカ
ニズム
教育課程を作り上げる際の出発点となる子どもの学びのメカニズ
ムについて、生活における子どもなりの考えや理論（素朴概
念）をもとに考えます。また、隠れたカリキュラムについて
も子どもの学びの一つとして捉えます。

素朴概念を活かした授業についてポイン
トを整理する

4時間

第11回

教育課程の評価・カリキュラム評価（２） 教育評価の変
遷と３つの機能
教育評価のこれまでの歴史を概観するとともに、単元を通した評
価の意味・位置づけを理解します。

評価論の変遷についてまとめる

4時間

第12回

教育課程の評価・カリキュラム評価（３）

現代に求められる教育課程を踏まえて、パ
フォーマンス評価について、パフォーマン
ス課題を設定する。

4時間

新しい評価法

目標に準拠した評価としてさらに求められるこれからの新しい評
価法について、パフォーマンス評価やルーブリック、ポートフォ
リオなどの思想・方法論について、海外の動向も合わせなが
ら深めていきます。
第13回

新しい教育課程の課題 ESD,プログラミング教育
新しい教育課程の課題として、ESD,プログラミング教育の導入を
めぐる議論に注目し、教育内容をめぐる諸力の動向について検
討する。

指定された文献を読み、感想をまとめる。

4時間

第14回

教育課程を改めて問い直す（カリキュラムマネジメント）・ま
とめ
カリキュラムには、学校文化のなかである種の「暗黙の了
解」的な形で学ばれるものも存在する。そうした学校の「あたり
まえ」を問い直し、「あたりまえ」となっている規範に自覚的に
なる。それによって現代日本の教育課程ではとりこぼしてしまっ
ている（きた）側面について考える。さらに総括と質疑応答、基
礎的事項の確認を行う。

期末レポートに備えて、重要事項をまと
め、疑問事項を明らかにする。

4時間

第回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育方法論（初等）【2019年入学生～】
山本はるか
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、学校現場において、教育目標を実現するために何をどのように教えるかという教育方法の課題を取り扱い、児童を指導するため
の方法・技術を学ぶことを目的とする。具体的には、教育目標・教育内容・教材・教授行為・教育評価の各側面から、授業実践を行う上で基
礎となる知識を修得することをめざす。そして、教育現場での実践に生かせるような教育方法の理論的知識や概念、および情報機器の活用など
を含めた今日的課題について理解を深め、多様な側面から授業づくりにおける実践的な力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育方法に関する基礎的な考え方・知識

教育方法に関する基礎的な考え方や知識を修
得することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学習指導案の作成と授業実践

教育方法の基本的な考え方や知識を学習指導
案の作成と授業実践に活用することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業づくりに際して、教員が直面する課
題を見出すことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

発見した課題の解決に向けて、学習指導
案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 教育方法に関する基礎的な知識を修得できているかどうかを判断する。
50％

定期試験（レポート）

： 教育方法に関する基礎的な知識を用いて、学習指導案を作成できているかどうかを判断する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・文部科学省『小学校学習指導要領解説』東洋館、2018年
・田中耕治編『時代を拓いた教師たち』日本標準、2005年
・田中耕治編『時代を拓いた教師たちⅡ』日本標準、2009年
・奈須正裕『教師という仕事と授業技術』ぎょうせい、2006年
・田中耕治編著『教職教養講座 第5巻 教育方法と授業の計画』協同出版、2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

場所：

研究室（本館5F）

3限

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーション：「教育方法」の範囲、授業を構成する要
素
本講義の目標、内容、評価を知る。授業を成立させる要
素を知る。

予習シートの作成：行動主義、構成主義

4時間

第2回

教育目標論：教授法・学習観の変遷
教授法・学習観の変遷を知り、教育目標について考える。

予習シートの作成：指導言

4時間

第3回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（１）教師の指導言
教師の指導言の重要性、種類を知る。

予習シートの作成：発問

4時間

第4回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（２）発問の工夫
教師の教授行為のうち、特に「発問」の意義を知り、発問づくり
を行う。

予習シートの作成：教育内容、教材

4時間

第5回

学習者の学びを高める教材・教具論（１）教育内容・教材・教
具の区別
教育内容・教材・教具について、それぞれの定義を押さえ、区
別することの意義を知る。

予習シートの作成：教材解釈、教材開発

4時間

第6回

学習者の学びを高める教材・教具論（２）教材解釈・教材開発
教材解釈と教材開発の違いを知る。学習指導案で使用する教
材を開発する。

予習シートの作成：学習形態

4時間

第7回

学びの様式と指導形態（１）学習集団論、学習形態
能力別編成、学び合いの授業などを知る。

予習シートの作成：板書

4時間

第8回

学びの様式と指導形態（２）板書、情報機器の活用
板書の方法、情報機器の活用方法を知る。

予習シートの作成：教育評価

4時間

第9回

教育評価論：目標と評価の一体化、目標に準拠した評価、パ
フォーマンス評価
教育評価論の歴史と、今求められる評価の考え方と方法を知る。

これまでの学修内容を整理し、テストに備え
る。

4時間

第10回

中間まとめ、マイクロ・ティーチング・オリエンテーション

テストの復習をする。マイクロ・ティーチン
グの構想と練習を行う。

4時間

振り返りシートを作成する。

4時間

授業の導入の意義や目的を知り、導入5分間の授業づくり
を行う。
第11回

マイクロ・ティーチング（１）
5分間の授業導入を行う。

５分間の授業導入

第12回

マイクロ・ティーチング（２） 分析
前回の振り返りを踏まえて、分析を行う。

振り返りシートを完成させる。

4時間

第13回

学習指導案の作成（１） 教育目標・教育内容の検討
学習指導案を作成するために、教育目標と教育内容を整理する。

学習指導案を作成する。

4時間

第14回

学習指導案の作成（２） 発問・教材の検討、授業展
開の練り直し
学習指導案を完成させるために、発問や教材を検討し、授業全
体の展開を練り直す。

学習指導案を完成させる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育方法論（初等）／教育方法論【～2018年入学生】
山本はるか
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、学校現場において、教育目標を実現するために何をどのように教えるかという教育方法の課題を取り扱い、児童を指導するため
の方法・技術を学ぶことを目的とする。具体的には、教育目標・教育内容・教材・教授行為・教育評価の各側面から、授業実践を行う上で基
礎となる知識を修得することをめざす。そして、教育現場での実践に生かせるような教育方法の理論的知識や概念、および情報機器の活用など
を含めた今日的課題について理解を深め、多様な側面から授業づくりにおける実践的な力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育方法に関する基礎的な考え方・知識

教育方法に関する基礎的な考え方や知識を修
得することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学習指導案の作成と授業実践

教育方法の基本的な考え方や知識を学習指導
案の作成と授業実践に活用することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業づくりに際して、教員が直面する課
題を見出すことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

発見した課題の解決に向けて、学習指導
案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 教育方法に関する基礎的な知識を修得できているかどうかを判断する。
50％

定期試験（レポート）

： 教育方法に関する基礎的な知識を用いて、学習指導案を作成できているかどうかを判断する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・文部科学省『小学校学習指導要領解説』東洋館、2018年
・田中耕治編『時代を拓いた教師たち』日本標準、2005年
・田中耕治編『時代を拓いた教師たちⅡ』日本標準、2009年
・奈須正裕『教師という仕事と授業技術』ぎょうせい、2006年
・田中耕治編著『教職教養講座 第5巻 教育方法と授業の計画』協同出版、2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

場所：

研究室（本館5F）

3限
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：「教育方法」の範囲、授業を構成する要
素
本講義の目標、内容、評価を知る。授業を成立させる要
素を知る。

予習シートの作成：行動主義、構成主義

4時間

第2回

教育目標論：教授法・学習観の変遷
教授法・学習観の変遷を知り、教育目標について考える。

予習シートの作成：指導言

4時間

第3回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（１）教師の指導言
教師の指導言の重要性、種類を知る。

予習シートの作成：発問

4時間

第4回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（２）発問の工夫
教師の教授行為のうち、特に「発問」の意義を知り、発問づくり
を行う。

予習シートの作成：教育内容、教材

4時間

第5回

学習者の学びを高める教材・教具論（１）教育内容・教材・教
具の区別
教育内容・教材・教具について、それぞれの定義を押さえ、区
別することの意義を知る。

予習シートの作成：教材解釈、教材開発

4時間

第6回

学習者の学びを高める教材・教具論（２）教材解釈・教材開発
教材解釈と教材開発の違いを知る。学習指導案で使用する教
材を開発する。

予習シートの作成：学習形態

4時間

第7回

学びの様式と指導形態（１）学習集団論、学習形態
能力別編成、学び合いの授業などを知る。

予習シートの作成：板書

4時間

第8回

学びの様式と指導形態（２）板書、情報機器の活用
板書の方法、情報機器の活用方法を知る。

予習シートの作成：教育評価

4時間

第9回

教育評価論：目標と評価の一体化、目標に準拠した評価、パ
フォーマンス評価
教育評価論の歴史と、今求められる評価の考え方と方法を知る。

これまでの学修内容を整理し、テストに備え
る。

4時間

第10回

中間まとめ、マイクロ・ティーチング・オリエンテーション

テストの復習をする。マイクロ・ティーチン
グの構想と練習を行う。

4時間

振り返りシートを作成する。

4時間

授業の導入の意義や目的を知り、導入5分間の授業づくり
を行う。
第11回

マイクロ・ティーチング（１）
5分間の授業導入を行う。

５分間の授業導入

第12回

マイクロ・ティーチング（２） 分析
前回の振り返りを踏まえて、分析を行う。

振り返りシートを完成させる。

4時間

第13回

学習指導案の作成（１） 教育目標・教育内容の検討
学習指導案を作成するために、教育目標と教育内容を整理する。

学習指導案を作成する。

4時間

第14回

学習指導案の作成（２） 発問・教材の検討、授業展
開の練り直し
学習指導案を完成させるために、発問や教材を検討し、授業全
体の展開を練り直す。

学習指導案を完成させる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

道徳教育の指導法（初等）／道徳教育の指導法
服部敬一
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
小学校教諭（２３年），小学校教頭（５年），教育委員会指導主事（２年），小学校長（７年）（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
道徳教育の基盤である道徳の意味や善悪，正しさについての理解をもとに，児童に道徳教育を行うことの意義を理解させるとともに，「特
別の教科 道徳（道徳科）」の特質や指導方法について論じる。その際，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育との違いや関連につい
て論じながら，学級づくり，児童理解，生徒指導のあり方についても取り上げる。その中で，道徳教育の理論や方法，道徳性の発達につい
て，実際の生徒の姿を具体的に示しながら，教師として求められる姿勢や態度，指導力について論じる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

道徳教育に関する専門的な知識の習得

道徳とは何か，道徳的に生きることにどのよ
うな意味があるのか，道徳を教えるとはどう
いうことかについて理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「特別の教科 道徳」の指導に関する専門
的な基礎知識と実践的な技能の獲得

「特別の教科 道徳」の授業理論，教材理
解，指導方法，評価について理解し，実践
的な授業力や評価する力の基礎を身につける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事を根本から考え直すことで，課題に気づ
くことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

目標を明確にし，それを達成するための計
画を立案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
模擬授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート

： 授業内容を正しく理解できているかという観点から評価する。
30％

指導案作成

： それまでの授業内容の理解に基づいた効果的な指導案が作成できているかどうかを評価する。
10％

受講態度

： 授業に積極的に参加し，進んで課題に取り組む態度を評価する。
10％

期末試験｢筆記」

： 授業内容の理解度を評価する。
50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

6042
文部科学省

・

小学校学習指導要領

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編

島恒生ほか

・

小学道徳 生きる力

特

4

・ 東洋館出版社

・

2017 年

・ 廣済堂あかつき

・

2017 年

・ 日本文教出版

・

2019 年

参考文献等
・必要に応じて授業の中で配布する。
・必要なものは授業の中で適時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限・昼休み

場所：

中央館５階服部研究室

備考・注意事項： 具体的な質問方法については、初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

道徳的に生きることの意味
「道徳的に生きることは損だ。それよりも，上手に生きること
が大切だ」と考える人がいる。つまり，道徳的に生きることは世
知と一致しないというわけである。一方で，私たちは道徳的でな
い人や行為を非難したり，道徳的な人や行為を称賛したりしてい
る。それはなぜだろうか？
この時間は，私たちにとって道徳的に生きることの意味について
の理解を深める。

第2回

価値観の多様化の中の道徳教育の意味は
現在は価値観の多様化の時代である。人はそれぞれの価値観をも
ち，その価値観に従って判断したり，行動したりしている。この
ような社会では，人それぞれが自分の価値観をもつことが認めら
れなければならない。そうすると，道徳の問題には答えがない
と考えられやすい。果たしてその考えは正しいのだろうか？もし
も，道徳の問題に答えがないのであれば，私たちは法律に触れな
い以上何をしても「悪」にはならないのだろうか。
この時間は，価値観が多様化する社会における道徳教育はどのよ
うに行われるべきかについて考えを深める。

第3回

私たちの道徳性はどのようにして形成されるのか
子供の個性や価値観はどのようにして形成されているのだろう
か。また、私たちの道徳性は、いつ、どのようにして形成された
のだろうか。「生まれながらのもの」であろうか。それとも「環
境の影響を受けて形成してきた」ものなのだろうか。
この時間は，今の日本社会における子供の道徳に関わる問題につ
いて話し合いながら，そこでの道徳性の形成について資料をもと
に理解を深める。

第4回

学習指導要領がめざす道徳教育

『小学校学習指導要領』における道徳教育は「学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」に
よって構成されている。では，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」は，どこ
が同じで，どこが異なるのか，また，それらは互いにどのよう
に関連し合っているのか。
この時間は，『学習指導要領』における道徳教育が，「学校の教
育活動全体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳
科）」から成り立っていることや，それぞれの特質や機能をもっ
ているのかについて理解する。
第5回

道徳教育において分かることの意味
道徳教育では「分かること」よりも「感じること」や「意
欲を高めること」が重要であると思われがちである。「分かって
いるけれど実行できない」というのは道徳を考えるときによ
く聞かれる言葉である。このように，道徳では知ることがあま
り重要だとは考えられていない。そして，「知育」「徳育」「体
育」と言われるように，徳育は知とは別のものであると捉えられ
がちである。この時間は，今一度，道徳教育において分かるこ
と，理解することの意味について見つめなおし，理解を深める。

第6回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の教材は本当に物足りないか

「道徳の授業は難しい」と考える先生は少なくない。また，
「『特別の教科 道徳（道徳科）の教科書』に載っている教
材は言いたいことが見え透いていてつまらない」と考える人たち
がいる。確かに，教材を一読するだけでは，何を指導するの
か，子供に何に気づかせるのかは分かりにくい。しかし，それ
は教材の意味を理解していないからであり，教材で何を指導する
のかが見つからないからである。
この時間は，教材を用いて，それで何を指導するか，道徳の授
業でできることが何かについての理解を深める
第7回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の授業をどのようにつくるか
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講義の内容を配布資料やノートを用いて復
習し，道徳的に生きることについて理
解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，価値観が多様化する社会における道徳
教育のあり方についての考えを深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，子供の道徳上の問題と道徳性の形成に
ついて考えを深める。

4時間

『小学校学習指導要領』やノートを用いて復
習し，「学校の教育活動全体を通いて行う道
徳教育」と「特別の教科 道徳」の特質につ
いて整理し，記憶する。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，道徳教育において分かることの意味に
ついての考えを深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の教材理解について考えを深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳(道徳
科）」の授業づくりについて考えを深めると
ともに，授業構想を立てる。

4時間

6042
この時間は，実際の教材を一つ取り上げ，それを分析す
る中で，教材を用いてどのような授業をすればよいかを理解す
る。そのためには，本時で取り上げる内容項目について子供が授
業前から分かっていること，教材を読むだけで分かってしまうこ
とを除外し,子供がまだ知らないこと，気づかせることの意味が
あることを見つける必要がある。そして，そのことに気づかせる
ためには授業の中でどのような思考をさせるのか，どのような活
動をさせるか等，道徳科の授業づくりについての理解を深める。
第8回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導案をつくってみよう

この時間は，前時の教材を用いて各自で学習指導案を作成す
る。ただし，まだまだ学習指導案のイメージがつかめずに迷って
いたり，困ったしていることが考えられる。そこで，学生同
士の交流に加え，指導者からの指導も加えて「特別の教科 道
徳(道徳科）」の授業づくりに取り組ませる。また，次の時
間の模擬授業に向けての準備を行う。
第9回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業をやってみよう

この時間は，前時に作成した学習指導案を用いて，学生同士で模
擬授業を行うことで，自分の学習指導案について見なおし課
題を見つける。また，それぞれが子供の立場で授業を受けること
で，授業についての考えを深める。さらに，複数名が異なった学
習指導案で模擬授業をし，それを受けることで，授業について
の多様な見方や考え方ができるようにするとともに，共通の課
題も明らかにする。
第10回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業を受けてみよう

この時間は，前時に作成した学習指導案を用いて，学生同士で模
擬授業を行う中で，子供の立場に立って授業受けることをとおし
て，これまで見えていなかった授業づくりの視点や，授
業の進め方のコツなど，授業をする上での様々な視点に気づくこ
とを通して，「特別の教科 道徳（道徳科）」の授業について
の理解を深める。
第11回

模擬授業についての議論し、道徳の授業についての考えを深め
よう
この時間は，これまでの一連の授業づくり，模擬授業（授業
者、子供役）を通して，道徳の授業について各自が気づいたこ
と，理解したこと，疑問点等について議論する。そこでの課題な
どの交流を通して深まった道徳の授業づくりの考えや課題を踏ま
え，さらに理解を深めるとともに，新たな課題を発見する。

第12回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導計画

この時間は，『小学校学習指導要領』に示された指導計画の意
味について理解を深める。特に，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育の全体計画」と「特別の教科 道徳の年間指導計
画」について，なぜ必要なのか，その形式，意図，留意事項
等を理解する。
第13回

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」との違い

道

この時間は，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の全体計
画をもとに，その特質，教育の場，教育の方法，手だてについ
て具体的に理解するとともに，学校教育の様々な場面における道
徳教育のあり方を理解するとともに，そこではしなくてもよい指
導つまり「特別の教科 道徳（道徳科）」の指導の特質，そし
て両者の棲み分けについて更に詳しく理解する。
第14回

道徳教育と「特別の教科

道徳（道徳科）」の評価

「特別の教科道徳」の実施に伴い，児童・生徒指導要録や通知
票に，その評価欄が設けられた。しかし，道徳の時間について
の評価は十分に理解されておらず，何をどのように評価するのか
が曖昧である。
この時間は，「教育評価とは何か」「道徳科の評価はどのように
すればよいのか」「授業評価と子供の評価の違いは」などの観
点から，「特別の教科道徳」の評価はどのようにすれば行えるの
かについて考える。

34

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習ながら，「特別の教科
徳（道徳科）」の指導案を作成する

4時間

道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業づくりについての考えを深め
るとともに，学習指導案や授業について理
解を深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業について考えを一層深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業力について考えを深める。

4時間

講義の内容を『小学校学習指導要領解説 特
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の指導計画について考えを深める。

4時間

講義の内容を『中学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」の違い，棲み分けについ
て考えを深める。

4時間

特
道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の評価について考えを深める。

4時間

6044

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

道徳の理論及び指導法（初等）
服部敬一
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
小学校教諭（２３年），小学校教頭（５年），教育委員会指導主事（２年），小学校長（７年）（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
道徳教育の基盤である道徳の意味や善悪，正しさについての理解をもとに，児童に道徳教育を行うことの意義を理解させるとともに，「特
別の教科 道徳（道徳科）」の特質や指導方法について論じる。その際，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育との違いや関連につい
て論じながら，学級づくり，児童理解，生活指導のあり方についても取り上げる。その中で，道徳教育の理論や方法，道徳性の発達につい
て，実際の児童の姿を具体的に示しながら，教師として求められる姿勢や態度，指導力について論じる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

道徳教育に関する専門的な知識の習得

道徳とは何か，道徳的に生きることにどのよ
うな意味があるのか，道徳を教えるとはどう
いうことかについて理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「特別の教科 道徳」の指導に関する専門
的な基礎知識と実践的な技能の獲得

「特別の教科 道徳」の授業理論，教材理
解，指導方法，評価について理解し，実践
的な授業力や評価する力の基礎を身につける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事を根本から考え直すことで，課題に気づ
くことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

目標を明確にし，それを達成するための計
画を立案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
模擬授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート

： 授業内容を正しく理解できているかという観点から評価する。
30％

指導案作成

： それまでの授業内容の理解に基づいた効果的な指導案が作成できているかどうかを評価する。
10％

受講態度

： 授業に積極的に参加し，進んで課題に取り組む態度を評価する。
10％

期末試験｢筆記」

： 授業内容の理解度を評価する。
50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

6044
文部科学省

・

小学校学習指導要領

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編

藤永芳純，島恒生

・

小学道徳 生きる力

特

4

・ 東洋館出版社

・

2017 年

・ 廣済堂あかつき

・

2017 年

・ 日本文教出版

・

2019 年

参考文献等
・必要に応じて授業の中で配布する。
・必要なものは授業の中で適時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限・昼休み

場所：

中央館５階服部研究室

備考・注意事項： 具体的な質問方法については、初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

道徳的に生きることの意味
「道徳的に生きることは損だ。それよりも，上手に生きること
が大切だ」と考える人がいる。つまり，道徳的に生きることは世
知と一致しないというわけである。一方で，私たちは道徳的でな
い人や行為を非難したり，道徳的な人や行為を称賛したりしてい
る。それはなぜだろうか？
この時間は，私たちにとって道徳的に生きることの意味について
の理解を深める。

第2回

価値観の多様化の中の道徳教育の意味は
現在は価値観の多様化の時代である。人はそれぞれの価値観をも
ち，その価値観に従って判断したり，行動したりしている。この
ような社会では，人それぞれが自分の価値観をもつことが認めら
れなければならない。そうすると，道徳の問題には答えがないよ
うに思われる。果たしてそれは正しいのだろうか？もしも，道
徳の問題に答えがないのであれば，人々は法律に触れない以上
何をしても構わないのだろうか。
この時間は，価値観が多様化する社会における道徳教育はどのよ
うに行われるべきかについて考えを深める。

第3回

子どもと社会の道徳上の課題と道徳教育
子供たちの道徳的でない姿に関する報道を見ると，私たちは現
代の子供は悪くなってきていると考えやすい。では，子
供の何が悪くなってきたと考えているのだろうか？そもそも子
供の個性や価値観はどのようにして形成されているのだろう
か。生まれながらのものであろうか。それとも環境の影響を受け
て形成していくものなのだろうか。
この時間は，今の日本社会における子供の道徳に関わる問題につ
いて話し合いながら，そこでの道徳性の形成について資料をもと
に理解を深める。

第4回

学習指導要領がめざす道徳教育

『小学校学習指導要領』における道徳教育は「学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」に
よって構成されている。では，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」は，どこ
が同じで，どこが異なるのか，また，それらは互いにどのよう
に関連し合っているのか。
この時間は，『学習指導要領』における道徳教育が，「学校の教
育活動全体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳
科）」から成り立っていることや，それぞれの特質や機能をもっ
ているのかについて理解する。
第5回

道徳教育において分かることの意味
道徳教育では「分かること」よりも「感じること」や「意
欲を高めること」が重要であると思われがちである。「分かって
いるけれど実行できない」というのは道徳を考えるときによ
く聞かれる言葉である。このように，道徳では知ることがあま
り重要だとは考えられていない。そして，「知育」「徳育」「体
育」と言われるように，徳育は知とは別のものであると捉えられ
がちである。この時間は，今一度，道徳教育において分かるこ
と，理解することの意味について見つめなおし，理解を深める。

第6回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の教材は本当に物足りないか

「道徳の授業は難しい」と考える先生は少なくない。また，
「『特別の教科 道徳（道徳科）の教科書』に載っている教
材は言いたいことが見え透いていてつまらない」と考える人たち
がいる。確かに，教材を一読するだけでは，何を指導するの
か，子供に何に気づかせるのかは分かりにくい。しかし，それ
は教材の意味を理解していないからであり，教材で何を指導する
のかが見つからないからである。
この時間は，教材を用いて，それで何を指導するか，道徳の授
業でできることが何かについての理解を深める
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講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，道徳的に生きることについて理
解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，価値観が多様化する社会における道徳
教育のあり方についての考えを深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，子供の道徳上の問題と道徳性の形成に
ついて考えを深める。

4時間

『小学校学習指導要領』やノートを用いて復
習し，「学校の教育活動全体を通いて行う道
徳教育」と「特別の教科 道徳」の特質につ
いて整理し，記憶する。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，道徳教育において分かることの意味に
ついての考えを深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の教材理解について考えを深める。

4時間

6044
第7回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の授業をどのようにつくるか

この時間は，実際の教材を一つ取り上げ，それを分析す
る中で，教材を用いてどのような授業をすればよいかを理解す
る。そのためには，本時で取り上げる内容項目について子供が授
業前から分かっていること，教材を読むだけで分かってしまうこ
とを除外し,子供がまだ知らないこと，気づかせることの意味が
あることを見つける必要がある。そして，そのことに気づかせる
ためには授業の中でどのような思考をさせるのか，どのような活
動をさせるか等，道徳科の授業づくりについての理解を深める。
第8回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導案をつくってみよう

この時間は，前時の教材を用いて各自で学習指導案を作成す
る。ただし，まだまだ指導案のイメージがつかめずに迷っていた
り，困ったしていることが考えられる。そこで，学生同士の交
流に加え，指導者からの指導も加えて「特別の教科 道徳(道徳
科）」の授業づくりに取り組ませる。また，次の時間の模擬授
業に向けての準備を行う。
第9回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業をやってみよう

この時間は，前時に作成した学習指導案を用いて，模擬授業をす
ることで，自分の学習指導案について見なおし課題を見つけ
る。また，それぞれが子供の立場で授業を受けることで，授業に
ついての考えを深める。さらに，複数名が異なった学習指導
案で模擬授業をし，それを受けることで，授業についての多
様な見方や考え方ができるようにするとともに，共通の課
題も明らかにする。
第10回

前時の模擬授業についての討論会をしよう
この時間は，これまでの一連の授業づくり，模擬授業をふりかえ
り，各自が気づいたこと，理解したことを発表し合い討論会をお
こなう。そこでの課題などの交流を通して深まった道徳の授業づ
くりの考えや課題を踏まえ，さらに理解を深めるとともに，新た
な課題を発見する。

第11回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業を受けてみよう

この時間は，これまで取り組んできた道徳の授業づくりと同じ教
材を用いた教師の師範授業を子供の立場に立って受けることをと
おして，これまで見えていなかった授業づくりの視点や，授
業の進め方のコツなど，授業をする上での様々な視点に気づくこ
とを通して，「特別の教科 道徳（道徳科）」の授業について
の理解を深めるとともに，授業力の基礎を身につける。
第12回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導計画

この時間は，『小学校学習指導要領』に示された指導計画の意
味について理解を深める。特に，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育の全体計画」と「特別の教科道徳の年間指導計
画」について，なぜ必要なのか，その形式，意図，留意事項
等を理解する。
第13回

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」との違い

道

この時間は，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の全体計
画をもとに，その特質，教育の場，教育の方法，手だてについ
て具体的に理解するとともに，学校教育の様々な場面における道
徳教育のあり方を理解するとともに，そこではしなくてもよい指
導つまり「特別の教科 道徳（道徳科）」の指導の特質，そし
て両者の棲み分けについて更に詳しく理解する。
第14回

道徳教育と「特別の教科

道徳（道徳科）」の評価

「特別の教科道徳」の実施に伴い，児童・生徒指導要録や通知
票に，その評価欄が設けられた。しかし，道徳の時間について
の評価は十分に理解されておらず，何をどのように評価するのか
が曖昧である。
この時間は，「教育評価とは何か」「道徳科の評価はどのように
すればよいのか」「授業評価と子供の評価の違いは」などの観
点から，「特別の教科道徳」の評価はどのようにすれば行えるの
かについて考える。
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講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳(道徳
科）」の授業づくりについて考えを深めると
ともに，授業構想を立てる。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習ながら，「特別の教科
徳（道徳科）」の指導案を作成する

4時間

道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業づくりについての考えを深め
るとともに，学習指導案や授業について理
解を深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業について考えを一層深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業力について考えを深める。

4時間

講義の内容を『小学校学習指導要領解説 特
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の指導計画について考えを深める。

4時間

講義の内容を『小学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」の違い，棲み分けについ
て考えを深める。

4時間

特
道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の評価について考えを深める。

4時間

6045

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

総合的な学習の時間の指導法（初等）
松田修
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・小学校教員として、教諭・教頭・教育委員会・校長を務める。
・特別活動に関わる研究会に所属し、計画・運営に携わり、部長を務める。（全7回）

授業概要
総合的な学習の時間が制定された歴史的な背景や教育課程上の位置づけなどについて理解するとともに、学習指導要領における総合的な学
習の時間の教育目標・内容について確認する。また、各教科等との関係性や違いを理解し、実社会・実生活の中から課題を見つけー解決のため
の情報の収集ー整理・分析ーまとめ・表現するという探究の学びを実現するための指導法を身に付ける。総合的な学習の時間で学んだ基礎
的な事項や優れた教育実践をもとにしながら、自ら指導計画や単元計画も作成したりする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

総合的な学習の時間の指導法について理
解を深める。

総合的な学習の時間の特質を理解し、探究
的な学習の方法について理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

総合的な学習の時間の特質である探究学
習のスタートである課題の設定ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

総合的な学習の時間の課題の設定、情報収
集、整理・分析、まとめ・表現の学修の見
通しを立てることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内評価

： 授業内での役割遂行や課題提出などにより評価します。
20％

振り返りシート
30％
定期テスト
50％

： 授業内容が的確にまとめられ理解できているか、自分の考えや思いが述べられているかを評価しま
す。
： 授業で行った範囲の中から、授業内容を的確に把握できているかを確認する筆記テストを実施す
る。

使用教科書
指定する
著者
中園大三郎

タイトル
他

・

出版社

特別活動と総合的学習・探
究の理論と指導

・ 学術研究出版

出版年
・

2020 年

参考文献等
・文部科学省（平成29）小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 東洋館出版
・文部科学省（平成22）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 教育出版

履修上の注意・備考・メッセージ
テキストをもとに次回学修する内容について予習を行うこと。また、授業内で配布されるプリントで復習に取り組み理解を確かなものにするこ
と。授業時間外の学修については、４時間程度求められる。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡

場所：

研究室中央館５階

備考・注意事項： 詳細については、初回の授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「総合的な学習の時間」のねらい意義、教育課程の位置づけ

「総合的な学習の時間」が制定された背景、ねらいや教育的意
義、及び教育課程の位置づけについて理解を深める。
第2回

「総合的な学習の時間」の目標・内容と全体計画作成の考え方

「総合的な学習の時間」の目標・内容、育てたい資質・能力につ
いて理解するとともに、全体計画との関連について学ぶ。
第3回

「総合的な学習の時間」における「探究的な学習」の在り方

「総合的な学習の時間」の特質とも言える「探究的な学び」のプ
ロセスや「探究課題」について理解を深める。
第4回

「総合的な学習の時間」と各教科等との関連

「総合的な学習の時間」と各教科等で育成を目指す資質・能力と
の関連について理解を深める。
第5回

総合的な学習の時間」の年間指導計画作成の留意点

「総合的な学習の時間」の年間指導計画作成の基本
的な考え方と留意事項についての理解を深める。
第6回

「総合的な学習の時間」の単元計画についての考え方

「総合的な学習の時間」の単元計画作成の基本的な考え方と授
業づくりの留意事項について理解を深める。
第7回

「総合的な学習の時間」の評価の基本的な考え方とその方法

「総合的な学習の時間」についての評価の基本的な考え方と方
法について理解を深める。
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テキストをもとに「総合的な学習の時
間」が実施された背景や意義などについて概
観しておく。また、配布プリントをもとに復
習し、「総合的な学習の時間」のできた背
景や意義などについて理解を深める。

4時間

テキストをもとに、「総合的な学習の時
間」の目標や育てたい資質・能力、探究課
題などについて概観しておく。また、配布プ
リントをもとに「総合的な学習の時間」の目
標・内容、探究課題についての理解を深め
る。

4時間

テキストをもとに「探究的な学習のプロセ
ス」「探究課題」について概観しておく。ま
た、配布プリントをもとに復習し、「探究
的な学習のプロセス」や「探究課題」につい
て理解を深める。

4時間

テキストをもとに「総合的な学習の時
間」と他の教科等との関連について概観して
おく。また、配布プリントをもとに復
習し、他の教科等で育成する資質・能力と
の関連について理解を深める。

4時間

「総合的な学習の時間」の年間指導計画につ
いて概観しておく。また、配布プリントをも
とに年間指導計画作成の基本的な考え方や留
意点について理解を深める。

4時間

テキストをもとに、「総合的な学習の時
間」の単元計画について概観しておく。ま
た、配布プリントをもとに単元計画作成の基
本的な考え方や留意事項について理解を深め
る。

4時間

テキストをもとに「総合的な学習の時
間」の評価について概観しておく。また、配
布プリントをもとに復習し、評価の基本
的な考え方や方法について理解を深める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別活動の指導法（初等）
松田修
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・小学校教員として、教諭・教頭・教育委員会・校長を務める。
・特別活動に関わる研究会に所属し、計画・運営に携わり、部長を務める。（全7回）

授業概要
特別活動の教育的な位置づけや役割などについて、学習指導要領の「特別活動の目標・内容」を通して理解できるようにするとともに、特別活
動を推進していく上で必要な知識・技能を習得していくことを目的とする。また、特別活動の内容である「学級活動」「児童会活動」「クラ
ブ活動」「学校行事」についての目標や内容などについても理解できるようにする。とりわけ「学級活動」は、「いじめ・不登校などの予防的
役割」を果たすことが期待されており、具体的な指導法や実習等も取り上げながら講義を進めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

特別活動の内容である学級活動・児童会活
動・クラブ活動・学校行事についての理
解を深める。

特別活動の特質である児童の自発的・自治的
活動の在り方や指導法について理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもたちを取り巻く急激な社会の変
化の中で、今日的な教育課題について理
解を深めることができる。

2 ．DP6.行動・実践

特別活動の重要な視点である「社会参画」
「人間関係形成」「自己実現」など、自分な
りに自覚し、行動しようとすることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業内での役割遂行や課題提出、自主的発表など授業参加状況などを評価します。
20％

授業振り返りシート
30％
定期テスト
50％

： 授業内容が的確にまとめられ理解できているか、自分の考えや思いが述べられているかを評価しま
す。
： 授業で行った範囲の中から、授業内容を的確に把握できているかを確認する筆記テストを実施す
る。

使用教科書
指定する
著者
中園大三郎

タイトル
他

・

出版社

特別活動と総合的学習・探
究の理論と指導

参考文献等
・小学校学習指導要領（平成29年3月告示） 文部科学省
・小学校学習指導要領解説 特別活動編（平成29年3月告示）

文部科学省
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・ 学術研究出版

出版年
・

2020 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
テキストをもとに次回学修する内容について予習を行うこと。また、授業後は配布プリントをもとに授業の内容を復習し、理解を確かなものに
しておくこと。授業時間外の学修については４時間程度求められている。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡

場所：

研究室中央館５階

備考・注意事項： 詳細については、初回の授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

特別活動の目標・内容と特質・教育的意義

特別活動の目標・内容について理解を深めることを通して、特別
活動の特質や教育的意義についての理解を深める。また、他の教
科等との関連について学び、特別活動が各教科等の学びを実践に
つなげたり、全教育活動の基盤となる役割を担ったりしているこ
とを学ぶ。
第2回

学級活動の目標と内容

学級活動の目標・内容から学級や学校生活やをよりよくするため
に、また、自己の課題を解決するために、課題を見つけ、改善す
るために話し合い、合意形成や意思決定をしたりして、自主的実
践的に取り組む活動であることを具体的な事例を取り上げ理
解を深める。
第3回

学級活動(1)(2)(3)における指導方法
学級活動(1)(2)(3)において、各々の学習過程をもとに指導
法の違いや特質があることを理解するとともに、合意形成や意思
決定に至るまでの事前の活動や本時の活動、評価などの具体
的なプロセスについて理解を深める。

第4回

学級活動における指導案作成の考え方

学級活動(1)(2)を例に取り上げ、学級活動の学習指導案について
の基本的な考え方や作成の仕方について理解を深める。
第5回

学級活動(1)(2)の模擬授業（話合い活動の実習）
学級活動(1)(2)について、事前に決めておいた役割分担（司
会・副司会・黒板・ノート書記、担任）や議題・題材に基づき模
擬授業（話合い活動）を行う。

第6回

児童会活動・クラブ活動の目標と内容

児童会活動・クラブ活動の目標・内容、評価などについての理
解を深めることを通して、各々の教育的意義や特質、指導方法に
ついて学修する。
第7回

学校行事の目標と内容

学校行事の目標・内容、評価などについて理解を深めるととも
に、地域との連携をふまえた取り組みなど学校と地域との関係に
ついて学修を深める。
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これまでの特別活動の経験や体験につい
て、具体的な活動について振り返り整理して
おく。また、配布プリントをもとに丁寧に本
時の復習を行う。

4時間

学級活動の目標・内容からどのようなことが
わかるのか考えを整理しておく。また、配
布プリントをもとに本時の復習を丁寧に行う
こと。

4時間

テキストをもとに学級活動(1)(2)(3)の違いに
ついて調べ、整理しておく。また、配布プリ
ントをもとに本時の復習を丁寧に行う。

4時間

テキストをもとに学級活動(1)(2)の学習指導
案について概観しておく。また、復習によ
り配付された学習指導案と作成した学習指導
案との対比により理解を一層深める。

4時間

学級活動ノートに本時の議題、題材について
の自分の考えを整理しておく。

4時間

テキストをもとに、児童会活動・クラブ活
動の目標・内容を概観しておくとともに、小
学校での委員会の活動について想起してお
く。また、配布プリントをもとに復習し、児
童会活動並びにクラブ活動についての理
解を深める。

4時間

テキストをもとに、学校行事の目標・内
容と指導法について概観しておく。また、配
布プリントをもとに復習し、学校行事につい
ての理解を深める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国語科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
辻村敬三
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都府立聾学校教諭（6年）、京都府小学校教諭(14年）、京都府教育委員会指導主事（7年）の勤務経
験（全14回）

授業概要
はじめに、子どもの認識・思考、国語能力を視野に入れた国語科の授業設計について、様々な学習指導理論と関連させつつ概説する。次に、領
域ごとに単元の学習指導案を作成し、模擬授業を通して省察、改善を行う。また、国語科に必要な指導技術について、具体的な指導場面に即し
て実技指導・演習により身に付ける。指導案検討・模擬授業・授業研究をグループで行うことで、授業改善のための指導内容や方法について省
察的に検討する力を身に付ける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

教科に関する教養

国語科の指導方法について、個別の学習内
容に即した指導理論と留意点を理解している

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

指導技能

学習指導案の構成を理解し具体的な授業を想
定した学習指導案を作成することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

模擬授業及びその省察を通して、自らの課
題を把握することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

学習の流れを見通して、学習指導計画を立
案できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬授業の指導案

： 講義の内容を踏まえ、必要な条件を備えた指導案が書けていることを基準として評価する。
50％

期末レポート
30％
模擬授業への参加
20％

： 国語科の指導法に関する理論について、実戦に即した理解、考察がされていることを基準として評
価する。
： 模擬授業の事前準備、他者の模擬授業への協力、授業研究会での発言等を総合的にとらえて評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

辻村敬三

・

国語科内容論×国語科指導法

・ 東洋館出版

・

2019 年

光村図書

・

国語四下 はばたき

・ 光村図書

・

2020 年

文部科学省

・

小学校学習指導要領（平成29年
告示）国語編

・ 東洋館出版

・

2017 年
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参考文献等
使用教科書については、国語科内容論等で購入済みの場合は、新たに購入する必要はない。
その他の参考文献については開講時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。国語科内容論を履修
済みであることが望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（10:40－12:10）

場所：

辻村研究室(中央館2階）

備考・注意事項： 授業後にも相談に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの認識・思考、国語の能力の発達と主体的・対話
的で深い学びを実現する授業設計
国語科学習指導理論の基礎的な内容として、子どもの認識・思
考、国語の能力の発達について学び、学習指導要領に授業改
善の指針として示された「主体的・対話的で深い学び」との関
連を考察する。

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の〔知識及び技能〕に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

第2回

学習指導案の構成と〔知識及び技能〕「言葉の使い方」の授業
設計・学習指導案の作成
「言葉の使い方」の学習として「慣用句」を取り上げた授業を設
計し、1時間の学習指導略案（1時間分）を作成します。また、学
習体験（ワークショップ）を通して発声・発音、発言・発
話、聞き方についての指導技術を学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第3回

模擬授業（「言葉の使い方」）の実施と学習指導案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「読むこと」（文学的な文章）に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第4回

「読むこと」（文学的な文章）の学習指導理論と授業設計・学
習指導案の作成
「読むこと」（文学的な文章）の授業を設計し、1時間の学習指
導略案（1時間分）を作成します。また、板書の方法を学習体
験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

模擬授業を省察し､指導技術上の今後の課題を
まとめる。

4時間

第5回

模擬授業（「読むこと」（文学的な文章））の実施と学習評
価を観点とした検討

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「学習指導案の作成」に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「指導技術」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「読むこと」（説明的文章）に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第6回

授業の省察・研究の方法と学習指導案の改善
国語科における授業分析、授業評価の手法を学び、これまで
に行ってきた学習指導案を自己分析、自己評価します。

第7回

国語科授業に必要な指導技術及び情報機器の活用方法
国語科授業に必要な指導技術や情報機器の活用方法を学び、グ
ループでのワークショップを通して、指導方法の意味や留意
点を学びます。

第8回

「読むこと」（説明的な文章）の学習指導理論と授業設計・学
習指導案の作成
「読むこと」（説明的文章）の授業を設計し、単元の学習指導計
画と1時間の学習指導略案（1時間分）を作成します。また、教
師の指導言について学習体験（ワークショップ）を通して
を学び、それを生かしてグループ内でのショート模擬授業の具体
的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第9回

模擬授業（「読むこと」（説明的な文章））の実施と省察・学
習指導案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「話すこと・聞くこと」に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第10回

「話すこと・聞くこと」の学習指導理論と授業設計・学習指導
案の作成
「話すこと・聞くこと」の授業を設計し、1時間の学習指導略
案（1時間分）を作成します。また、話し合い活動の指導法につ
いて学習体験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かし
てグループ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第11回

模擬授業（「話すこと・聞くこと」）の実施と省察・学習指導
案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「書くこと」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
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第12回

「書くこと」の学習指導理論と授業設計・学習指導案の作成
「書くこと」の授業を設計し、単元の指導計画と1時間の学習指
導略案（1時間分）を作成します。また、ノート指導の方法につ
いて学習体験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かし
てグループ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

第13回

模擬授業（「書くこと」）の実施と省察・学習指導案の改善
作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。

第14回

〔知識・技能〕（書写毛筆を使った）学習指導案の作成
毛筆を使った書写の授業を設計し、1時間の学習指導略案（1時間
分）を作成します。また、毛筆書写の指導方法について学習体
験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。
最後に、これまでに行ってきた模擬授業の指導案を中心に、資
料やノートを整理してポートフォリオを作成し、国語科の指導
法や指導技術について課題を探り、今後の学修計画を考えます。
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指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「知識・技能」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

これまでの資料やノート、作成した指導
案を整理し、ポートフォリオ作成の準備をす
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国語科指導法【2019入学生～】
辻村敬三
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都府立聾学校教諭（6年）、京都府小学校教諭(14年）、京都府教育委員会指導主事（7年）の勤務経
験（全14回）

授業概要
はじめに、子どもの認識・思考、国語能力を視野に入れた国語科の授業設計について、様々な学習指導理論と関連させつつ概説する。次に、領
域ごとに単元の学習指導案を作成し、模擬授業を通して省察、改善を行う。また、国語科に必要な指導技術について、具体的な指導場面に即し
て実技指導・演習により身に付ける。指導案検討・模擬授業・授業研究をグループで行うことで、授業改善のための指導内容や方法について省
察的に検討する力を身に付ける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

教科に関する教養

国語科の指導方法について、個別の学習内
容に即した指導理論と留意点を理解している

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

指導技能

学習指導案の構成を理解し具体的な授業を想
定した学習指導案を作成することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

模擬授業及びその省察を通して、自らの課
題を把握することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

学習の流れを見通して、学習指導計画を立
案できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬授業の指導案

： 講義の内容を踏まえ、必要な条件を備えた指導案が書けていることを基準として評価する。
50％

期末レポート
30％
模擬授業への参加
20％

： 国語科の指導法に関する理論について、実戦に即した理解、考察がされていることを基準として評
価する。
： 模擬授業の事前準備、他者の模擬授業への協力、授業研究会での発言等を総合的にとらえて評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

辻村敬三

・

国語科内容論×国語科指導法

・ 東洋館出版

・

2019 年

光村図書

・

国語四下 はばたき

・ 光村図書

・

2020 年

文部科学省

・

小学校学習指導要領（平成29年
告示）国語編

・ 東洋館出版

・

2017 年
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参考文献等
使用教科書の「国語科内容論×国語科指導法」及び小学校学習指導要領については、「国語科内容論」受講時に使用したもので可。児童用教科
書「国語四下 はばたき」は、必ず購入すること。
その他の参考文献については開講時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。国語科内容論を履修
済みであることが望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（10:40－12:10）

場所：

辻村研究室(中央館2階）

備考・注意事項： 授業後にも相談に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの認識・思考、国語の能力の発達と主体的・対話
的で深い学びを実現する授業設計
国語科学習指導理論の基礎的な内容として、子どもの認識・思
考、国語の能力の発達について学び、学習指導要領に授業改
善の指針として示された「主体的・対話的で深い学び」との関
連を考察する。

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の〔知識及び技能〕に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

第2回

学習指導案の構成と〔知識及び技能〕「言葉の使い方」の授業
設計・学習指導案の作成
「言葉の使い方」の学習として「慣用句」を取り上げた授業を設
計し、1時間の学習指導略案（1時間分）を作成します。また、学
習体験（ワークショップ）を通して発声・発音、発言・発
話、聞き方についての指導技術を学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第3回

模擬授業（「言葉の使い方」）の実施と学習指導案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「読むこと」（文学的な文章）に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第4回

「読むこと」（文学的な文章）の学習指導理論と授業設計・学
習指導案の作成
「読むこと」（文学的な文章）の授業を設計し、1時間の学習指
導略案（1時間分）を作成します。また、板書の方法を学習体
験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

模擬授業を省察し､指導技術上の今後の課題を
まとめる。

4時間

第5回

模擬授業（「読むこと」（文学的な文章））の実施と学習評
価を観点とした検討

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「学習指導案の作成」に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「指導技術」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「読むこと」（説明的文章）に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第6回

授業の省察・研究の方法と学習指導案の改善
国語科における授業分析、授業評価の手法を学び、これまで
に行ってきた学習指導案を自己分析、自己評価します。

第7回

国語科授業に必要な指導技術及び情報機器の活用方法
国語科授業に必要な指導技術や情報機器の活用方法を学び、グ
ループでのワークショップを通して、指導方法の意味や留意
点を学びます。

第8回

「読むこと」（説明的な文章）の学習指導理論と授業設計・学
習指導案の作成
「読むこと」（説明的文章）の授業を設計し、単元の学習指導計
画と1時間の学習指導略案（1時間分）を作成します。また、教
師の指導言について学習体験（ワークショップ）を通して
を学び、それを生かしてグループ内でのショート模擬授業の具体
的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第9回

模擬授業（「読むこと」（説明的な文章））の実施と省察・学
習指導案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「話すこと・聞くこと」に関す
る章を読み、要点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
第10回

「話すこと・聞くこと」の学習指導理論と授業設計・学習指導
案の作成
「話すこと・聞くこと」の授業を設計し、1時間の学習指導略
案（1時間分）を作成します。また、話し合い活動の指導法につ
いて学習体験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かし
てグループ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

第11回

模擬授業（「話すこと・聞くこと」）の実施と省察・学習指導
案の改善

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「書くこと」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。
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第12回

「書くこと」の学習指導理論と授業設計・学習指導案の作成
「書くこと」の授業を設計し、単元の指導計画と1時間の学習指
導略案（1時間分）を作成します。また、ノート指導の方法につ
いて学習体験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かし
てグループ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。

第13回

模擬授業（「書くこと」）の実施と省察・学習指導案の改善
作成した指導案に基づいてグループ内でショート模擬授業を行い
ます。模擬授業後、授業の構成や指導者の指導技術についてグ
ループで授業研究を行い、学習指導案を再検討し、改善を図りま
す。

第14回

〔知識・技能〕（書写毛筆を使った）学習指導案の作成
毛筆を使った書写の授業を設計し、1時間の学習指導略案（1時間
分）を作成します。また、毛筆書写の指導方法について学習体
験（ワークショップ）を通してを学び、それを生かしてグルー
プ内でのショート模擬授業の具体的な計画を立てます。
最後に、これまでに行ってきた模擬授業の指導案を中心に、資
料やノートを整理してポートフォリオを作成し、国語科の指導
法や指導技術について課題を探り、今後の学修計画を考えます。
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指導略案を完成させ、ショート模擬授業のシ
ミレーションや練習を行う。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「知識・技能」に関する章を読み、要
点をレポートにまとめる。

4時間

これまでの資料やノート、作成した指導
案を整理し、ポートフォリオを作成する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会科指導法【2019年度入学生～】
丸野亨
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

丸野亨：1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教
諭1年、副校長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
小学校の社会科の基本は、身のまわりで起っている様々な問題を自ら発見し解決していく学習であることを理解する。そのために、現場で指
導するときに役立つ、地域教材の発掘・開発、教材の提示方法、指導方法（フィールドワークや地名調べ等）、指導計画、指導案の作成、模擬
授業などを構成することにより、より身近に小学校の社会科の楽しさやおもしろさを感じるようにする。また、模擬授業後には、より良い授
業をめざし授業検討会を行い、実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会科の授業を構成するための必要な知識

模擬授業を行うに当たって、子供が学習主
体となり協働的に学ぶ指導案を作成し模擬授
業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

教材研究を行い指導案を作成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の振り返り

： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。
30％

授業への参加度
30％
期末課題

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、主体的かつ協調的に参加して
いる。
： 子供が考える社会科授業づくりに向け、指導上の要点を理解し工夫することができる。

40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説「社会
編」

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年3月告示）東洋館出版

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6065
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価法と講義目的について）
民主的な社会の一員としての自覚と能力を養うために、身近な生
活におけるいろいろな問題を解決する学習を進める教科が社会
科であることを知る。さらに、全体の授業の流れと評価方
法を知る。

具体的なフィールドワークについて調べる。

4時間

第2回

地域教材と調査活動（相川のまちのフィールドワーク等）

生活と社会科のフィールドワークの違いにつ
いて整理する

4時間

校区地図を作成するための必要な共通要
素を事前に調べておく。

4時間

居住地にある地名について、その成立経過な
どを調べる。

4時間

生活科の町たんけんとの違いを意識し、フィールドワークに実
施する。
第3回

相川のまちの校区地図づくり
調べたことを的確に表す方法として、３年生では校区地図に表す
ことが適切であり、表現方法を研究する。

第4回

地名調べ（各出身地の地名調べに置き換えることも可）
地名を調べることにより、地名の成り立ちや地域の歴史を知る。

第5回

各出身地のまちの紹介（地名調べを基にして）＊大阪のまち紹
介に置き換えることも可
まちの紹介をするためのリーフレットの内容を検討する。

どのようにしてリーフレットを構成すれ
ば、居住地を地域を紹介できるか考える。

4時間

第6回

先人のはたらき（４年生の地域開発単元）
開発を中心に進めるが、文化の発展に尽くした人物についても研
究する。

地域の発展に尽くした人物を調べる。

4時間

第7回

日本の国土と世界（地形、気候、都道府県名、国名等）

４７都道府県名と位置を白地図に書き込むこ
とができるようにする。

4時間

歴史学習で取り上げる４２人の人物について
の主なプロフィールを調べる。

4時間

世界の中の日本について知り、国土に対する愛情を育てる授
業を研究する。
第8回

人物を中心した歴史学習（小学校の授業を通して）
４２人の人物について、歴史の中でどのようなことを行ったか
を時代背景などを踏まえて検討する。

第9回

日本の政治と経済（ディベート等による討議形式で）
日本の政治や経済の仕組みについて知る。さらに、民主主義にお
いて議論の大切さをディベートにより確信する。

事前に日本の政治や経済についてまとめる。

4時間

第10回

指導案作成について
導入時の工夫について研究する。

子どもの興味を引く導入について研究する。

4時間

第11回

指導案作成 （１） 教材開発、教材研究、指導計画等
子どもが動き出す導入に必要な教材を検討する。

子どもが興味を引く教材を考える。

4時間

第12回

指導案作成 （２） 本時の展開、準備物等
導入・展開・まとめと授業が流れるための発問について研
究を進める。

主発問の言葉を考える。

4時間

第13回

模擬授業 （１）（検討会）
授業のよさを中心に板書をもとに検討会を実施する。

板書計画をしっかりたてる。

4時間

第14回

模擬授業 （２）（検討会）
授業のよさを中心に体験的な活動を取り上げ検討会を実施する。

社会科での体験的な学習について調べる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会科指導法Ⅰ【～2018年度入学生】
丸野亨
3年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

丸野亨：1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教
諭1年、副校長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
小学校の社会科の基本は、身のまわりで起っている様々な問題を自ら発見し解決していく学習であることを理解する。そのために、現場で指
導するときに役立つ、地域教材の発掘・開発、教材の提示方法、指導方法（フィールドワークや地名調べ等）、指導計画、指導案の作成、模擬
授業などを構成することにより、より身近に小学校の社会科の楽しさやおもしろさを感じるようにする。また、模擬授業後には、より良い授
業をめざし授業検討会を行い、実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会科の授業を構成するための必要な知識

模擬授業を行うに当たって、子供が学習主
体となり協働的に学ぶ指導案を作成し模擬授
業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

教材研究を行い指導案を作成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各授業の振り返り

： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。
30％

授業への参加度
30％
期末課題

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、主体的かつ協調的に参加して
いる。
： 子供が考える社会科授業づくりに向け、指導上の要点を理解し工夫することができる。

40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説「社会
編」

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年3月告示）東洋館出版

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6066
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価法と講義目的について）
民主的な社会の一員としての自覚と能力を養うために、身近な生
活におけるいろいろな問題を解決する学習を進める教科が社会
科であることを知る。さらに、全体の授業の流れと評価方
法を知る。

具体的なフィールドワークについて調べる。

4時間

第2回

地域教材と調査活動（相川のまちのフィールドワーク等）

生活と社会科のフィールドワークの違いにつ
いて整理する

4時間

校区地図を作成するための必要な共通要
素を事前に調べておく。

4時間

居住地にある地名について、その成立経過な
どを調べる。

4時間

生活科の町たんけんとの違いを意識し、フィールドワークに実
施する。
第3回

相川のまちの校区地図づくり
調べたことを的確に表す方法として、３年生では校区地図に表す
ことが適切であり、表現方法を研究する。

第4回

地名調べ（各出身地の地名調べに置き換えることも可）
地名を調べることにより、地名の成り立ちや地域の歴史を知る。

第5回

各出身地のまちの紹介（地名調べを基にして）＊大阪のまち紹
介に置き換えることも可
まちの紹介をするためのリーフレットの内容を検討する。

どのようにしてリーフレットを構成すれ
ば、居住地を地域を紹介できるか考える。

4時間

第6回

先人のはたらき（４年生の地域開発単元）
開発を中心に進めるが、文化の発展に尽くした人物についても研
究する。

地域の発展に尽くした人物を調べる。

4時間

第7回

日本の国土と世界（地形、気候、都道府県名、国名等）

４７都道府県名と位置を白地図に書き込むこ
とができるようにする。

4時間

歴史学習で取り上げる４２人の人物について
の主なプロフィールを調べる。

4時間

世界の中の日本について知り、国土に対する愛情を育てる授
業を研究する。
第8回

人物を中心した歴史学習（小学校の授業を通して）
４２人の人物について、歴史の中でどのようなことを行ったか
を時代背景などを踏まえて検討する。

第9回

日本の政治と経済（ディベート等による討議形式で）
日本の政治や経済の仕組みについて知る。さらに、民主主義にお
いて議論の大切さをディベートにより確信する。

事前に日本の政治や経済についてまとめる。

4時間

第10回

指導案作成について
導入時の工夫について研究する。

子どもの興味を引く導入について研究する。

4時間

第11回

指導案作成 （１） 教材開発、教材研究、指導計画等
子どもが動き出す導入に必要な教材を検討する。

子どもが興味を引く教材を考える。

4時間

第12回

指導案作成 （２） 本時の展開、準備物等
導入・展開・まとめと授業が流れるための発問について研
究を進める。

主発問の言葉を考える。

4時間

第13回

模擬授業 （１）（検討会）
授業のよさを中心に板書をもとに検討会を実施する。

板書計画をしっかりたてる。

4時間

第14回

模擬授業 （２）（検討会）
授業のよさを中心に体験的な活動を取り上げ検討会を実施する。

社会科での体験的な学習について調べる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

算数科指導法【2019入学生～】
橋本隆公
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
小学校教員としての実務経験を通した算数科の指導に関する体験知（全14回）

実務経験の概要

授業概要
指導者は算数の意義とその重要性を理解した上で指導を実施する必要がある。そこで本授業では、各学年の発達や各領域の系統性を理解し
た上で、基礎的・基本的な知識及び技能と、思考・表現・判断を駆使する問題解決能力を高められる「算数科における問題解決学習」の実
践を遂行するための指導法の教材研究・理解、指導案作成、模擬授業による実践を中心に授業実践力を身につけることを目的とする。具体的に
は、教員による模擬授業と指導案作成の指導後、協同的に指導案・板書計画作成、および、模擬授業に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

算数科教育における教材研究・理解、指導案
作成、模擬授業による実践

算数科の授業実践力を身につける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

指導案を作成することができる

2 ．DP6.行動・実践

模擬授業で実践することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中に行う期末試験

： 算数科学習指導案の書き方
40％

授業中に行う模擬授業

： 自ら作成した指導案と、その指導案に基づく模擬授業の技能面
30％

授業への参加度

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言など
30％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

橋本隆公

・

算数科内容論×算数科指導法

・ 東洋館

・

2017 年

文部科学省

・

小学校学習指導要領（平
成29年3月告示）解説算数編

・ 日本文教出版

・

2018 年

参考文献等
『算数科教科書 わくわく算数』 新興出版社啓林館 2021年
『算数科教科書 わくわく算数 指導書』 新興出版社啓林館
他 授業中に適宜紹介する。

橋本隆公 他
2021年 橋本隆公

他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・金の昼休み

場所：

橋本研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －算数の授業づくりを考える－
授業の目的・概要・スケジュール、および、教員による模範授
業と学生のグループ編成

各自分担の単元について調べる

4時間

第2回

算数科における問題解決学習における授業モデルの模範授
業と指導案作成の説明
教員の模擬授業を通した指導案の書き方の説明、および、グルー
プ毎の授業づくりのポイントの解説

本時の指導案を作成する

4時間

第3回

第１学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第１学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第1回プレ模擬授業、および、本時指導案検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第4回

第１学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第１学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第2回プレ模擬授業、および、本時指導案
検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第5回

第２学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第２学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第3回プレ模擬授業、および、本時指導案検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第6回

第２学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第２学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第4回プレ模擬授業、および、本時指導案
検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第7回

第３学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法

第３学年「数と計算」の模擬授業のふり返り
と算数科の内容の理解に関するワークシート

4時間

第３学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模擬授業のふり返りと算数科の内容の理
解に関するワークシート

4時間

第４学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模第５学年「数と計算」の擬授業のふり返り
と算数科の内容の理解に関するワークシート

4時間

第５学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模擬授業のふり返りと算数科の内容の理
解に関するワークシート

4時間

第６学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

第３学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第1回模擬授業、および、研究討議
第8回

第３学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第３学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第2回模擬授業、および、研究討議

第9回

第４学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第４学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第3回模擬授業、および、研究討議

第10回

第４学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第４学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第4回模擬授業、および、研究討議

第11回

第５学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第５学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第5回模擬授業、および、研究討議

第12回

第５学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第５学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第6回模擬授業、および、研究討議

第13回

第６学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第６学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第7回模擬授業、および、研究討議

第14回

第６学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第６学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第8回模擬授業、および、研究討議
教員による模擬授業
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

算数科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
橋本隆公
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
小学校教員としての実務経験を通した算数科の指導に関する体験知（全14回）

実務経験の概要

授業概要
指導者は算数の意義とその重要性を理解した上で指導を実施する必要がある。そこで本授業では、各学年の発達や各領域の系統性を理解し
た上で、基礎的・基本的な知識及び技能と、思考・表現・判断を駆使する問題解決能力を高められる「算数科における問題解決学習」の実
践を遂行するための指導法の教材研究・理解、指導案作成、模擬授業による実践を中心に授業実践力を身につけることを目的とする。具体的に
は、教員による模擬授業と指導案作成の指導後、協同的に指導案・板書計画作成、および、模擬授業に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

算数科教育における教材研究・理解、指導案
作成、模擬授業による実践

算数科の授業実践力を身につける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

指導案を作成することができる

2 ．DP6.行動・実践

模擬授業で実践することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中に行う期末試験

： 算数科学習指導案の書き方
40％

授業中に行う模擬授業

： 自ら作成した指導案と、その指導案に基づく模擬授業の技能面
30％

授業への参加度

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言など
30％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

橋本隆公

・

算数科内容論×算数科指導法

・ 東洋館

・

2017 年

文部科学省

・

小学校学習指導要領（平
成29年3月告示）解説算数編

・ 日本文教出版

・

2018 年

参考文献等
『算数科教科書 わくわく算数』 新興出版社啓林館 2021年
『算数科教科書 わくわく算数 指導書』 新興出版社啓林館
他 授業中に適宜紹介する。

橋本隆公 他
2021年 橋本隆公

他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・金の昼休み

場所：

橋本研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －算数の授業づくりを考える－
授業の目的・概要・スケジュール、および、教員による模範授
業と学生のグループ編成

各自分担の単元について調べる

4時間

第2回

算数科における問題解決学習における授業モデルの模範授
業と指導案作成の説明
教員の模擬授業を通した指導案の書き方の説明、および、グルー
プ毎の授業づくりのポイントの解説

本時の指導案を作成する

4時間

第3回

第１学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第１学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第1回プレ模擬授業、および、本時指導案検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第4回

第１学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第１学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第2回プレ模擬授業、および、本時指導案
検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第5回

第２学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第２学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第3回プレ模擬授業、および、本時指導案検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第6回

第２学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第２学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第4回プレ模擬授業、および、本時指導案
検討会

プレ授業のふり返りと各自の本時案の修正

4時間

第7回

第３学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法

第３学年「数と計算」の模擬授業のふり返り
と算数科の内容の理解に関するワークシート

4時間

第３学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模擬授業のふり返りと算数科の内容の理
解に関するワークシート

4時間

第４学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模第５学年「数と計算」の擬授業のふり返り
と算数科の内容の理解に関するワークシート

4時間

第５学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

模擬授業のふり返りと算数科の内容の理
解に関するワークシート

4時間

第６学年「量と測定」「図形」「数量関
係」の模擬授業のふり返りと算数科の内
容の理解に関するワークシート

4時間

第３学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第1回模擬授業、および、研究討議
第8回

第３学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第３学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第2回模擬授業、および、研究討議

第9回

第４学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第４学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第3回模擬授業、および、研究討議

第10回

第４学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第４学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第4回模擬授業、および、研究討議

第11回

第５学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第５学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第5回模擬授業、および、研究討議

第12回

第５学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第５学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第6回模擬授業、および、研究討議

第13回

第６学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法
第６学年「数と計算」の指導案立案、教材研究と指導法の解
説 第7回模擬授業、および、研究討議

第14回

第６学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教
材研究と指導法
第６学年「量と測定」「図形」「数量関係」の指導案立案、教材
研究と指導法の解説 第8回模擬授業、および、研究討議
教員による模擬授業
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

理科指導法【2019年入学生～】
福岡亮治
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習科目

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都市内の小学校教諭
京都市教育委員会事務局主任主事
京都市教育委員会研究員
（全14回担当）

授業概要
本授業は、小学校の理科における理科教育的および自然科学的な理論的要素と教育現場における実践的要素のつながりを図りながら、理科授
業の在り方全体を把握し、理科指導法の知識や技能を身に付け教育実践力の育成を目指すことを目的とする。特に今日的に必要とされる探究的
内容に重点を置き、多くの実験を体験することで，教材や実験の開発と授業の組み立ての技能を獲得する。さらに、小学校教科書と学習指導要
領に記載されている内容から逸脱しないように注意しながら安全で理解が深まる理科実験の展開を考えるとともに教材開発を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

理科実験に関する教養

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の内容について理解を深める
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

理科実験に関する知識・技能

安全に配慮しながら結果が明瞭になる理科実
験を実践するために学習指導要領・教科
書の分析・考察を行う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の内容について理解を深める
ことができる。

2 ．DP7.完遂

理科実験の学習指導要領・教科書の分析・考
察の結果について指定の形式にそってまとめ
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業中の小テスト等、その他授業中の論理的、積極的な発言などを評価
40％

課題研究発表
40％
グループ課題達成度
20％

： ①授業での学びの視点を生かした教材開発を行い、その成果物と研究プロセスを評価
②授業での学びを反映した指導案を作成し、その評価を行う
： 毎時与えられる理科実験の課題を解決するために教材研究を行い、その結果の分析・考察したレ
ポートの内容と研究プロセスを評価

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

福岡亮治

・

元芸人が教える「笑っ
て学ぶ」小学校理科
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出版年

・ 東洋舘出版

・

2018 年

・ 東洋館出版社

・

2021 年
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参考文献等
参考書・参考資料等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・理科内容論で学んだ知識（理科の目標・教科書の内容・学習指導要領解説の内容など）を基盤としてとして授業を進めるので、基本的には理
科内容論の受講をした者が受講対象となる。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

福岡：研究室（中央館３階）

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
福岡亮治：fukuoka@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「理科指導法Ⅰ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価法と講義目的についてオリエンテーション
理科内容論を振り返った上で今後の授業の進め方、評価の方
法、授業中のルール等の伝達を行い、１４回の授業を通して獲
得すべき力（実践力）の見通しを持つ

グループ課題に向けての研究計画の立案

4時間

第2回

教材研究に挑戦 身近な科学での入門編・小学校第3学年「磁
石の性質」予習
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

次週取り扱い単元 小学校第3学年「磁石の性
質」について学習指導要領を読み込む

4時間

第3回

教材研究1 小学校第3学年「磁石の性質」教材から問いを考え
る・小学校第４学年「もののあたたまり方を調べよう」予習

次週取り扱い単元 小学校第４学年「ものの
あたたまり方を調べよう」について学習指導
要領を読み込む

4時間

①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う
第4回

指導計画の書き方のポイント 理論編・小学校第４学年「もの
のあたたまり方を調べよう」
①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握

指導計画の書き方を意識しながら他の指導
案を分析する

4時間

第5回

指導計画の書き方のポイント 実践編・小学校第５学年「もの
のとけ方」
①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握
③ ①②をもとに「小学校理科の観察，実験の手引き（文部科学
書）」の分析を行う

指導計画の書き方を意識しながら他の指導
案を分析する

4時間

第6回

理科の見方・考え方・小学校第５学年「もののとけ方」

学習指導要領解説「第１章
析・考察

4時間

①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握
③理科の見方・考え方に関わる授業体験と分析・考察

総説」の分

第7回

教材研究2 小学校第4学年「わたしたちの理科室」安全に実
験を行うために 基本操作編・小学校第６学年「水よう液の性
質」などの他学年との比較
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

小学校第4学年「わたしたちの理科室」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

第8回

教材研究3 小学校第4学年「もののあたたまり方」安全に実
験を行うために 実践編

小学校第4学年「もののあたたまり方」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

小学校第4学年「もののあたたまり方」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

小学校第5学年「もののとけ方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

小学校第5学年「もののとけ方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う
第9回

教材研究4 小学校第4学年「もののあたたまり方」少しの工
夫で実験の成功率を向上させる
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第10回

教材研究5 小学校第5学年「もののとけ方」準備か簡素で実
験の成功率を向上させる
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第11回

授業研究 小学校第5学年「もののとけ方」複数の実
験を組み合わせ授業を組み立てる

57

6075
①該当範囲の導入実験を複数体験する
②複数の中から授業で使えそうな実験を2つ選ぶ
③選んだ実験を軸に授業づくりを行う
④作成した授業について交流する
⑤④で得た情報・知識をもとに該当範囲の授業を編集する
第12回

教材研究6 小学校第6学年「ものの燃え方」発展教
材の取り扱い
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第13回

小学校第６学年「水よう液の性質」の模擬授業の受講と研究協
議会
①該当範囲の模擬授業を児童の立場で受ける
②該当範囲の模擬授業を教員の立場で分析する
③①②で得た情報・知識をもとに研究協議会を行う
④①～③で得た情報・知識をもとに該当範囲の模擬授業の指導
案を編集する

第14回

課題発表会と総括
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのマイクロティーチングの実施
③それぞれの教材についての交流
④まとめ

58

小学校第6学年「ものの燃え方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

小学校第６学年「水よう液の性質」の模擬授
業の受講について模擬授業の考察を踏まえ
た上で学習指導要領を読み込む

4時間

グループ課題達成のための情報収集と材料研
究・調達

4時間
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433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

理科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
福岡亮治
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都市内の小学校教諭
京都市教育委員会事務局主任主事
京都市教育委員会研究員
（全14回担当）

授業概要
本授業は、小学校の理科における理科教育的および自然科学的な理論的要素と教育現場における実践的要素のつながりを図りながら、理科授
業の在り方全体を把握し、理科指導法の知識や技能を身に付け教育実践力の育成を目指すことを目的とする。特に今日的に必要とされる探究的
内容に重点を置き、多くの実験を体験することで，教材や実験の開発と授業の組み立ての技能を獲得する。さらに、小学校教科書と学習指導要
領に記載されている内容から逸脱しないように注意しながら安全で理解が深まる理科実験の展開を考えるとともに教材開発を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

理科実験に関する教養

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の内容について理解を深める
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

理科実験に関する知識・技能

安全に配慮しながら結果が明瞭になる理科実
験を実践するために学習指導要領・教科
書の分析・考察を行う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の内容について理解を深める
ことができる。

2 ．DP7.完遂

理科実験の学習指導要領・教科書の分析・考
察の結果について指定の形式にそってまとめ
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業中の小テスト等、その他授業中の論理的、積極的な発言などを評価
40％

課題研究発表
40％
グループ課題達成度
20％

： ①授業での学びの視点を生かした教材開発を行い、その成果物と研究プロセスを評価
②授業での学びを反映した指導案を作成し、その評価を行う
： 毎時与えられる理科実験の課題を解決するために教材研究を行い、その結果の分析・考察したレ
ポートの内容と研究プロセスを評価

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

福岡亮治

・

元芸人が教える「笑っ
て学ぶ」小学校理科
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理科

出版年

・ 東洋舘出版

・

2018 年

・ 東洋館出版社

・

2021 年

6076

参考文献等
参考書・参考資料等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・理科内容論で学んだ知識（理科の目標・教科書の内容・学習指導要領解説の内容など）を基盤としてとして授業を進めるので、基本的には理
科内容論の受講をした者が受講対象となる。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

福岡：研究室（中央館３階）

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
福岡亮治：fukuoka@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「理科指導法Ⅰ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価法と講義目的についてオリエンテーション
理科内容論を振り返った上で今後の授業の進め方、評価の方
法、授業中のルール等の伝達を行い、１４回の授業を通して獲
得すべき力（実践力）の見通しを持つ

グループ課題に向けての研究計画の立案

4時間

第2回

教材研究に挑戦 身近な科学での入門編・小学校第3学年「磁
石の性質」予習
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

次週取り扱い単元 小学校第3学年「磁石の性
質」について学習指導要領を読み込む

4時間

第3回

教材研究1 小学校第3学年「磁石の性質」教材から問いを考え
る・小学校第４学年「もののあたたまり方を調べよう」予習

次週取り扱い単元 小学校第４学年「ものの
あたたまり方を調べよう」について学習指導
要領を読み込む

4時間

①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う
第4回

指導計画の書き方のポイント 理論編・小学校第４学年「もの
のあたたまり方を調べよう」
①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握

指導計画の書き方を意識しながら他の指導
案を分析する

4時間

第5回

指導計画の書き方のポイント 実践編・小学校第５学年「もの
のとけ方」
①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握
③ ①②をもとに「小学校理科の観察，実験の手引き（文部科学
書）」の分析を行う

指導計画の書き方を意識しながら他の指導
案を分析する

4時間

第6回

理科の見方・考え方・小学校第５学年「もののとけ方」

学習指導要領解説「第１章
析・考察

4時間

①該当範囲の視点での教科書分析
②該当範囲の視点での学習指導要領及び学習指導要領解説の内
容の把握
③理科の見方・考え方に関わる授業体験と分析・考察

総説」の分

第7回

教材研究2 小学校第4学年「わたしたちの理科室」安全に実
験を行うために 基本操作編・小学校第６学年「水よう液の性
質」などの他学年との比較
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

小学校第4学年「わたしたちの理科室」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

第8回

教材研究3 小学校第4学年「もののあたたまり方」安全に実
験を行うために 実践編

小学校第4学年「もののあたたまり方」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

小学校第4学年「もののあたたまり方」につい
て実践した理科実験の考察を踏まえた上で学
習指導要領を読み込む

4時間

小学校第5学年「もののとけ方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

小学校第5学年「もののとけ方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う
第9回

教材研究4 小学校第4学年「もののあたたまり方」少しの工
夫で実験の成功率を向上させる
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第10回

教材研究5 小学校第5学年「もののとけ方」準備か簡素で実
験の成功率を向上させる
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第11回

授業研究 小学校第5学年「もののとけ方」複数の実
験を組み合わせ授業を組み立てる
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①該当範囲の導入実験を複数体験する
②複数の中から授業で使えそうな実験を2つ選ぶ
③選んだ実験を軸に授業づくりを行う
④作成した授業について交流する
⑤④で得た情報・知識をもとに該当範囲の授業を編集する
第12回

教材研究6 小学校第6学年「ものの燃え方」発展教
材の取り扱い
①該当範囲の教科書分析
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の実験の実施
④①～③で得た知識をもとに授業および教材の分析を行う

第13回

小学校第６学年「水よう液の性質」の模擬授業の受講と研究協
議会
①該当範囲の模擬授業を児童の立場で受ける
②該当範囲の模擬授業を教員の立場で分析する
③①②で得た情報・知識をもとに研究協議会を行う
④①～③で得た情報・知識をもとに該当範囲の模擬授業の指導
案を編集する

第14回

課題発表会と総括
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのマイクロティーチングの実施
③それぞれの教材についての交流
④まとめ
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小学校第6学年「ものの燃え方」について実
践した理科実験の考察を踏まえた上で学習指
導要領を読み込む

4時間

小学校第６学年「水よう液の性質」の模擬授
業の受講について模擬授業の考察を踏まえ
た上で学習指導要領を読み込む

4時間

グループ課題達成のための情報収集と材料研
究・調達

4時間

6081

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生活科指導法【2019入学生～】
丸野亨
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教諭1年、副校
長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
本科目は、生活科の目標・内容を理解し、楽しく授業が展開できるようにすることを目的とする。そのために、体験的な活動、指導方法の研
究、学習指導案作成、模擬授業をとおして、授業実践力をつける。フィールドワーク、ものづくりなどの具体的な活動をとおして、作品の見
方、支援のあり方、教師の役割等について理解する。また、生活科の理論とその特質を踏まえた学習指導及び評価をとりあげる。授
業の組み立て方や学習指導案の作り方は、学習指導案づくりを通して身につくようにする。また、模擬授業も実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

楽しい生活科の授業を行うための教養やスキ
ル

授業を楽しくする教養やスキルを身に付ける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

学習指導案を作成し、模擬授業を行うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
各授業の振り返り

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、主体的かつ協調的に参加して
いる。
： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。

30％
期末課題
40％

： 子供が主体的に活動し気付きを得られる生活科授業づくりに向け、指導上の要点を理解し工夫する
ことができている。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説「生活編」

参考文献等
文部科学省 『小学校学習指導要領（平成29年告示）』東洋館出版
その他、授業中に適宜紹介する

2018年

62

・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6081

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価法と講義目的について）
授業全体の流れを知り、フィールドワークなど体験的な活動など
を実際に経験することにより、生活科の授業が充実するための指
導法を検討する。

自分が小学校のときの生活科の授
業を振り返る。

4時間

第2回

フィールドワークの基礎（大学周辺地域を探索、地域を知る）
－学外授業－
大学周辺地域を探索して、地域の特徴を知る。さらに、フィール
ドワークのノウハウや留意点などを実地体験をする。

大学への行き帰りで少し足を伸ばして大学周
辺地域の探検する。

4時間

第3回

「生活科マップ」の作成（ミニ発表会）
生活科マップは、直接子どもとは関係のないものであるが、勤務
校で地域を知らなくては生活科の授業ができないので、教員（指
導者）が作成すべきものであることを知らせ、マップを作成す
る。

自分の家の周りの生活科マップを作成する。

4時間

第4回

公共物や公共施設を利用した教材開発
公共施設として公立図書館を想定して、その授業について検
討し、具体的な発問の必要性を研究する。

実際に公共物や公共施設を自分で利用する。

4時間

第5回

フィールドワークの応用（大学周辺で「秋さがし」をしなが
ら探索する）－学外授業－
実際に「秋さがし」に出かけたとき、季節を知り、身近な自
然に目を向けさせるための諸感覚を使う大切さを検討する。

「秋さがし」のポイントを見つける。

4時間

第6回

「秋さがし」発表会（交流会）

子どもが遊びに使うものを考えて、自分で体
験する。

4時間

子どもが遊びに使ういろいろなもの
を作り、作品の良さのほめ方について考え
る。

4時間

「秋さがし」で見つけたことを交流することにより、今まで気
付かなかった秋がたくさんあることに気付き、「秋さがし」だけ
でなく、安全への配慮も怠らないようにすることが大切であるこ
とを知る。効果的な交流会にするために、伝え合う活動の充
実や言語活動を取り入れるようにする。
第7回

自然や物を使った「遊び」（ものづくり）
「秋さがし」で見つけたものや自分の家の周りで見つけたもの
を利用して、遊びに使うものをつくることを体験し、研究する。

第8回

作品の見方を交流（作品紹介、プレゼンテーション）
出来上がった作品をみんなに紹介するに当たって、友達のよさな
どを発表したり、さらによくするためのアドバイスの仕方などに
ついて研究する。

飼育・栽培に必要なことをまとめる。

4時間

第9回

動植物の飼育・栽培の実際（事例研究）

授業づくりのための教師の役割についてまと
める。

4時間

興味・関心を呼び起こす教材の開発を考え
る。

4時間

飼育・栽培などにおいて、生きものに親しみがわき、伝えたい意
欲をわかせるための観察記録の方法を研究する。
第10回

授業づくりと教師の役割
教材観や指導観の書き方を知り、指導計画・単元目標・本時の学
習など学習指導案の立て方、形式、教師の支援などを研究する。

第11回

教材研究と学習指導案作成
教科書より模擬授業を行う単元を決め、グループで模擬授
業を行うために学習指導案の作成を検討する。

実際に、自分で学習指導案を作成する。

4時間

第12回

模擬授業と授業検討会（１）ーグループ学習指導案の完成ー

グループ模擬授業を実施するための準備をす
る。

4時間

新学習指導要領「生活」の改訂の趣旨をまと
める。

4時間

授業のまとめとこれからの生活科のあ
り方を考える。

4時間

各自の学習指導案を見直し、模擬授業と授業後の検討会での重
要ポイントをまとめる。
第13回

模擬授業と授業検討会（２）ーグループ模擬授業の実施ー
模擬授業を行い、よかった点、もう少し改良した方がいい点など
を話し合い、今後の学習指導案の作成を充実させる。

第14回

生活科教育の課題と展望ースタートカリキュラムー
低学年教育としての生活科、生活科を中心としたスタートカリ
キュラムなど、生活科の実際の指導の際に起こりうる課題など
を検討する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生活科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
丸野亨
2年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教諭1年、副校
長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
本科目は、生活科の目標・内容を理解し、楽しく授業が展開できるようにすることを目的とする。そのために、体験的な活動、指導方法の研
究、学習指導案作成、模擬授業をとおして、授業実践力をつける。フィールドワーク、ものづくりなどの具体的な活動をとおして、作品の見
方、支援のあり方、教師の役割等について理解する。また、生活科の理論とその特質を踏まえた学習指導及び評価をとりあげる。授
業の組み立て方や学習指導案の作り方は、学習指導案づくりを通して身につくようにする。また、模擬授業も実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

楽しい生活科の授業を行うための教養やスキ
ル

授業を楽しくする教養やスキルを身に付ける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

学習指導案を作成し、模擬授業を行うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
各授業の振り返り

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、主体的かつ協調的に参加して
いる。
： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。

30％
期末課題
40％

： 子供が主体的に活動し気付きを得られる生活科授業づくりに向け、指導上の要点を理解し工夫する
ことができている。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説「生活編」

参考文献等
文部科学省 『小学校学習指導要領（平成29年告示）』東洋館出版
その他、授業中に適宜紹介する

2018年

64

・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価法と講義目的について）
授業全体の流れを知り、フィールドワークなど体験的な活動など
を実際に経験することにより、生活科の授業が充実するための指
導法を検討する。

自分が小学校のときの生活科の授
業を振り返る。

4時間

第2回

フィールドワークの基礎（大学周辺地域を探索、地域を知る）
－学外授業－
大学周辺地域を探索して、地域の特徴を知る。さらに、フィール
ドワークのノウハウや留意点などを実地体験をする。

大学への行き帰りで少し足を伸ばして大学周
辺地域の探検する。

4時間

第3回

「生活科マップ」の作成（ミニ発表会）
生活科マップは、直接子どもとは関係のないものであるが、勤務
校で地域を知らなくては生活科の授業ができないので、教員（指
導者）が作成すべきものであることを知らせ、マップを作成す
る。

自分の家の周りの生活科マップを作成する。

4時間

第4回

公共物や公共施設を利用した教材開発
公共施設として公立図書館を想定して、その授業について検
討し、具体的な発問の必要性を研究する。

実際に公共物や公共施設を自分で利用する。

4時間

第5回

フィールドワークの応用（大学周辺で「秋さがし」をしなが
ら探索する）－学外授業－
実際に「秋さがし」に出かけたとき、季節を知り、身近な自
然に目を向けさせるための諸感覚を使う大切さを検討する。

「秋さがし」のポイントを見つける。

4時間

第6回

「秋さがし」発表会（交流会）

子どもが遊びに使うものを考えて、自分で体
験する。

4時間

子どもが遊びに使ういろいろなもの
を作り、作品の良さのほめ方について考え
る。

4時間

「秋さがし」で見つけたことを交流することにより、今まで気
付かなかった秋がたくさんあることに気付き、「秋さがし」だけ
でなく、安全への配慮も怠らないようにすることが大切であるこ
とを知る。効果的な交流会にするために、伝え合う活動の充
実や言語活動を取り入れるようにする。
第7回

自然や物を使った「遊び」（ものづくり）
「秋さがし」で見つけたものや自分の家の周りで見つけたもの
を利用して、遊びに使うものをつくることを体験し、研究する。

第8回

作品の見方を交流（作品紹介、プレゼンテーション）
出来上がった作品をみんなに紹介するに当たって、友達のよさな
どを発表したり、さらによくするためのアドバイスの仕方などに
ついて研究する。

飼育・栽培に必要なことをまとめる。

4時間

第9回

動植物の飼育・栽培の実際（事例研究）

授業づくりのための教師の役割についてまと
める。

4時間

興味・関心を呼び起こす教材の開発を考え
る。

4時間

飼育・栽培などにおいて、生きものに親しみがわき、伝えたい意
欲をわかせるための観察記録の方法を研究する。
第10回

授業づくりと教師の役割
教材観や指導観の書き方を知り、指導計画・単元目標・本時の学
習など学習指導案の立て方、形式、教師の支援などを研究する。

第11回

教材研究と学習指導案作成
教科書より模擬授業を行う単元を決め、グループで模擬授
業を行うために学習指導案の作成を検討する。

実際に、自分で学習指導案を作成する。

4時間

第12回

模擬授業と授業検討会（１）ーグループ学習指導案の完成ー

グループ模擬授業を実施するための準備をす
る。

4時間

新学習指導要領「生活」の改訂の趣旨をまと
める。

4時間

授業のまとめとこれからの生活科のあ
り方を考える。

4時間

各自の学習指導案を見直し、模擬授業と授業後の検討会での重
要ポイントをまとめる。
第13回

模擬授業と授業検討会（２）ーグループ模擬授業の実施ー
模擬授業を行い、よかった点、もう少し改良した方がいい点など
を話し合い、今後の学習指導案の作成を充実させる。

第14回

生活科教育の課題と展望ースタートカリキュラムー
低学年教育としての生活科、生活科を中心としたスタートカリ
キュラムなど、生活科の実際の指導の際に起こりうる課題など
を検討する。
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

音楽科指導法【2019入学生～】
小川豊子・丸山彩
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
小学校2年勤務経験。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学習指導要領改訂をうけた新たな音楽科授業の在り方を概観する。そして主体的な学習を可能とする「生成の原理」について理解し、そ
の上で指導内容の設定、指導内容と評価との関連から音楽科で培う学力及び学校教育における音楽科の位置づけを理解する。講義の前半で
は、教員が行うモデル授業体験や授業映像聴取を通して学習指導案の各項目について理解し、学習指導案を作成する。後半では、グループごと
に各領域の模擬授業と討議会を行い、最終的には討議会の内容を踏まえて再度学習指導案を修正し、学習指導案を作成する能力を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

音楽科学習指導案の作成

学習指導要領に基づく音楽科の基礎理論を理
解し、指導案を作成することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

児童の発達に沿った指導内容と教材を設定し
た指導案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

アセスメントシート
15％

： 各回1点×14回（合計14点）
14点を15点に換算
的確に問いに答えることができている：1点

1～10回の授業内容を問う小テスト
： 20点満点
20％
修正学習指導案及びレポート
15％
定期試験

： 学習指導要領の理解をふまえて独自の視点で指導案作成及びレポートを執筆できている：15点
学習指導要領の理解をふまえて指導案作成及びレポートを執筆できている：6～14点
指導案及びレポートを提出している：5点
： 50点満点

50％

使用教科書
指定する
著者
小島律子監修

タイトル
・

出版社

三訂版 小学校音楽科の学習指
導－生成の原理による授業デザ
イン－

・ 廣済堂あかつき

参考文献等
『小学校学習指導要領解説－音楽編』文部科学省、教育芸術社。2018年
『生成を原理とする21世紀音楽カリキュラム』日本学校音楽教育実践学会編、東京書籍。2006年
『音楽科 授業の理論と実践』小島律子編、あいり出版。2015年

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2018 年

6086
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション及び音楽科の目標と内容
・授業の進め方と評価、欠席の扱い等を知る。
・班決めを行う。
・音楽科の目標及び内容について、モデル授業体験及び授業映像
聴取によって理解する。

自身が今までに経験した音楽科授
業を振り返り、まとめる。

4時間

第2回

音楽科の授業像①（鑑賞領域）
・鑑賞のモデル授業体験及び授業映像聴取を通して、鑑賞の授業
像をつかむ。

1年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第3回

音楽科の授業像②（表現領域）
・表現のモデル授業体験及び授業映像聴取を通して、表現の授業
像をつかむ。
・1年の歌唱共通教材を歌う。

2年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第4回

音楽科の授業観

「生成の原理」がどのような考え方なの
か、自身の模擬授業で扱う教材を例に具体
的に説明する文章を作成する。

4時間

・「生成の原理」について、モデル授業体験を通して理解する。
・2年の歌唱共通教材を歌う。
第5回

音楽科の基礎的な能力（音楽的な見方・考え方）
・音楽科の基礎的な能力について、楽曲を知覚・感受する活
動を通して理解する。
・模擬授業で扱う教材を各グループで決める。
・学習指導案を作成する。（指導案に教材名を記入する。）

模擬授業で扱う教材の教材研究を行う。

4時間

第6回

指導内容（共通事項）
・共通事項について、楽曲を知覚・感受する活動を通して理解す
る。
・共通事項について理解した上で、自身の模擬授業で扱う教材で
は共通事項が何になるのかをグループで話し合い、理解を深め
る。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った共通事項を指
導案に記入する。）

3年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第7回

単元目標と評価
・単元目標及び評価基準について授業映像聴取の活動を通して理
解する。
・単元目標及び評価基準について理解した上で、自身の模擬授
業で扱う教材では単元目標及び評価基準がどのようになるのか
をグループで話し合い、理解を深める。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った単元目標
及び評価基準を指導案に記入する。）
・3年生の歌唱共通教材を歌う。

4年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第8回

単元構成の枠組み①（枠組みの理解）
・「生成の原理」に基づく単元構成の枠組みについてモデル授業
体験を通して理解する。
・4年の歌唱共通教材を歌う。

5年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第9回

単元構成の枠組み②（枠組みの活用）
・単元構成の枠組みについて理解した上で、自身の模擬授
業で扱う教材ではどのような単元構成単になるのかをグルー
プで話し合う。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った単元構成を指
導案に記入する。）
・5年の歌唱共通教材を歌う。

6年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第10回

小テスト及び学習指導案作成

模擬授業に向けて指導案及び教具等の準
備、リハーサルを行う。

4時間

・1～10回の授業内容について小テストを行う。
・模擬授業のための指導案をグループで作成する。
・6年の歌唱共通教材を歌う。
第11回

グループによる模擬授業①（鑑賞）
・鑑賞の模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第12回

グループによる模擬授業②（音楽づくり）
・音楽づくりの模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第13回

グループによる模擬授業③（器楽）
・器楽の模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第14回

グループによる模擬授業④（歌唱）
・歌唱の模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

音楽科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
小川豊子・丸山彩
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
小学校2年勤務経験。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学習指導要領改訂をうけた新たな音楽科授業の在り方を概観する。そして主体的な学習を可能とする「生成の原理」について理解し、そ
の上で指導内容の設定、指導内容と評価との関連から音楽科で培う学力及び学校教育における音楽科の位置づけを理解する。講義の前半で
は、教員が行うモデル授業体験や授業映像聴取を通して学習指導案の各項目について理解し、学習指導案を作成する。後半では、グループごと
に各領域の模擬授業と討議会を行い、最終的には討議会の内容を踏まえて再度学習指導案を修正し、学習指導案を作成する能力を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

音楽科学習指導案の作成

学習指導要領に基づく音楽科の基礎理論を理
解し、指導案を作成することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

児童の発達に沿った指導内容と教材を設定し
た指導案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

アセスメントシート
15％

： 各回1点×14回（合計14点）
14点を15点に換算
的確に問いに答えることができている：1点

1～10回の授業内容を問う小テスト
： 20点満点
20％
修正学習指導案及びレポート
15％
定期試験

： 学習指導要領の理解をふまえて独自の視点で指導案作成及びレポートを執筆できている：15点
学習指導要領の理解をふまえて指導案作成及びレポートを執筆できている：6～14点
指導案及びレポートを提出している：5点
： 50点満点

50％

使用教科書
指定する
著者
小島律子監修

タイトル
・

出版社

三訂版 小学校音楽科の学習指
導－生成の原理による授業デザ
イン－

・ 廣済堂あかつき

参考文献等
『小学校学習指導要領解説－音楽編』文部科学省、教育芸術社。2018年
『生成を原理とする21世紀音楽カリキュラム』日本学校音楽教育実践学会編、東京書籍。2006年
『音楽科 授業の理論と実践』小島律子編、あいり出版。2015年

履修上の注意・備考・メッセージ

68

出版年
・

2018 年

6087
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
原則として、音楽科内容論を修得または履修中のこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション及び音楽科の目標と内容
・授業の進め方と評価、欠席の扱い等を知る。
・班決めを行う。
・音楽科の目標及び内容について、モデル授業体験及び授業映像
聴取によって理解する。

自身が今まで経験してきた音楽の授業像につ
いて文章でまとめる。

4時間

第2回

音楽科の授業像①（鑑賞領域）
・鑑賞のモデル授業体験及び授業映像聴取を通して、鑑賞の授業
像をつかむ。

1年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第3回

音楽科の授業像②（表現領域）
・表現のモデル授業体験及び授業映像聴取を通して、表現の授業
像をつかむ。
・1年の歌唱共通教材を歌う。

2年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第4回

音楽科の授業観

「生成の原理」がどのような考え方なの
か、自身の模擬授業で扱う教材を例に具体
的に説明する文章を作成する。

4時間

・「生成の原理」について、モデル授業体験を通して理解する。
・2年の歌唱共通教材を歌う。
第5回

音楽科の基礎的な能力（音楽的な見方・考え方）
・音楽科の基礎的な能力について、楽曲を知覚・感受する活
動を通して理解する。
・模擬授業で扱う教材を各グループで決める。
・学習指導案を作成する。（指導案に教材名を記入する。）

模擬授業で扱う教材の教材研究を行う。

4時間

第6回

指導内容
・指導内容について、楽曲を知覚・感受する活動を通して理解す
る。
・指導内容について理解した上で、自身の模擬授業で扱う教材で
は指導内容が何になるのかをグループで話し合い、理解を深め
る。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った指導内容を指
導案に記入する。）

3年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第7回

単元目標と評価
・単元目標及び評価基準について授業映像聴取の活動を通して理
解する。
・単元目標及び評価基準について理解した上で、自身の模擬授
業で扱う教材では単元目標及び評価基準がどのようになるのか
をグループで話し合い、理解を深める。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った単元目標
及び評価基準を指導案に記入する。）
・3年生の歌唱共通教材を歌う。

4年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第8回

単元構成の枠組み①（枠組みの理解）
・「生成の原理」に基づく単元構成の枠組みについてモデル授業
体験を通して理解する。
・4年の歌唱共通教材を歌う。

5年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第9回

単元構成の枠組み②（枠組みの活用）
・単元構成の枠組みについて理解した上で、自身の模擬授
業で扱う教材ではどのような単元構成単になるのかをグルー
プで話し合う。
・学習指導案を作成する。（グループで話し合った単元構成を指
導案に記入する。）
・5年の歌唱共通教材を歌う。

6年の歌唱共通教材を譜読みする。

4時間

第10回

小テスト及び学習指導案作成

模擬授業に向けて指導案及び教具等の準
備、リハーサルを行う。

4時間

・1～10回の授業内容について小テストを行う。
・模擬授業のための指導案をグループで作成する。
・6年の歌唱共通教材を歌う。
第11回

グループによる模擬授業①（鑑賞）
・鑑賞の模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第12回

グループによる模擬授業②（音楽づくり）
・音楽づくりの模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第13回

グループによる模擬授業③（器楽）
・器楽の模擬授業及び討議会を行う。

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間

第14回

グループによる模擬授業④（歌唱）
・歌唱の模擬授業及び討議会を行う

修正指導案及びレポート作成を行う。

4時間
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

図画工作科指導法【2019入学生～】
金崎晴美
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

公立小学校（助教諭）1年、国立大学附属小学校(図画工作専科 非常勤講師）9年、公立高等学校（美術科・工
芸科 非常勤講師）での勤務経験。（全14回）

授業概要
図画工作科は、自発的・自主的な表現及び鑑賞の活動を通してつくり出す喜びや価値を手にし、共有することのできる教科です。しかし、技法
習得や作品制作に終始し、本来の目標を見落とした指導が行われている場合も少なくありません。本科目では、学習指導要領に示された本
来の目標や領域の内容を反映した資質・能力の育成を目指す指導の方法や評価のあり方を互いの模擬授業をもとに交流・検討しながら学修しま
す。併せて、児童の実態に応じた指導と支援を行うための学習指導案の作成・検討を通して、授業実践力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

図画工作科の授業作成と指導に関する知
識・技能

学年や領域に応じて、資質・能力の育成を意
識した授業を計画し、指導を行うことができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

条件に応じた学習のための授業計画作成と準
備や場の設定ができる

2 ．DP8.意思疎通

グループワークや模擬授業において、他
人の意見をよく聞き、自分の意図を的
確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学習指導案

： 内容の妥当性と構成について独自のルーブリックに基づき評価します。
30％

模擬授業

： 設定、準備、対応について、独自のルーブリックに基づき評価します。
30％

討議と振り返りシート
20％
試験(レポート)
20％

： 討議への参加、意見の内容、振り返りシートの妥当性について、独自のルーブリックに基づき評
価します。
： 基礎的な考え方や知識を修得できているかどうか、現状と課題について考察し解決するための自
己の考えを述べられているかどうかを評価します。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説 図画工 ・ 日本文教出版
作編
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出版年
・

2018 年
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参考文献等
小学校教科書「図画工作」 日本文教出版、開隆堂出版
その他の参考文献については開講時に紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
模擬授業に向けた検討や準備は、授業の内外を問わずグループワークとして行うが、グループで時間調整の上、分担・協力して準備を進めるよ
うに心がけること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業前後以外の方法は、授業でお伝えします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

図画工作科の目標と指導の現状(講義目的・学習プランを含め
て）
自らの経験を振り返りながら、図画工作科の現状と教科目標と
の比較から課題を明らかにし、今後必要とされる指導と評価の方
向について考えます。 学習指導案作成と模擬授業の実施に向け
たグループワークの進め方について説明します。

自らの経験を振り返り、領域・項目や材
料・用具についてまとめる。学習指導要領解
説等を参考に各学年の子どもの特徴を整理し
ておく。

4時間

第2回

造形表現の発達と図画工作科の指導、「鑑賞する活動」の指
導と評価
子どもの発達に合わせた指導の必要性を学びます。
「鑑賞」活動について実践例をもとに学び、指導と評価のポイン
トを整理します。

「造形的な視点」についてまとめる。鑑賞活
動の目標と評価規準について考える。

4時間

第3回

「絵に表す活動」の指導と評価、学習指導案について

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。絵に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。立体に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。工作に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

造形遊びをする活動での場の設定について留
意点をまとめる。造形遊びの目標と評価規
準について考える。

4時間

「本時の展開」について、導入～まとめ
の流れを具体的に考え、導入案を作成す
る。授業におけるICT活用の具体例をあげてイ
メージを把握する。

4時間

模擬授業に向けて学習指導案の原案を作成す
る。題材で扱う材料・用具を用いて試作しな
がら作品例をつくる。

4時間

これまでの学習指導案作成のポイントを確
認し、模擬授業で取り扱う題材について学習
指導案を作成する。学習指導案の「展
開」に合わせた板書計画について考える。

4時間

グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。題材観・指導観に沿った指導計
画を作成する。発問・板書、支援・評価につ
いて具体的に計画する。

4時間

「絵に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案の基本的な約束と指導案作成のポイントについて確
認し、作成の準備をします。
第4回

「立体に表す活動」の指導と評価
「立体に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案における「題材設定の理由」について確認します。

第5回

「工作に表す活動」の指導と評価
「工作に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案における「指導計画」について確認します。

第6回

「造形遊びをする活動」の指導と評価、材料・用具の取り扱い
について
「造形遊びをする」活動における学年ごとの特徴につい
て学び、指導と評価のポイントを整理します。
図画工作の材料・用具の種類や安全に配慮した使い方について指
導のあり方を確認します。

第7回

楽しい授業創造のポイントと導入の工夫、ICT機器の活用につい
て
題材設定や授業において、楽しみを生み出すポイントや方法、導
入の工夫について考え、育てたい資質・能力につなげる必要
性を学びます。導入の工夫をグループで発表し合い、導入部
分の模擬授業を行います。
ICT活用について情報手段の特性を理解し，指導の効果を高め
る方法について考えます。

第8回

領域・内容の取り扱い、模擬授業について
グループ毎に模擬授業で取り扱う題材を教科書から選び、設定に
ついて検討を行います。全体交流を通して領域・内容を確認しま
す。題材で扱う材料・用具を用いて試作してみることで表現活
動における児童のつまずきや指導上の留意点に気付くようにしま
す。

第9回

学習指導案の作成

題材の目標や設定の理由について交流検討を行い、指導計画のた
て方と「展開」を作成する上での基本事項や留意点を学び、グ
ループワークで作成します。予想される児童のつまずきと指導
者の支援について考えます。
第10回

学習指導案の作成と検討

作成した案について、無理なく目標に向かっているか、文言や形
式は適切か等を検討し、グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行います。
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第11回

模擬授業と討議(1)

主に「絵に表す」について

絵に表す活動についてグループごとに模擬授業を行い、自己（自
班）評価や相互評価をします。導入の工夫を中心に、意見交
流を通して指導について学びます。
第12回

模擬授業と討議(2)

主に「立体に表す」について

前回の指摘を修正したうえで、立体に表す活動についてグルー
プごとに模擬授業を行い、自己（自班）評価や相互評価をしま
す。発問や板書を中心に、意見交流を通して指導について学びま
す。
第13回

模擬授業と討議(3)

主に「工作に表す」について

前回の指摘を修正したうえで、工作に表す活動についてグルー
プごとの模擬授業を行い、自己（自班）評価や相互評価をしま
す。評価や個別指導について意見交流を通して学びます。模擬授
業後の疑問点について質疑応答により解決を図ります。
第14回

相互鑑賞、共通事項について、総括
完成した課題作品や模擬授業で作成した参考作品を相互鑑
賞し、表現活動に付随した鑑賞活動を体験します。「共通事
項」について確認し、表現と鑑賞の関係について理解を深めま
す。
模擬授業をふまえて、達成できた部分と課題について総括しま
す。
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グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。討議内容を反映して学習指導
案の改善をおこなう。

4時間

グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。討議内容を反映して学習指導
案の改善をおこなう。

4時間

討議内容を反映して学習指導案の改善をおこ
なう。討議内容を活用して、留意点や解決
法をまとめる。

4時間

講義と模擬授業を振り返り、不安な点や疑問
点と自分なりの答えを準備する。

4時間

6092

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

図画工作科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
金崎晴美
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

公立小学校（助教諭）1年、国立大学附属小学校(図画工作専科 非常勤講師）9年、公立高等学校（美術科・工
芸科 非常勤講師）での勤務経験。（全14回）

授業概要
図画工作科は、自発的・自主的な表現及び鑑賞の活動を通してつくり出す喜びや価値を手にし、共有することのできる教科です。しかし、技法
習得や作品制作に終始し、本来の目標を見落とした指導が行われている場合も少なくありません。本科目では、学習指導要領に示された本
来の目標や領域の内容を反映した資質・能力の育成を目指す指導の方法や評価のあり方を互いの模擬授業をもとに交流・検討しながら学修しま
す。併せて、児童の実態に応じた指導と支援を行うための学習指導案の作成・検討を通して、授業実践力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

図画工作科の授業作成と指導に関する知
識・技能

学年や領域に応じて、資質・能力の育成を意
識した授業を計画し、指導を行うことができ
る

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

条件に応じた学習のための授業計画作成と準
備や場の設定ができる

2 ．DP8.意思疎通

グループワークや模擬授業において、他
人の意見をよく聞き、自分の意図を的
確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学習指導案

： 内容の妥当性と構成について独自のルーブリックに基づき評価します。
30％

模擬授業

： 設定、準備、対応について、独自のルーブリックに基づき評価します。
30％

討議と振り返りシート
20％
試験(レポート)
20％

： 討議への参加、意見の内容、振り返りシートの妥当性について、独自のルーブリックに基づき評
価します。
： 基礎的な考え方や知識を修得できているかどうか、現状と課題について考察し解決するための自
己の考えを述べられているかどうかを評価します。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説 図画工 ・ 日本文教出版
作編
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出版年
・

2018 年

6092

参考文献等
小学校教科書「図画工作」 日本文教出版、開隆堂出版
その他の参考文献については開講時に紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
模擬授業に向けた検討や準備は、授業の内外を問わずグループワークとして行うが、グループで時間調整の上、分担・協力して準備を進めるよ
うに心がけること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業前後以外の方法は、授業でお伝えします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

図画工作科の目標と指導の現状(講義目的・学習プランを含め
て）
自らの経験を振り返りながら、図画工作科の現状と教科目標と
の比較から課題を明らかにし、今後必要とされる指導と評価の方
向について考えます。 学習指導案作成と模擬授業の実施に向け
たグループワークの進め方について説明します。

自らの経験を振り返り、領域・項目や材
料・用具についてまとめる。学習指導要領解
説等を参考に各学年の子どもの特徴を整理し
ておく。

4時間

第2回

造形表現の発達と図画工作科の指導、「鑑賞する活動」の指
導と評価
子どもの発達に合わせた指導の必要性を学びます。
「鑑賞」活動について実践例をもとに学び、指導と評価のポイン
トを整理します。

「造形的な視点」についてまとめる。鑑賞活
動の目標と評価規準について考える。

4時間

第3回

「絵に表す活動」の指導と評価、学習指導案について

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。絵に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。立体に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

課題を通して材料・用具の取り扱いに慣れ
る。工作に表す活動の目標と評価規準につい
て考える。

4時間

造形遊びをする活動での場の設定について留
意点をまとめる。造形遊びの目標と評価規
準について考える。

4時間

「本時の展開」について、導入～まとめ
の流れを具体的に考え、導入案を作成す
る。授業におけるICT活用の具体例をあげてイ
メージを把握する。

4時間

模擬授業に向けて学習指導案の原案を作成す
る。題材で扱う材料・用具を用いて試作しな
がら作品例をつくる。

4時間

これまでの学習指導案作成のポイントを確
認し、模擬授業で取り扱う題材について学習
指導案を作成する。学習指導案の「展
開」に合わせた板書計画について考える。

4時間

グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。題材観・指導観に沿った指導計
画を作成する。発問・板書、支援・評価につ
いて具体的に計画する。

4時間

「絵に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案の基本的な約束と指導案作成のポイントについて確
認し、作成の準備をします。
第4回

「立体に表す活動」の指導と評価
「立体に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案における「題材設定の理由」について確認します。

第5回

「工作に表す活動」の指導と評価
「工作に表す」活動について、教科書の題材や実践例をもと
に学び、指導と評価のポイントを整理します。
学習指導案における「指導計画」について確認します。

第6回

「造形遊びをする活動」の指導と評価、材料・用具の取り扱い
について
「造形遊びをする」活動における学年ごとの特徴につい
て学び、指導と評価のポイントを整理します。
図画工作の材料・用具の種類や安全に配慮した使い方について指
導のあり方を確認します。

第7回

楽しい授業創造のポイントと導入の工夫、ICT機器の活用につい
て
題材設定や授業において、楽しみを生み出すポイントや方法、導
入の工夫について考え、育てたい資質・能力につなげる必要
性を学びます。導入の工夫をグループで発表し合い、導入部
分の模擬授業を行います。
ICT活用について情報手段の特性を理解し，指導の効果を高め
る方法について考えます。

第8回

領域・内容の取り扱い、模擬授業について
グループ毎に模擬授業で取り扱う題材を教科書から選び、設定に
ついて検討を行います。全体交流を通して領域・内容を確認しま
す。題材で扱う材料・用具を用いて試作してみることで表現活
動における児童のつまずきや指導上の留意点に気付くようにしま
す。

第9回

学習指導案の作成

題材の目標や設定の理由について交流検討を行い、指導計画のた
て方と「展開」を作成する上での基本事項や留意点を学び、グ
ループワークで作成します。予想される児童のつまずきと指導
者の支援について考えます。
第10回

学習指導案の作成と検討

作成した案について、無理なく目標に向かっているか、文言や形
式は適切か等を検討し、グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行います。
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第11回

模擬授業と討議(1)

主に「絵に表す」について

絵に表す活動についてグループごとに模擬授業を行い、自己（自
班）評価や相互評価をします。導入の工夫を中心に、意見交
流を通して指導について学びます。
第12回

模擬授業と討議(2)

主に「立体に表す」について

前回の指摘を修正したうえで、立体に表す活動についてグルー
プごとに模擬授業を行い、自己（自班）評価や相互評価をしま
す。発問や板書を中心に、意見交流を通して指導について学びま
す。
第13回

模擬授業と討議(3)

主に「工作に表す」について

前回の指摘を修正したうえで、工作に表す活動についてグルー
プごとの模擬授業を行い、自己（自班）評価や相互評価をしま
す。評価や個別指導について意見交流を通して学びます。模擬授
業後の疑問点について質疑応答により解決を図ります。
第14回

相互鑑賞、共通事項について、総括
完成した課題作品や模擬授業で作成した参考作品を相互鑑
賞し、表現活動に付随した鑑賞活動を体験します。「共通事
項」について確認し、表現と鑑賞の関係について理解を深めま
す。
模擬授業をふまえて、達成できた部分と課題について総括しま
す。
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グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。討議内容を反映して学習指導
案の改善をおこなう。

4時間

グループ毎に模擬授業の準備や練
習を行う。討議内容を反映して学習指導
案の改善をおこなう。

4時間

討議内容を反映して学習指導案の改善をおこ
なう。討議内容を活用して、留意点や解決
法をまとめる。

4時間

講義と模擬授業を振り返り、不安な点や疑問
点と自分なりの答えを準備する。

4時間

6096
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

家庭科指導法
横山和子
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市立小学校及び教育大学附属小学校で教員として勤める。大阪市では教育研究会の家庭部で共同研究や研
修会等の普及に当たり、附属小学校では家庭科部員として公開発表や共同執筆で家庭科研究に努めた。教頭経
験が5年ある。（全14回担当）

授業概要
①日常生活に関心をもち、科学的に課題解決する教科である。他教科との関連を生かし、家庭生活に視点を当てる授業を構築する力をつけ
る。②小学校の家庭科では、子どもたちが日常生活を見つめ、工夫して生活をよりよくしようとする態度や実践力を育てることをねらいとして
いる。理論と実践を結び、両面から具体的指導法を構想することができる力を養う。③小学校学習指導要領 家庭に明記されている、小学校家
庭科の意義や目標について理解し、指導力を身につける。④家庭科指導における、ICT等を活用した学習を工夫する力をつける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

授業を構築し、魅力ある授業を工夫できる。

家庭科の学習指導案を作成することができ
る。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

家庭科の内容は、現実の生活と結びついてい
るので、実社会の現象を把握して授業に生か
す力をつける。

社会の変化や人々のニーズについての感
性を磨く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

授業の企画立案をする力を育成する。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

グループでの活動を指導する立場を理
解し、習得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 授業終了後のまとめのテストにおいて習熟度・理解度を確認し、評価する。
20％

模擬授業

： 模擬授業の準備や実施への参加、振り返りを評価する。
20％

ワークシート・指導案等の提出物

： ワークシート・指導案等の提出物の内容を評価する
40％

授業への積極的参加度

： 建設的、意欲的な発表や討議への積極的な発言参加度を評価する。
20％

使用教科書
指定する
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著者
鳴海

タイトル
多恵子

他

文部科学省

出版社

出版年

・

わたしたちの家庭科5．6

・ 開隆堂

・

2021 年

・

『小学校学習指導要領（平
成29年3月告示）』

・ 東洋館出版

・

2018 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
オリエンテーション

第2回

授業の方針及び学習の方法を知る。
授業の方針及び学習の方法を知る。

生活の中から課題を見つける。

4時間

学習指導要領 家庭の目標と意義・育てたい力について学ぶ。
家庭科で育てるべき能力を理解した上で、それを具体的に授業に
つなげる方法等について考えます。

生活の中から見つけた課題を整理する。

4時間

第3回

学習指導要領 家庭 内容Ａ「家族・家庭生活」について理
解する。
家庭生活と家族に関する内容を整理し、学習活動へ展開してい
く方法を考えます。

家族・家庭生活について、現代の課題を見つ
ける。

4時間

第4回

内容Ｂ「衣食住の生活」について学ぶ

衣生活・住生活について、現代の課題を見つ
ける。

4時間

現代の子どもの食について、討議する内
容を整理しておく。

4時間

持続可能な社会における、家庭科学習の意
義について考える。

4時間

衣食住に関する内容を整理し、学習活動へ展開していく方
法を考えます。
第5回

小学校における「食育」の重要性について学ぶ
食育に関する実践例をもとに、その重要性と、学習活動への展開
方法を考えます。

第6回

内容Ｃ「消費生活・環境」の指導について学ぶ
持続可能な社会について学び、家庭科で指導する内容を整理し
て学習活動へ展開していく方法を考えます。

第7回

製作学習における指導事項
実習指導に係る方法や留意点を整理し、指導計画を作成、検討し
ます

裁縫に関する、簡単な実習計画を考える。

4時間

第8回

家庭科における言語活動の充実について学ぶ

家庭科における言語活動について整理してお
く。

4時間

家庭科の特性に即した言語活動について、具体例を通し
て学び、効果的な指導方法を考えます。
第9回

家庭科の教材研究
家庭科の学習指導案の構成や記述方法を理解し、試行的に指導
案を作成してみます。

指導案を書く題材を考えておく

4時間

第10回

学習指導案の作成（１）教材研究
模擬授業に向けての学習指導案を作成する

模擬授業をする題材を選択しておく。

4時間

第11回

学習指導案の作成（２）板書計画
学習指導案に即して板書計画を作成して検討します。

題材にそって授業内容を考える。

4時間

第12回

模擬授業と評価、意見交換をする①主に内容Aについて
作成した学習指導案をもとに模擬授業を行い、グループで検討
会を行い、相互批評、省察を通して学びを深めます。

模擬授業の準備をする。

4時間

第13回

模擬授業と評価、意見交換をする②主に内容Bについて

模擬授業の準備をする。授業検討
会を振り返る

4時間

模擬授業の準備をする。授業検討
会を振り返る

4時間

作成した学習指導案をもとに模擬授業を行い、グループで検討
会を行い、相互批評、省察を通して学びを深めます。
第14回

模擬授業と評価、意見交換をする③主に内容Cについて
作成した学習指導案をもとに模擬授業を行い、グループで検討
会を行い、相互批評、省察を通して学びを深めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

体育科指導法【2019入学生～】
安部惠子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
小学校体育実技種目は、陸上運動、器械運動、球技、表現ダンス、体つくり運動、水泳などがあげられる。中でも、器械運動は児童自身の運動
体験の有無が技の習得に影響を与える傾向にある。本授業では、科学的根拠を基に各種目の指導案を作成し、技能習得のための「こつ」の理
解と実践を行う。また、グランドで実践される種目では、効率のよい導線および安全効果的な指導内容が求められる。そこで、体育実技Ⅰ・体
育実技Ⅱ、体育科内容論で修得した知識と技術を基に教材研究および指導案作成と指導実践を行い検証する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

小学校体育実技指導に関する幅広い知識の修
得

学年や種目の特性を踏まえ教材研究や指導
案の立案ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校体育授業の指導法の修得

学年の特性を踏まえ各種目の「こつ」を理
解した模擬指導ができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各種目・学年の特性に応じた模擬授業の課
題を抽出しその改善案を作成できる

2 ．DP6.行動・実践

各種目・学年の特性に応じた実践可能な模擬
授業ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
各人が作成した指導案をもとに模擬授業を行う。また、授業者以外の学生からの意見をコメントシートを基に収集し各人の模擬授業に関す
る課題を抽出し改善案を提出する。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

担当種目の学習指導案の作成と提出
40％
指導案立案と模擬授業の技能面
40％
時間外学修レポート
20％

： ①指示された型式にそって時系列に展開されているか②各種目の「こつ」と「めあて」が明確であ
るか③実践可能な指導内容であり導線も考慮されているか④動作分析などわかりやすく丁寧に図
示されているか
： ①作成された指導案を具現化できたか②声かけ、立ち位置、効果的に移動させているか③スキル修
得のための「しかけ」が基本動作にかなって実践されているか
： ①指定された形式で提出期限を守れているか②文献図書を利用し丁寧になされているか②文献図
書を利用し丁寧に記述されているか

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

『小学校学秀指導要領解説
育編』

体

大友智也

・

『ビジュアル新しい体育実技』

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）』東洋館出版 2017年。
その他の参考文献に関しては、授業中に随時指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年

・ 東洋舘出版

・

2018 年

・ 東京書籍

・

2017 年

6100
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日の2限目

場所：

安部研究室（中央館２階）

備考・注意事項： 上記以外の時間帯を希望する場合は、時間調整をしますので声をかけて下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本授業の目的と評価基準および学習プランについてオリエン
テーション
①座学と体育実技の違いと注意点
②体育の領域改訂の意義と理解
③児童の体力を把握する方法とその活用法

「運動の意義」について本時の内容を基にま
とめる

4時間

第2回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究 （１）陸
上運動・球技
陸上競技（ハードル走・短距離走・リレー競争・幅跳び）およ
びバスケットボール・バレーボール種目の学年の特性を踏まえ
た「こつ」を理解した上でそれらの動作を子どもが実践可能にす
る教具の提案を行う。

小学校体育種目の内、球技種目に関する特
性についてまとめる

4時間

第3回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
械運動・マット・跳び箱運動

小学校体育の器械運動・マット運動・跳び箱
運動の種目特性について予習す
る。特に、体を支える・引き付ける動作に着
目しまとめる。

4時間

小学校体育実技の水泳運動の種目特性につい
て予習する。特に陸上運動と水中運動におけ
る生理学的応答の違いに着目する。

4時間

（２）器

器械運動・マット・跳び箱運動種目の学年の特性を踏まえた「こ
つ」を理解した上でそれらの動作を子どもが実践可能にする教
具の提案を行う。
第4回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
泳運動

（３）水

水泳運動種目の学年の特性を踏まえた「こつ」を理解した上でそ
れらの動作を子どもが実践可能にする教具の提案を行う。
第5回

導線と指導案作成について学び模擬授業の対象学年と指導種
目、指導日程の決定する
グランド・体育館での体育科指導における導線の重要性とその課
題を明確にした上で各担当の学年および種目の指導案の作
成を行う。また、体育科指導法の指導案作成の際のポイントと注
意点を解説する。

小学校指導要領（体育）を読み解き、指導案
作成の意義についてまとめる

4時間

第6回

学年別に見た「跳び箱」の模擬授業

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。
第7回

学年別に見た「マット運動」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第8回

学年別に見た「鉄棒運動」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第9回

学年別に見た「バレーボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第10回

学年別に見た「バスケットボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第11回

学年別に見た「ハードル走」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し、作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第12回

学年別に見た「幅跳び」の模擬授業
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6100
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。
第13回

学年別に見た「短距離・リレー」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第14回

各種目模擬授業の検証と質疑応答
各自の体験学習を総括し指導案の最終作成を行うとともに、小学
校体育科指導の10のポイントについて解説する。キーワード：怪
我予防
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実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

6101

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

体育科指導法Ⅰ【～2018年入学生】
安部惠子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
小学校体育実技種目は、陸上運動、器械運動、球技、表現ダンス、体つくり運動、水泳などがあげられる。中でも、器械運動は児童自身の運動
体験の有無が技の習得に影響を与える傾向にある。本授業では、科学的根拠を基に各種目の指導案を作成し、技能習得のための「こつ」の理
解と実践を行う。また、グランドで実践される種目では、効率のよい導線および安全効果的な指導内容が求められる。そこで、体育実技Ⅰ・体
育実技Ⅱ、体育科内容論で修得した知識と技術を基に教材研究および指導案作成と指導実践を行い検証する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

小学校体育実技指導に関する幅広い知識の修
得

学年や種目の特性を踏まえ教材研究や指導
案の立案ができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校体育授業の指導法の修得

学年の特性を踏まえ各種目の「こつ」を理
解した模擬指導ができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各種目・学年の特性に応じた模擬授業の課
題を抽出しその改善案を作成できる

2 ．DP6.行動・実践

各種目・学年の特性に応じた実践可能な模擬
授業ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
各人が作成した指導案をもとに模擬授業を行う。また、授業者以外の学生からの意見をコメントシートを基に収集し各人の模擬授業に関す
る課題を抽出し改善案を提出する。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

担当種目の学習指導案の作成と提出
40％
指導案立案と模擬授業の技能面
40％
時間外学修レポート
20％

： ①指示された型式にそって時系列に展開されているか②各種目の「こつ」と「めあて」が明確であ
るか③実践可能な指導内容であり導線も考慮されているか④動作分析などわかりやすく丁寧に図
示されているか
： ①作成された指導案を具現化できたか②声かけ、立ち位置、効果的に移動させているか③スキル修
得のための「しかけ」が基本動作にかなって実践されているか
： ①指定された形式で提出期限を守れているか②文献図書を利用し丁寧になされているか②文献図
書を利用し丁寧に記述されているか

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

『小学校学秀指導要領解説
育編』

体

大友智也

・

『ビジュアル新しい体育実技』

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）』東洋館出版 2017年。
その他の参考文献に関しては、授業中に随時指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年

・ 東洋舘出版

・

2018 年

・ 東京書籍

・

2017 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日の2限目

場所：

安部研究室（中央館２階）

備考・注意事項： 上記以外の時間帯を希望する場合は、時間調整をしますので声をかけて下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本授業の目的と評価基準および学習プランについてオリエン
テーション
①座学と体育実技の違いと注意点
②体育の領域改訂の意義と理解
③児童の体力を把握する方法とその活用法

「運動の意義」について本時の内容を基にま
とめる

4時間

第2回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究 （１）陸
上運動・球技
陸上競技（ハードル走・短距離走・リレー競争・幅跳び）およ
びバスケットボール・バレーボール種目の学年の特性を踏まえ
た「こつ」を理解した上でそれらの動作を子どもが実践可能にす
る教具の提案を行う。

小学校体育種目の内、球技種目に関する特
性についてまとめる

4時間

第3回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
械運動・マット・跳び箱運動

小学校体育の器械運動・マット運動・跳び箱
運動の種目特性について予習す
る。特に、体を支える・引き付ける動作に着
目しまとめる。

4時間

小学校体育実技の水泳運動の種目特性につい
て予習する。特に陸上運動と水中運動におけ
る生理学的応答の違いに着目する。

4時間

（２）器

器械運動・マット・跳び箱運動種目の学年の特性を踏まえた「こ
つ」を理解した上でそれらの動作を子どもが実践可能にする教
具の提案を行う。
第4回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
泳運動

（３）水

水泳運動種目の学年の特性を踏まえた「こつ」を理解した上でそ
れらの動作を子どもが実践可能にする教具の提案を行う。
第5回

導線と指導案作成について学び模擬授業の対象学年と指導種
目、指導日程の決定する
グランド・体育館での体育科指導における導線の重要性とその課
題を明確にした上で各担当の学年および種目の指導案の作
成を行う。また、体育科指導法の指導案作成の際のポイントと注
意点を解説する。

小学校指導要領（体育）を読み解き、指導案
作成の意義についてまとめる

4時間

第6回

学年別に見た「跳び箱」の模擬授業

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。
第7回

学年別に見た「マット運動」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第8回

学年別に見た「鉄棒運動」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第9回

学年別に見た「バレーボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第10回

学年別に見た「バスケットボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第11回

学年別に見た「ハードル走」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し、作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第12回

学年別に見た「幅跳び」の模擬授業
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立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。
第13回

学年別に見た「短距離・リレー」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第14回

各種目模擬授業の検証と質疑応答
各自の体験学習を総括し指導案の最終作成を行うとともに、小学
校体育科指導の10のポイントについて解説する。キーワード：怪
我予防
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実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

6102

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外国語（英語）科指導法
伊藤由紀子・石田雅子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

（伊藤）大阪市の公立中学校英語教師として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験あり（全14回）
（石田）大阪・奈良・京都・三重の小・中・高等学校の英語科教員として通算22年間勤務し、英語教育、異文

授業概要
小学校外国語の目標および内容についての理解を踏まえて、特に小学校高学年の発達段階を考慮した外国語の指導法を学ぶ。次に外国語（英
語）科内容論での指導内容の学修および授業づくりの基本を踏まえ、指導案作成、授業実施ができる力量を高める。その際には、各指導過程の
ねらいを理解し、ねらいに応じた活動例をワークショップ形式で学んでいく。また、教科を横断した指導について学び、外国語と他教科とどの
ように連携できるのかを考える。最後にグループでの模擬授業を通して外国語の指導を行うための技能を高める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）について、学習指導要領等で示されて
いる目標や方針を理解し、具体的な指導計
画を立てる。

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）の授業を実践する際に必要な実践
的な指導方法について理解し、一時間の指導
案を作成、吟味するとともに、担当教員とし
て授業を行うことのできる指導技術を身につ
ける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）において、子どもの個性に応じた教
材の工夫や留意点について意識した指
導を行う。

クラスにおいて、多様な子どもの発達状
況を意識した外国語の指導を行うことができ
る（特に読むこと、書くことの指導）。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

小学校外国語教育（「外国語」「外国語活
動」）をめぐる理論的知見をふまえ、授
業を構想する力および実践的な指導力を身に
つけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート、授業内課題、ミニ
テスト
30％
最終発表

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に発言し、仲間と協力して活動できているか、自身でまと
めノートを整理できているかを総合的に評価する。（20点）
： 授業内課題（10点）および理論ミニテスト（10点）で新しく得た知識を踏まえて課題に取り組めた
かを評価する。各授業での振り返り（10点）や、外国語に関する理論を理解し、指導に活かせてい
るかを評価する。
： 模擬授業において、小学校英語と他教科と連携した授業を行う視点と、ティーチングスキルをどれ
だけ身につけられたかを評価する。（30点）
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30％
最終レポート
20％

： 模擬授業の指導案作成、振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案がわかりやすく丁
寧に書かれているか、自身の模擬授業の反省から改善点を客観的に省察できているかを評価する。
（20点）

使用教科書
指定する
著者

タイトル

柏木賀津子・伊藤由紀子

・

文部科学省（前期より継続して使 ・
用）

小・中学校で取り組む
てのCLIL授業づくり

出版社
はじめ

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説 外国語活動・外国
語編

出版年

・ 大修館書店

・

2020 年

・ 開隆堂

・

2018 年

参考文献等
・「小学校外国語科・外国語活動の授業づくり」赤沢真世 教育出版
・「とっておき！魅せる！英語授業プラン
書 2020年。SBN978-4-183-87713-0

2021年。ISBN978-4-316-80496-5

思考プロセスを重視するCLILの実践」柏木賀津子・伊藤由紀子

明治図

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
（石田）授業の前後に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、外国語活動・外国語における課題と教
材の意義、学習指導要領での目標および内容
本授業について。
小学校外国語教育（「外国語活動」「外国語」）において現
場で課題となっていることについて考える。
学習指導要領での目標や内容、中学校・高等学校に繋げていくた
めの指導の流れを整理する。
コミュニケーション活動を行う。

小学校外国語教育の課題について整理する。

4時間

第2回

活動・指導方法（1）チャンツ、歌、絵本指導、フォニックス

音声指導、音と文字の指導について
の振り返りをする。

4時間

音韻意識活動、フォニックスについて再確認し、英語絵本を使
用した指導の意義、効果、活用方法について考える。
音声から文字への5ステップスによる段階的指導のありかたにつ
いて学ぶ。
小学校外国語教育における「読むこと」「書くこと」の指導の目
的について再確認する。
さらに、文字指導が中学校へどのように繋がっていくのか
を学ぶ。
第3回

活動・指導方法（2）ゲーム・アクティビティの指導
目的に応じたアクティビティとはどのようなものかを考え、実
際に教室でよく行われているゲーム・アクティビティを体験す
る。
オリジナルで効果的なアクティビティを考える。
バーバル・コミュニケーション、ノンバーバル・コミュニケー
ションについて考える。

目的に応じたアクティビティを考える。

4時間

第4回

デジタル教材・ICT教材を活用した授業 指導体験発表の準備
グループで、それぞれが考えてきたアクティビティを実際に体
験する。
外国語教育に欠かせないICT教材のさまざまな使用例を学ぶ。
グループで、実際に検定教科書を使った指導を考え、教材を作
成する。

検定教科書を使った指導の内容を考える。

4時間

第5回

指導体験発表会（1）検討会、指導の振り返り
グループで、検定教科書を使った活動を中心とした指導を体験す
る。
発表後は検討会を実施し、次時に向けての改善点につい
て話し合う。

検定教科書を使った指導の準備をする。

4時間

第6回

指導体験発表会（2）相互評価、指導改善
グループで、検定教科書を使った指導を体験する。
発表後は検討会を実施し、実際に教室で行った時に気を付けるべ
き点や
動き、工夫について話し合う。自己評価、相互評価。

指導体験の振り返りをする。

4時間

第7回

新しい指導：タスク・パフォーマンス課題、異文化理解
外国語と他教科を連携させた授業および具体的な活動例を知る。
CLIL（Content and Language Integrated Learning：内容言語統
合型学習）の指導を体験し、その学びについて考える。
教室での指導と異文化をどのように繋いだらよいか、視点を広げ
る意義を知る。

CLIL指導について整理する。

4時間

第8回

評価論と具体的な方法：小中連携からみた小学校での指導内
容の再検討

テキストのレッスンを復習する。

4時間
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パフォーマンス評価について。
小中連携を念頭に置いた小学校での指導とはどのようなものか
を考える。
ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開
発のための教育）やSDGs（Sustainable Development Goals：持
続可能な開発目標）の視点を持って外国語教育を行う意義や方
法について考える。
テキストのレッスンについて、その目的や指導の方法を知る。
第9回

指導案作成・模擬授業検討会（1）課題設定・教材
英語と他教科を連携させた模擬授業を行うため、グループで課題
設定をする。
目的に応じた活動展開にするための指導の流れや具体的な教
材を考える。

模擬授業の課題設定、教材案を作成する。

4時間

第10回

指導案作成・模擬授業検討会（2）授業の展開、TTによる展開
英語と他教科を連携させた模擬授業を行うため、グループで設
定した課題を達成するための
効果的な指導案作り、教材作りに取り組む。

指導案、教材作りに取り組む。

4時間

第11回

指導案作成・模擬授業（1）中間まとめ・これまでの振り返り

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

これまでの講義内容を整理する。
英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
第12回

指導案作成・模擬授業（2）多様な学力差に対応する指導、小中
連携
英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
多様な学力差に対応する指導や小中連携について考える。

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

第13回

指導案作成・模擬授業（3）指導と評価の一体化

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

授業を振り返り、最終レポートを作成する。

4時間

英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
指導と評価の一体化について考える。
第14回

子どもを活かすクラスマネジメント、まとめ
授業全体のまとめ、振り返りをする。
子どもを活かすクラスマネジメントについて考える。
最終レポート（指導案作成および授業の振り返り、今後の展望
等）についての説明。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国語科指導法Ⅱ【～2018年入学生】
辻村敬三
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都府立聾学校教諭（6年）、京都府小学校教諭(14年）、京都府教育委員会指導主事（7年）の勤務経
験（全14回）

授業概要
本授業は、国語科における実践研究の動向を知り、主体的・対話的で深い学びを実現する国語科授業の在り方を実践的に探求することを目標と
します。まず、小学校国語科の各領域ごとに実践研究の動向を概説し基本的な理解を図ります。次に、優れた実践事例を分析し、授業設計にお
ける視点を明確にします。その上でグループごとに研究授業案を作成し、模擬授業を通して実践的な検討を加えます。これら一連の実践的研
究を考察し、各自が授業研究レポートを作成し、交流・検討を通してさらに深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教科に関する教養

国語科教育の基礎理論及び関連する学問分
野の知見を援用して、創造的で効果的な授業
設計ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

指導技能

授業分析・検証の基礎を理解し、実践事
例の分析､検討を通して授業改善の視
点を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業研究を通して国語科授業の在り方につい
て探求し、自らの課題を明確にする。

2 ．DP5.計画・立案力

主体的・対話的で深い学びを実現する国語科
授業の単元を構想する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究授業の分析レポート
60％
総括レポート
30％
模擬授業への参加
10％

： 講義、グループディスカッションの内容を踏まえ、授業研究の成果を盛り込んだ研究授業分析レ
ポートが作成できていることを基準に評価する
： 国語科の授業に係る理論の基本を理解した上で、実践的に研究授業の考察がされていることを基
準に評価する。
： 模擬授業の事前準備、グループディスカッションへの参加、授業研究会での発言を総合的にとらえ
て評価する。

使用教科書
指定する
著者
辻村敬三

タイトル
・

出版社

国語科内容論×国語科指導法
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・ 東洋館出版

出版年
・

2019 年
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参考文献等
文部科学省 『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）解説 国語編』 東洋館出版
参考書・参考資料等
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）』東洋館出版 2017年

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「国語科内容論」「国語科指導法」で身につけた知識や技能をさらに発展、深化させることをめざした授業である。自ら課題を設定し、主体
的に授業研究に取り組もうとする態度が求められる。原則として国語科内容論・国語科指導法を修得または履修中のこと

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（10:40－12:10）

場所：

辻村研究室(中央館2階）

備考・注意事項： 授業の前後にも質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学習指導要領国語科に示された学習理論と実践化への視点・展
望
国語科の学習指導理論について、読むことを中心に取り上げ、国
語科の授業の基本的な在り方について理解し、主体的・対話
的で深い学びを実現する国語科授業の在り方を考察します。

第2回

「読むこと（文学的な文章）」の実践研究の動向と実践事例
「読むこと（文学的な文章）」の実践研究の動向につい
て学び、代表的な実践事例を取り上げてグループで分析、検討し
て特徴や優位性、課題などについて考察します。

第3回

授業分析・検証の方法
践事例の分析・検討

～「読むこと（文学的な文章）」の実

教育実習等で実践した自らの実践事例や収集した実践事
例を持ち寄って分析し、読むことの授業の課題と改善方向につい
て考察します。
第4回

「読むこと（文学的な文章）」の研究授業案の作成
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「文学的な文章を読むこ
と」）を作成します。

第5回

模擬授業及び授業研究会の実施

～物語を読むことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。
第6回

研究論文作成の基礎

～授業研究レポートの作成～

授業分析の方法を学び、その手法を使って自グループが作成し
た指導案を分析、検討します。グループ相互の交流を通して考
察を深め、指導案に改善を加えます。模擬授業、授業研究
会を通して得た結論や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トにまとめます。
第7回

「書くこと」の実践研究の動向と実践事例の分析・検討
「書くこと」の実践研究の動向について学び、代表的な実践事
例を取り上げてグループで分析、検討して特徴や優位性、課題な
どについて考察します。

第8回

「書くこと」の研究授業案の作成と検討
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「書くこと」）を作成し
ます。

第9回

模擬授業及び授業研究会の実施

～書くことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。模擬授業、授業研究会を通し
て得た気付きや考察を国語教育理論と関連付けてレポートにまと
めます。
第10回

授業研究レポートの作成と交流・検討会

～書くことの授業～

各自が作成した「話すこと・聞くこと」に関する研究レポー
トを発表、交流し、研究視点を明確にしたうえで、「話すこ
と・聞くこと」の学習指導の在り方と課題を検討します。
第11回

「話すこと・聞くこと」の実践研究の動向と実践事例の分
析・検討
「話すこと・聞くこと」の実践研究の動向について学び、代表
的な実践事例を取り上げてグループで分析、検討して特徴や優位
性、課題などについて考察します。

第12回

「話すこと・聞くこと」の研究授業案の作成
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「話すこと・聞くこ
と」）を作成します。
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「国語科内容論×国語科指導
法」のP66~P74を読み､P74の「ワー
ク５」に取り組む

4時間

「国語科内容論×国語科指導
法」のP138~P148を読み､P148の「ワー
ク1」に取り組む

4時間

「国語科内容論×国語科指導
法」のP149~P157を読み､疑問点や質問を箇条
書きにまとめる

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間

本時の模擬授業について、評価できる点と改
善すべき点を箇条書きにまとめる。

4時間

読むことに関する授業研究レポートを作成す
る

4時間

授業で取り上げた書くことの実践理論の中か
ら1つを取り上げて、特徴と課題をレポートに
まとめる。

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間

模擬授業、授業研究会を通して得た気付き
や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トを作成する。

4時間

授業での議論を踏まえ、作成したレポー
トを改善し、完成させる。

4時間

授業で取り上げた話すこと・聞くことの実践
理論の中から1つを取り上げて、特徴と課
題をレポートにまとめる。

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間

6106

第13回

模擬授業及び授業研究会の実施

~話すこと・聞くことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。模擬授業、授業研究会を通し
て得た気付きや考察を国語教育理論と関連付けてレポートにまと
めます。
第14回

総括と質疑

～今後の実践研究の課題と展望～

本授業で作成した授業研究レポートを振り返り、各自の実践研
究の成果と課題について交流し、今後の実践研究に向けての展
望を明らかにします。

89

模擬授業、授業研究会を通して得た気付き
や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トを作成する。

4時間

これまでの授業案作成、模擬授業で作成し
た教材やワークプリント等を見直し、成
果と課題を整理する。

4時間

6111

434

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会科指導法Ⅱ【～2018年入学生】
丸野亨
4年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教諭1年、副校
長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
暗記教科のイメージが強い社会科から脱却し、子供が考える社会科の授業が展開できるように、実践的な指導力の育成を図る。教材開発・研
究、発問、ワークシート、学習形態、評価といった視点から具体的な指導法を理解し、指導案作成、教材準備、模擬授業の実施によってそれら
を身に付ける。模擬授業においては授業担当班以外の学生は子供役として参加することで、子供の立場で授業づくりを捉えられるようにす
る。また、模擬授業後のリフレクションを重ねることを通して「授業の見方」も身に付けられるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

導入の工夫と体験的な学習

体験的な学習を取り入れた導入の工
夫を考え、模擬授業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

体験的な学習を取り入れた導入の工夫を考え
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
各授業の振り返り

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、授業づくり上の課題を解決す
るために、主体的かつ協調的に参加している。
： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。

30％
期末課題
40％

： 子供が考える社会科授業づくりに向け、自身の模擬授業で見出した成果と課題を踏まえて、さら
に工夫することができる。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説「社会
編」

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年3月告示）東洋館出版
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成20年3月告示）
その他授業中に適宜紹介する

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ

90

・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6111
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと授業目標立案
授業の流れ・内容・評価に関するガイダンス。また、この授
業で学びたいことを考え、各自の授業の目標を設定するととも
に模擬授業単元を決める。

第2回

教材研究と授業準備
模擬授業に向けそれぞれの単元の目標・内容について確認し、模
擬授業で扱う教材について考える。

『小学校学習指導要領解説・社会編』を読ん
でおく

4時間

模擬授業で取り上げるべき教材について考え
をまとめる。

4時間

第3回

学習形態と授業準備
子供が学習の主体となって進む問題解決学習における様々な学習
形態について理解するとともに、模擬授業計画と結び付けなが
ら考える。

模擬授業の流れについて考えをまとめる。

4時間

第4回

ワークシートの工夫・資料読解指導と授業準備
子供が考えを広げたり深めたりすることのできるワークシー
トの工夫や資料読解指導の在り方について理解するとともに、模
擬授業計画と結び付けながら考える。

模擬授業に向けてワークシートを作成する。

4時間

第5回

子供の思考を促す板書と授業準備
社会科における板書の役割や特徴、バリエーションについて生活
科における板書の重要性について理解するとともに、模擬授業計
画と結び付けながら考える。

模擬授業に向けた板書計画を立てる。

4時間

第6回

評価計画と授業準備

構想している模擬授業計画に評価計画を位置
付ける

4時間

暗記科目のイメージの大きな原因となっている知識・理解を中
心とした評価観を転換し、育成したい資質・能力に合った評
価の在り方について理解するとともに、模擬授業計画と結び付け
ながら考える。
第7回

身近な地域や市区町村の様子に関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第3学年の内容(1)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第8回

地域にみられる生産や販売の仕事に関する単元の模擬授業とリ
フレクション
第3学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第9回

人々の健康や生活環境を支える事業に関する単元の模擬授
業とリフレクション
第4学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第10回

自然災害から人々を守る活動に関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第4学年の内容(3)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第11回

我が国の農業や水産業における食料生産に関する単元の模擬授
業とリフレクション
第5学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第12回

我が国の産業と情報の関わりに関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第5学年の内容(4)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第13回

我が国の政治の働きに関する単元の模擬授業とリフレクション

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第6学年の内容(1)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。
第14回

我が国の歴史上の主な事象に関する単元の模擬授業とリフレク
ション
第6学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。
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433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

算数科指導法Ⅱ【～2018年入学生】
橋本隆公
3年

後期

開講時期

単位数

2

演習

該当する
小学校教員としての実務経験を通した算数科の指導に関する体験知（全14回）

実務経験の概要

授業概要
教育現場に就くことで児童の学習状況を評価する立場となる。そこで、本授業では、教科書研究の方法や児童の実態の捉え方、教材開発や学習
評価の視点を理解した上で、指導法Ⅰの課題にスポットをあてた「算数科における問題解決学習」を中心とした算数科指導法の実践を遂行す
る。特にそのための指導のあり方や実践に即した指導案作成などの授業実践力を十分に身につけるとともに、教材開発や学習評価ができること
を目的とする。具体的には、教員による模擬授業と指導案作成の指導後、協同的に指導案作成、および、模擬授業に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

算数科指導法Ⅰの課題に即した算数科におけ
る問題解決学習に関する実践力

指導のあり方や実践に即した指導案作成など
の授業実践力を十分に身につけるととも
に、教材開発や学習評価ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

教材開発や学習評価が伴う指導案作成、およ
び、模擬授業実践ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中に行う期末試験

： 算数科指導法Ⅰの課題に即した算数科における問題解決学習に関する実践に関する知識
40％

授業中に行う模擬授業

： 課題に即し、自ら作成した指導案と、その指導案に基づく模擬授業の技能面
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などをワークシー
トの記述や討議会を通して評価する。

使用教科書
指定する
著者
橋本隆公他

タイトル
・

小学校算数
実践編

出版社
授業力を磨く

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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新

・ 啓林館

出版年
・

2021 年

6116
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・金の昼休み

場所：

個人研究室７６
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －算数科指導法Ⅰの振り返りと算数科指
導法Ⅱの課題設定－
授業の目的・概要・スケジュール、および、教員による模範授
業と課題の抽出

抽出した課題に関する教材研究

4時間

第2回

算数科における教材開発と学習評価の視点についての説明
課題抽出ワークシートを活用して、教材開発構想を交流し、模擬
授業担当者を決定する。

教材開発と学習評価の文献研究

4時間

第3回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（１）板書や発問に着
目して
板書や発問に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解
決する。

指導案作成・修正、および、板書や発
問に関するふり返り

4時間

第4回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（２）学習のめあてやま
とめに着目して
学習のめあてやまとめに着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、学習のめあてや
まとめに関するふり返り

4時間

第5回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（３）個別指導や机間指
導に着目して
個別指導や机間指導に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、個別指導や机間
巡視に関するふり返り

4時間

第6回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（４）学び合いやグルー
プ活動に着目して
学び合いやグループ活動に着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、学び合いやグ
ループ活動に関するふり返り

4時間

第7回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（５）ノート指導やワー
クシートに着目して
ノート指導やワークシートに着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、ノート指
導やワークシートに関するふり返り

4時間

第8回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（６）言語活動や発表方
法に着目して
言語活動や発表方法に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、言語活動や発表
方法に関するふり返り

4時間

第9回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（７）活用力や発展教
材に着目して
活用力や発展教材に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、活用力や発展教
材に関するふり返り

4時間

第10回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（８）メタ認知や学習感
想に着目して
メタ認知や学習感想に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、メタ認知や学習
感想に関するふり返り

4時間

第11回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（９）学習評価に着目し
て
学習評価に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解決す
る。

指導案作成・修正、および、学習評価に関す
るふり返り

4時間

第12回

指導法Ⅰの課題の解決に向けた指導法（１０）評価計画に着
目して
評価計画に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解決す
る。

指導案作成・修正、および、評価計画に関す
るふり返り

4時間

第13回

教材開発構想ポスターセッション
各自の教材開発（模擬授業担当者は、模擬授業と研究討議の内
容も含めて）をポスターセッション形式を想定してまとめ、プレ
ポスターセッションに取り組む。

教材開発構想ポスターセッションの準備

4時間

第14回

教材開発構想ポスターセッション
各自のポスターセッションによる相互評価を通して、教材開発構
想を自己評価する。
教員による模擬授業

教材開発構想ポスターセッションの省察

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

理科指導法Ⅱ【～2018年入学生】
福岡亮治
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都市内の小学校教諭
京都市教育委員会事務局主任主事
京都市教育委員会研究員
（全14回担当）

授業概要
本授業は、小学校の理科における理科教育および自然科学的な理論的要素と教育現場における実践的要素のつながりを図りながら、小学校の理
科授業の在り方全体を把握し、理科指導法の知識や技能の育成を目指すことを目的とする。特に児童の実態に即した授業づくりや教材作成、板
書作成および授業実践に重点を置き、工夫された指導案の立案と授業の実践力を獲得する。さらに、小学校教科書と学習指導要領に記載されて
いる内容から逸脱しないように注意しながら安全で理解が深まる発展的な理科実験の展開を考えるとともに教材開発を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

理科実験に関する教養

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の発展的な内容について理
解を深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

理科実験に関する知識・技能

安全に配慮しながら結果が明瞭になる理科実
験を実践するために学習指導要領・教科
書の分析・考察を行う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の発展的な内容について理
解を深めることができる。

2 ．DP7.完遂

理科実験の学習指導要領・教科書の分析・考
察の結果について指定の形式にそってまとめ
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
40％
グループ課題達成度
10％
授業発表（指導案作成・模擬授業）
50％

： 授業中のミニ課題レポート・ミニ課題発表等、その他授業中の論理的、積極的な発言などを評価す
る。
： 毎時与えられる理科実験の課題を解決するために理科実験の教材研究を行い、その結果の分析・考
察したレポートの内容と研究プロセスを評価する.
： 研究開発した実験を含む授業の指導案作成とその授業の発表を行う。「わかりやすく安全であるこ
と」「現場での実践が可能であること」の２観点で評価を行う。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

6121
文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

福岡亮治

・

元芸人が教える「笑っ
て学ぶ」小学校理科

理科

・ 大日本図書

・

2018 年

・ 東洋館出版社

・

2021 年

参考文献等
参考書・参考資料等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

福岡：研究室（中央館３階）

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
福岡亮治：fukuoka@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「理科指導法Ⅱ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価法と講義目的についてオリエンテーション
理科内容論・理科指導法Ⅰを振り返った上で今後の授
業の進め方、評価の方法、授業中のルール等の伝達を行い、１
５回の授業を通して獲得すべき力（実践力）の見通しを持つ

グループ課題に向けての研究計画の立案

4時間

第2回

理科における問題解決学習における授業モデルの模範授業と指
導案作成の説明
①模擬授業を児童の立場で受ける
②模擬授業を教員の立場で分析する
③①②で得た情報・知識をもとに授業および教材の分析を行う
④①～③をもとに模擬授業の指導案を作成する

模擬授業の指導案の作成

4時間

第3回

教科書内容把握と各社教科書の比較・分析
①教科書の調査・分析
②学習指導要領分析

各社教科書の比較・分析レポート

4時間

第4回

指導案立案と指導法および教材研究
①教科書の調査・分析（第3回からの続き）
②学習指導要領分析（第3回からの続き）
③①②をもとに指導案を作成

指導案立案と授業準備

4時間

第5回

授業づくり （１）「教材研究・教材開発」
①第4回目の授業を振り返り教材開発を視点としてテーマを探求
②見つけたテーマをもとに教材、授業、カリキュラムなどを探究

授業づくりに必要な材料研究と収集活動

4時間

第6回

授業づくり（２）「協働で行う授業づくり」
①第5回目の授業を振り返り授業づくりを視点としてテーマを探
求
②見つけたテーマをもとに教材、授業、カリキュラムなどを探究

授業づくりに必要な材料研究と収集活動

4時間

第7回

小学校の単元での授業実践
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのマイクロティーチングの実施

作成する授業についての全体発表交流会

4時間

第8回

小学校の単元の授業事後研究「授業を振り返ってのディスカッ
ション」
①開発した教材の発表
②それぞれの教材についての交流
③まとめ

授業事後研究議事録作成

4時間

第9回

教科書内容把握と各社教科書の再調査
第8回の交流会での学びを生かして
①教科書の再調査・分析
②学習指導要領分析

各社教科書の比較・分析レポート

4時間

第10回

指導案の再検討と指導法および教材研究
①教科書の再調査・分析（第9回からの続き）
②学習指導要領分析（第9回からの続き）
③①②をもとに指導案を再検討

指導案再構築と授業準備

4時間

第11回

小学校の単元での授業実践 リハーサル
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのリハーサル授業の実施

リハーサルを振り返り授業改善を行う

4時間

第12回

小学校の単元での授業実践 本番
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使っての授業の実施

マイクロティーチング振り返りレポート

4時間

第13回

小学校の単元の授業事後研究「授業を振り返ってのディスカッ
ション」
①開発した教材の発表
②それぞれの教材についての交流
③まとめ

授業事後研究議事録作成

4時間

第14回

課題発表会と総括
本授業に参加して理科教育に対して自分の教育観がどのように変
化したかしなかったかについての自己考察を行う。また、大学で
の学びが教育現場でどのように生かすことができるかについて
も考える。

省察レポート

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生徒・進路指導論（初等）
松田修
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・小学校の教諭、教育委員会、校長を務める。
・生徒指導の中心となる特別活動についての研究会に所属し、計画・運営に携わり、部長を務める。
（全14回担当）

授業概要
生徒・進路指導の意義、内容、児童・生徒理解、指導原理等についての知識や技能についての理解を深め指導力を身に付けるとともに、学校に
おける教育相談の役割とその基本的な考え方について概説する。また、「いじめ」「不登校」などの今日的な課題についての事例など
を取り上げ、問題の理解を深めるとともに解決の方策を探る。そのためグル－プ討議、プレゼンテ－ションやロ－ルプレ－による事例発表・実
技等も行い、理論と実践の融合を図りながら指導力を身に付ける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

生徒指導・進路指導の幅広い知識を身に付け
る

生徒指導・進路指導の基本的な問題を把
握し、その理論や方法について理解を深める
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

講義を通して、生徒指導・進路指導の今日
的な課題を見出すことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

1.授業への参加度

： 授業中の発言、質疑応答、毎回の授業振り返りカード
30％

2.授業内課題

： 授業において提示する役割分担や課題提出で評価する
20％

3.定期試験
50％

： 基礎的な知識を問う問題ならびにテーマに沿った論述問題で、後者は記述内容の論理性や質
的な深まりを評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省

・

出版社

生徒指導提要

・ 教育図書

出版年
・

年

参考文献等
・『よくわかる生徒指導・キャリア教育』小泉令三

2012年

ミネルヴァ書房

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。テキストの『生徒指導提要』をもとに、予習を行った
り「授業外学修課題」に取り組んだりして、次回の授業に備えること。また、授業内で配布されるプリントを基に復習に取り組むことが望まれ
る。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡

97

6147
場所：

研究室中央館５階

備考・注意事項： 詳細については、初回の講義時に連絡します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

生徒指導の意義と教育課程における位置づけ
本授業の目標・内容・評価の在り方や生徒指導の意義・方法原
理、教育課程における位置づけ、及び学校内での組織などについ
て学ぶ。

第2回

学校現場における生徒指導

生徒指導における目標・内容及び校内組織や生徒指導を支える人
間観や指導観について学ぶ。
第3回

生徒指導と他の教育活動との関連
事例を基にしながら、生徒指導と各教科・道徳教育・特別活動
等の指導とのかかわりについて学ぶ。

第4回

生徒指導と児童理解
生徒指導の基本となる児童理解についての考え方・対象・方
法・発達等について学ぶ。

第5回

生徒指導と教育相談

教育相談の意義・特質、基本的な対応、校内体制の在り方などに
ついて学ぶ。
第6回

「少年非行・問題行動」と生徒指導

少年非行・問題行動についての理解を深め、早期発見やその対
応の基本について学ぶ。
第7回

「いじめ」問題と生徒指導
いじめ」問題についての定義や構造、現状等を理解し、その対
応や取り組みについて学ぶ。

第8回

「いじめ」問題の対応・指導の実際（ロールプレイを通して）
「いじめ」事例のロールプレイを通して、「いじめ」への具体
的な対応の仕方について学ぶ。

第9回

「不登校」問題と生徒指導
「不登校」問題の現状や定義について理解をするとともに、そ
の対応や専門機関との連携について学ぶ。

第10回

「いやがらせ」問題の対応と指導の実際（アサーションを通し
て）
「アサーション」についての理解を深め、実習を通して、問題行
動の対応・予防について学ぶ。

第11回

「体罰・懲戒」の定義・指導の在り方、家庭・地域・関係機
関との連携
懲戒」や「体罰」について理解を深めるとともに、児童・生徒へ
の指導の在り方や関連機関との連携について学ぶ。

第12回

進路指導・キャリア教育の基本的概念、学校の組織

進路指導・キャリア教育の基本的概念やその背景にある理論等に
ついて学ぶとともに、学校の組織を通してキャリア教育を推進す
るための取り組みやカリキュラム・マネジメントについて学ぶ。
第13回

進路指導・キャリア教育の必要性と育てたい力

今日、勤労観・職業観が求められる背景について理解を深めると
ともに、キャリア教育で育てたい態度や力について学ぶ。
第14回

これからの学校における進路指導・キャリア教育
今後の学校教育における進路指導・キャリア教育の在り方につい
て、答申などを基に学ぶ。
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テキストをもとに、生徒指導の意義や教育課
程における位置づけについて概観してお
く。また、配布資料を基に復習を行う。

4時間

テキストをもとに生徒指導体制の基本
的な考え方や組織について概観しておく。ま
た、配布プリントをもとに本時の復
習を行う。

4時間

テキストをもとに、生徒指導と他の教育活
動との関連について概観しておく。また、配
布プリントをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストをもとに、児童理解について概観し
ておく。また、配布プリントをもとに本
時の復習を行う。

4時間

テキストや自分の経験を基に、教育相
談の在り方やその意義について整理してお
く。また、配布プリントをもとに本時の復
習を行う。

4時間

テキストをもとに、少年非行や問題行動につ
いて早期発見や予防策などについて自分なり
の考えを整理しておく。また、配布プリン
トをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストや自己の体験を踏まえて「いじ
め」について整理しておく。また、配布プリ
ントをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストや自己の体験を踏まえて「いじ
め」について整理しておく。また、配布プリ
ントをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストをもとに「不登校」の定義や現
状の課題について概観しておく。また、配
布プリントをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストをもとに「アサーション」について
の理解を深めておく。また、配布プリントを
もとに本時の復習を行う。

4時間

テキストをもとに「体罰・懲戒」について整
理しておく。また、配布プリントをもとに復
習を行う。

4時間

キャリア教育の歴史について概観したり、学
校組織の中でどのようにキャリア教育が進め
られるのかを概観しておく。また、配布プリ
ントをもとに本時の復習を行う。

4時間

テキストをもとにキャリア教育が求められ
る背景やキャリア教育で育てる態度や力につ
いて整理しておく。また、配布プリントをも
とに本時の復習を行う。

4時間

配付資料をもとに復習し、進路指導・キャリ
ア教育の今後の在り方について理解を深め
る。

4時間

6151
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校教育相談（初等）【2019年入学生～】
米田薫
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

中学校教諭として14年間勤務の後、教育委員会にて教育相談・適応指導教室担当として7年間従事。そ
の後、公立中学校スクールカウンセラーを続けている。【全14回】

授業概要
教育相談は、教育上の心理的な諸問題に対する援助活動で、学校で行われるものと教育相談機関で行われるものがある。本科目は、前者におけ
る子どもや保護者の指導・援助に資する理論とスキルの習得を目指す。その意義や担うべき役割を問題解決的・予防的・開発的機能を踏ま
え、個と集団の両面から授業を展開する。予防的・開発的教育相談の集団体験や個別面接のロールプレイを通じて教育相談の基礎を体得す
る。あわせて、いじめや不登校、学級経営、発達に課題のある子どもへの支援、家庭や他機関との連携についても理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育相談に関する基本的な事項の理解

教育相談に対する関心を深め、基本的な事
項を説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育相談に関する基本的なスキルの習得

教育相談に関する習得したスキルをロールプ
レー等を通じて示すことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校教育相談に関して、今日的な課題を見
出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

授業内の演習で内省した事柄を適切に自己開
示することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績は不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内テスト

： 授業内に実施する基礎的事項に関するテストにより評価する。
10％

課題ワークシート

： 授業内に課した課題に関するレポートにより評価する。
60％

ロールプレイ、課題プレゼンテーショ ： 授業内に実施するロールプレイやプレゼンテーションにより評価する。
ン等
20％
定期試験（レポート）

： 授業で示された課題についてレポートし、指定された期間内に提出する。
10％

使用教科書
指定する
著者
米田薫

タイトル
・

出版社

『改訂版 厳選 教員が使え
る５つのカウンセリング』
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・ ほんの森出版

出版年
・

2019 年

6151

参考文献等
・日本教育カウンセラー協会編「新版 教育カウンセラー標準テキスト 初級編・中級編」

図書文化

2013年

他は授業中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時間目

場所：

中央館５階127

備考・注意事項： 質問はＥメール（yoneda@osaka-seikei.ac.jp)でも対応する。件名に「学校教育相談：質問：○○（送信者の氏名）」とし
た上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育相談とは
教育相談の定義、領域と内容 歴史と展開、学校教育相談の特
質と学校内の体制について学びます。

第2回

教育相談の基礎
学校教育相談に用いられる諸理論とアセスメントについて学びま
す。

シラバスを読む。教育相談の定義、領域と内
容を説明できるようにする。

4時間

前時の復習と本時の予習。基本とな
る接し方のレポート作成

4時間

第3回

集団対象の教育相談（１）ー自他理解をテーマとする構成的グ
ループエンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己理解を深めるエクササイ
ズを体験します。

前時の復習と本時の予習。授業体験レポー
トの作成

4時間

第4回

集団対象の教育相談（2）ー自己受容を深める構成的グループエ
ンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己受容をテーマとするエクサ
サイズを体験します。

前時の復習と本時の予習。自己分析レポー
トの作成

4時間

第5回

集団対象の教育相談（3）ーソーシャルスキル教育

前時の復習と本時の予習。習得したスキ
ルの活用レポート作成

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。摸擬面接レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。最終レポートの作
成

4時間

人間関係形成・問題解決・感情コントロールをテーマとするソー
シャルスキル教育について学び、その発展形であるSELについて
も触れます。
第6回

個別面接の基本（１）ー非言語的側面
個別面接の際のポイントとなる非言語的側面について学びます。

第7回

個別面接の基本（２）ー言語的側面
個別面接の際のポイントとなる言語的側面について学びます。

第8回

個別面接の基本（3）ー模擬面接
個別面接の基本として学んだ事項を模擬面接を通じてスキ
ルを磨きます。

第9回

発達と学習についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第10回

不登校についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第11回

いじめ・反社会的行動についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第12回

特別支援教育について
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第13回

キャリア教育とキャリアカウンセリング
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第14回

教育相談の現状と展望
チーム援助、外部機関との連携、保護者支援、危機対応につい
て学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校教育相談【～2018年度入学生】
米田薫
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

中学校教諭として14年間勤務の後、教育委員会にて教育相談・適応指導教室担当として7年間従事。そ
の後、公立中学校スクールカウンセラーを続けている。【全14回】

授業概要
教育相談は、教育上の心理的な諸問題に対する援助活動で、学校で行われるものと教育相談機関で行われるものがある。本科目は、前者におけ
る子どもや保護者の指導・援助に資する理論とスキルの習得を目指す。その意義や担うべき役割を問題解決的・予防的・開発的機能を踏ま
え、個と集団の両面から授業を展開する。予防的・開発的教育相談の集団体験や個別面接のロールプレイを通じて教育相談の基礎を体得す
る。あわせて、いじめや不登校、学級経営、発達に課題のある子どもへの支援、家庭や他機関との連携についても理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育相談に関する基本的な事項の理解

教育相談に対する関心を深め、基本的な事
項を説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育相談に関する基本的なスキルの習得

教育相談に関する習得したスキルをロールプ
レー等を通じて示すことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校教育相談に関して、今日的な課題を見
出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

授業内の演習で内省した事柄を適切に自己開
示することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績は不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内テスト

： 授業内に実施する基礎的事項に関するテストにより評価する。
10％

課題ワークシート

： 授業内に課した課題に関するレポートにより評価する。
60％

ロールプレイ、課題プレゼンテーショ ： 授業内に実施するロールプレイやプレゼンテーションにより評価する。
ン等
20％
定期試験（レポート）

： 授業で示された課題についてレポートし、指定された期間内に提出する。
10％

使用教科書
指定する
著者
米田薫

タイトル
・

出版社

『改訂版 厳選 教員が使え
る５つのカウンセリング』
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・ ほんの森出版

出版年
・

2019 年

6152

参考文献等
・日本教育カウンセラー協会編「新版 教育カウンセラー標準テキスト 初級編・中級編」

図書文化

2013年

他は授業中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時間目

場所：

中央館５階127

備考・注意事項： 質問はＥメール（yoneda@osaka-seikei.ac.jp)でも対応する。件名に「学校教育相談：質問：○○（送信者の氏名）」とし
た上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育相談とは
教育相談の定義、領域と内容 歴史と展開、学校教育相談の特
質と学校内の体制について学びます。

第2回

教育相談の基礎
学校教育相談に用いられる諸理論とアセスメントについて学びま
す。

シラバスを読む。教育相談の定義、領域と内
容を説明できるようにする。

4時間

前時の復習と本時の予習。基本とな
る接し方のレポート作成

4時間

第3回

集団対象の教育相談（１）ー自他理解をテーマとする構成的グ
ループエンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己理解を深めるエクササイ
ズを体験します。

前時の復習と本時の予習。授業体験レポー
トの作成

4時間

第4回

集団対象の教育相談（2）ー自己受容を深める構成的グループエ
ンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己受容をテーマとするエクサ
サイズを体験します。

前時の復習と本時の予習。自己分析レポー
トの作成

4時間

第5回

集団対象の教育相談（3）ーソーシャルスキル教育

前時の復習と本時の予習。習得したスキ
ルの活用レポート作成

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。摸擬面接レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。最終レポートの作
成

4時間

人間関係形成・問題解決・感情コントロールをテーマとするソー
シャルスキル教育について学び、その発展形であるSELについて
も触れます。
第6回

個別面接の基本（１）ー非言語的側面
個別面接の際のポイントとなる非言語的側面について学びます。

第7回

個別面接の基本（２）ー言語的側面
個別面接の際のポイントとなる言語的側面について学びます。

第8回

個別面接の基本（3）ー模擬面接
個別面接の基本として学んだ事項を模擬面接を通じてスキ
ルを磨きます。

第9回

発達と学習についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第10回

不登校についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第11回

いじめ・反社会的行動についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第12回

特別支援教育について
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第13回

キャリア教育とキャリアカウンセリング
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第14回

教育相談の現状と展望
チーム援助、外部機関との連携、保護者支援、危機対応につい
て学びます。
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育教育課程論（幼稚園）
片岡章彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
私立幼稚園にて教諭として21年間勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、国内外の保育における計画と評価の理論と実際について学び、質の向上という観点から保育の課程を動態的に理解することをねらい
とする。保育・教育課程の編成および、計画と評価の意義、種類、留意事項などに関し、保育の特性を踏まえて基本的な考え方を学びなが
ら、幼稚園や保育所等での実際例の分析や指導計画案の作成を行い、具体的な理解を深める。これらをふまえ、計画、実践、省察・評価、改
善の過程について、全体構造を動態的に理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

保育の計画と評価の基礎知識

保育の計画と評価の意義、保育・教育課
程の編成と指導計画の作成、計画－実践－省
察・評価－改善の過程について理解し、説
明することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

保育指導計画案を作成することができる。

2 ．DP6.行動・実践

保育者を目指す自覚を持ち、主体的、継続
的に課題に取り組むことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
30％
保育指導計画案の作成

： 各回１～２点で評価し、合計30点満点とする。必要事項が全て書き込まれていれば2点、記入に部
分的不足があれば1点とする。
： 留意点を全て網羅していれば15点満点とする。

15％
授業への積極的参加・貢献
15％
期末レポート課題

： 事前ワークの提出回数、交流への積極的参加と発表、質問に対する積極的・適切な答えを総合し
て評価する。
： 授業内容を踏まえながら、自分なりの考えを理論的かつ具体的に述べられているか。

40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

文部科学省 厚生労働省内閣府

・

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領 ＜原本＞※最新
版がでた場合は、最新版に追
加・変更の可能性があります

・ チャイルド本社

・

2017 年

佐藤 哲也 （編）

・

保育・教育課程論〔改訂版〕
(子どもの心によりそう)

・ 福村出版

・

2018 年
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参考文献等
幼稚園教育要領解説
保育所保育指針解説

文部科学省 (著)
厚生労働省 (編)

フレーベル館
フレーベル館

2018
2018

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

昼休み（水以外）及び授業前後

場所：

授業の教室及び片岡研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：本授業の目標・内容・評価、幼稚園教育
要領の基本等について理解する
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。また、DVD「保育士の仕事と役割」を視聴し、保育実践の背
後にある計画について考える。

シラバスを読み、授業概略を理解する。 キー
ワード：保育の計画

4時間

第2回

幼稚園教育要領の改訂の変遷と経緯

事前ワークに取り組む（テキスト『子ども
の心によりそう保育・教育課程論』第1章を予
習する） キーワード：カリキュラム・教育課
程・保育課程・指導計画

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第2章を予
習する） キーワード：指導計画の種類・計
画の意義・評価

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第3章を予
習する） キーワード：PDCAサイクル・質の向
上

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第4章を予
習する） キーワード：幼稚園教育要領・幼稚
園教育の基本・教師の役割・保育所保育指
針・保育所保育の特性

4時間

事前ワークに取り組む（テキス
ト第５・６章を予習する） キーワード：発達
過程区分・園生活への適応過程

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第7章を予
習する） キーワード：保育･教育課程の編
成の原則・ねらいと内容

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第8章を予
習する） キーワード：長期の指導計画・短
期の指導計画・日案の書き方

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第9章を予
習する） キーワード：計画のつながり

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第10章を予
習する） キーワード：計画と実践

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第11章を予
習する） キーワード：省察・記録

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第12章を予
習する） キーワード：自己評価・第三者評
価・相対評価・絶対評価・到達度評価・個人
内評価

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第13章を予
習する） キーワード：計画の再編成

4時間

事前ワークに取り組む（テキスト第14章を予
習する） キーワード：幼稚園幼児指導要
録・保育所児童保育要録・保幼小連携

4時間

幼稚園教育要領の改訂の変遷と主な内容について社会的背
景を踏まえて改訂が実施された経緯とその意味を理解する。
第3回

外国における保育教育課程から、日本におけるカリキュラ
ムの基礎理論の振り返りと理解。
カリキュラムの基礎的な理論について諸外国のカリキュラ
ムを含めて広い視野で学ぶ。

第4回

教育課程が社会において果たしている役割や機能
教育課程が社会において果たしている役割や機能について、0歳
児から小学校低学年までの広い視野で理解する。

第5回

幼稚園教育要領と保育所保育指針にみる教育課程編成と保育課
程編成の比較と原理の理解。
幼稚園教育要領と保育所保育指針において、保育の計画がど
う扱われているかを理解する。

第6回

幼稚園教育要領にみる教育課程編成の基本原理を理解する。
幼稚園教育要領にみる教育課程編成の基本原理を理解し、その構
造についても学ぶ。

第7回

教育課程の編成と長期計画と短期計画を理解する。
保育・教育課程の編成について、長期計画および短期計画の位
置づけを学ぶ。

第8回

教育課程における保育内容５領域と子どもの発達と教育実
践の関係
保育内容５領域と子どもの発達と教育実践の関係について理
解し教育課程の編成を考える。

第9回

障がい児保育や、病児保育における教育課程の編成
気障がい児保育や、病児保育のあり方を志向し、教育課程の編
成から月案、週案を考え展開する。

第10回

地域の特性を生かした、長期的な教育課程編成
地域住民の実態や地域の特性を生かした、幼児にふさわしい長期
的な教育課程編成について理解する。

第11回

作成した教育課程編成の省察を行い再編成をする。
作成した教育課程編成の省察を行い、アクティブ・ラーニングに
おいて検証しながら教育課程の再編成をする。

第12回

カリキュラム・マネジメントの意義や重要性と教育課程編成

幼稚園教育要領に規定するカリキュラム・マネジメントの意
義や重要性を理解しながら、教育課程編成、月の指導計画の構
築と評価を行う。
第13回

ＰＤＣＡサイクルと保育の質の向上について
教育課程編成と長期教育計画、短期教育計画の関連から、ＰＤＣ
Ａサイクルと保育の質の向上について具体的に理解する。

第14回

小学校との連携（幼稚園幼児指導要録と保育所児童保育要
録）について
カリキュラム評価の基礎的な考え方を理解し、小学校との連
携（幼稚園幼児指導要録と保育所児童保育要録）について考察を
する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育内容総論
石田貴子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、幼稚園及び保育所における保育を構造的・総合的にとらえ、具体的な保育実践とのつながりにおいて保育内容を理解することをねら
いとする。幼稚園教育要領及び保育所保育指針それぞれの各章の関連性を読み取り、歴史的変遷を踏まえて今日の保育内容を理解する。そ
の上で、保育に必要な観察・記録の視点を習得し、発達に即した子ども理解と保育内容の展開について、実践と結びつけて学習する。事例研
究や模擬保育などを適宜実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

保育内容の総合的理解

保育を構造的・総合的にとらえ、具体的な保
育実践とのつながりにおいて保育内容を理
解することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

グループワーク等の中で互いの学び
を深め合い、自らの課題を発見することがで
きる。

2 ．DP8.意思疎通

グループワークに積極的に参加し、意見を交
換することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
30％
模擬保育・実践発表
20％
定期試験(学期末）
50％

： 各回2点×14回。授業外学修をもとに、必要事項がすべて書き込まれている：2点、記入に部分的不
足がある：1点。特に優れている場合、+1～2点とする。
： 指人形と指導案を作成し、自己紹介の模擬保育を行う。人形作成：5点満点（工夫、丁寧さ）、指
導案：5点満点（ねらいと内容の適切さ、発達への配慮、展開）、模擬保育：10点満点（表
情、話し方、内容）で評価する。
： 幼稚園教育要領及び保育所保育指針の内容と相互の関連性を理解し、保育の営みを構造的・総合
的にとらえることができているかどうかを問う。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省 厚生労働省

タイトル
内閣府 ・

出版社

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＞
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・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

6163
佐藤哲也

・

子どもの心によりそう保育内容
総論

・ 福村出版

・

2018 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説』文部科学省（2018年）フレーベル館
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編（2018年）フレーベル館
・『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省（2018年）フレーベル館
ほか、適宜、授業時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業で通知します

場所：

中央館２F75研究室

備考・注意事項： 質問先：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学部(教育学部以外）・学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －本授業の目標・内容・評価等につい
て／保育内容と保育の基本
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。また、テキスト第1章を読み、保育内容と保育の基本につい
て既習内容を確認し、保育の全体を俯瞰的にとらえる。

テキスト第1章「保育内容と保育の基
本」を読み、ワークに取り組む。

4時間

第2回

保育内容の歴史的変遷

テキスト第2章「保育内容の歴史的変
遷」を読み、ワークに取り組む。

4時間

テキスト第3章「子どもの発達の特性と保育内
容」を読み、ワークに取り組む。

4時間

テキスト第4章「個と集団の発達と保育内
容」を読み、ワークに取り組む。

4時間

テキスト第5章「保育における観察と記
録」を読み、ワークに取り組む。

4時間

テキスト第6章「養護と教育が一体的に展開す
る保育」を読み、ワークに取り組む。自己紹
介のための人形と指導案を作成する。

4時間

テキスト第7章「環境を通して行う保
育」を読み、ワークに取り組む。自己紹介の
ための人形と指導案を作成する。

4時間

テキスト第8章「遊びによる総合的な保
育」を読み、ワークに取り組む。自己紹介の
ための人形と指導案を作成する。

4時間

テキスト第9章「生活や発達の連続性に考慮し
た保育」を読み、ワークに取り組む。自己紹
介のための人形と指導案を作成する。

4時間

テキスト第10章「家庭、地域、小学校との連
携を踏まえた保育」を読み、ワー
クに取り組む。自己紹介のための人形と指導
案を作成する。

4時間

テキスト第11章「乳児保育」を読み、ワー
クに取り組む。自己紹介のための人形と指導
案を作成する。

4時間

テキスト第12章「長時間保育と保育の現代的
的な課題」を読み、ワークに取り組む。自己
紹介のための人形と指導案を作成する。

4時間

近代以降の日本における保育内容及び保育方法の歴史的変遷につ
いて学ぶ。
第3回

発達と保育内容（１）

子どもの発達の特性と保育内容

子どもの発達の特性を学び、保育内容とのつながりを理解する。
第4回

発達と保育内容（２）

個と集団の発達と保育内容

子どもの発達を「個」と「集団」の視点からとらえ、クラス経
営の基本を理解する。
第5回

保育における観察と記録
保育における観察の視点と記録の方法を学び、子ども理解に基づ
く指導計画案の作成について理解する。

第6回

保育の基本（１）

養護と教育が一体的に展開する保育

「保育」という言葉の意味を再考し、養護と教育が一体的に展
開する保育について、具体的に学ぶ。授業の後半では、模擬保
育（自己紹介）に取り組む。
第7回

保育の基本（２）

環境を通して行う保育

子どもの主体的な活動が展開されるための環境構成と情報機
器の活用法について、具体的に学ぶ。授業の後半では、模擬保
育（自己紹介）に取り組む。
第8回

保育の基本（３）

遊びによる総合的な保育

子どもの遊びの重要性と5領域とのつながり、遊びの指導方法に
ついて、具体的に学ぶ。授業の後半では、模擬保育（自己紹
介）に取り組む。
第9回

保育の基本（４）

生活や発達の連続性を考慮した保育

子どもの発達を広い視野かつ長い目でとらえることの重要性を理
解し、行事の位置づけについて考える。授業の後半では、模擬保
育（自己紹介）に取り組む。
第10回

保育の基本（５）
育

家庭、地域、小学校との連携を踏まえた保

園と家庭、地域、小学校との連携の必要性と方法について、具体
的に理解する。授業の後半では、模擬保育（自己紹
介）に取り組む。
第11回

保育の多様な展開（１）

乳児保育

乳児保育（3歳未満児保育）の需要が増大している現状を踏ま
え、3歳未満児の特性と必要な配慮について具体的に学ぶ。授
業の後半では、模擬保育（自己紹介）に取り組む。
第12回

保育の多様な展開（２）

長時間保育

ライフスタイルの変化を踏まえ、長時間保育をはじめとする保
育の現代的な課題について学ぶ。授業の後半では、模擬保育（自
己紹介）に取り組む。
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第13回

保育の多様な展開（３）
育

特別な支援を必要とする子どもの保

特別な支援や配慮を必要とする子どもの保育について、「インク
ルーシブ保育」の視点から学ぶ。授業の後半では、模擬保育（自
己紹介）に取り組む。
第14回

保育の多様な展開（４）

多文化共生の保育

グローバル化が進む社会状況を踏まえ、多文化共生の視点から保
育のあり方を考える。授業の後半では、模擬保育（自己紹
介）に取り組む。
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テキスト第13章「特別な支援を必要とす
る子どもの保育」を読み、ワー
クに取り組む。自己紹介のための人形と指導
案を作成する。

4時間

テキスト第14章「多文化共生の保育、いのち
を大切にする心を育む保育」を読み、ワー
クに取り組む。自己紹介のための人形と指導
案を作成する。

4時間

6171

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

領域（健康）
可兒勇樹
2年

前期

開講時期

単位数

2

演習

該当する
保育士として保育園に勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
乳幼児期の体・心・社会性の発育発達について理解し、生きる力の基本となる睡眠・食育・運動について正しい習慣を身に付けることが大切で
あることを学習する。特に、運動遊びが心身の健全な発育・発達に大きな影響を及ぼすことを生理学的に理解し、年齢に応じた運動遊びを「幼
児期の運動指針」に基づき理解する。また、幼児期の運動能力・身体活動量に応じた運動遊びの分類、幼児期運動指針を用いたグループ討
論（アクティブラーニング）を実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

乳幼児期の健康について理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

安全効果的に運動あそびを遂行するのに必
要な専門知識を修得する。

乳幼児期の運動遊びを深く理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代の子どもを取り巻く生活環境と健康課
題について深く理解できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 子どもの健康について理解しているか。
40％

授業中の課題提出

： 指導者の提示したテーマに対して丁寧に作成されているか。
40％

授業への取り組みに対する意欲と態度 ：
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

三村寛一・安部惠子編

・

出版社

新・保育と健康

出版年

・ 嵯峨野書院

・

2014 年

参考文献等
『幼稚園教育要領

保育所保育指針

幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈原本〉』

チャイルド本社2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： kani@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーション・健康の定義
シラバスを基に授業の概要と１４回の授業の計画を理解し、健
康の定義について学習する。

健康について予習する。

4時間

第2回

保育における「健康」とは？
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の領域「健康」を基に保
育の基本や内容について学習する。

領域「健康」について予習する。

4時間

第3回

乳幼児期の体格と生理機能の発達
幼児期の体格、骨、歯、脳の発達について学習する。

乳幼児期の身体発育発達について予習する。

4時間

第4回

乳幼児期の心の発達
精神的発達、知的能力の発達、社会性の発達について学習する。

心の発達について予習する。

4時間

第5回

乳幼児期の生活習慣の現状
現代の生活のスタイルの乱れや問題点について学習する。

乳幼児期の生活習慣について予習する。

4時間

第6回

乳幼児期の運動機能の発達

乳幼児期の運動機能の発達について予習す
る。

4時間

乳幼児期の運動機能、運動能力の発達について学習する。
第7回

幼児期の遊びの発達
遊びの発達過程を学習する。

幼児期の遊びについて予習する。

4時間

第8回

幼児期の体格・運動能力の現状と課題
体格、運動能力の年代変化から現状と課題について学習する。

体格、運動能力の課題について予習する。

4時間

第9回

事例を用いたグループ討論（１）運動能力、身体活動量
運動能力、身体活動量について４～５人のグループで討論し、そ
の結果を代表が発表する。

運動能力、身体活動量について予習する。

4時間

第10回

幼児期の運動指針について
文部科学省から示された幼児期運動指針について学習する。

幼児期運動指針について予習する。

4時間

第11回

事例を用いたグループ討論（２）幼児期運動指針
幼児期運動指針について、４～５人のグループで検討し、その結
果を代表が発表する。

幼児の身体活動における課題を予習する。

4時間

第12回

事例を用いたグループ討論（３）運動遊び
運動遊びについて、４～５人のグループで検討し、その結果を代
表が発表する。

年齢別の運動あそびについて予習する。

4時間

第13回

安全教育と事故予防
園内における事故と傷害、応急処置、安全教育について予習す
る。

乳幼児のケガについて予習する。

4時間

第14回

運動体験を広げる行事と小学校の生活や学習で活かされる力に
ついて
運動会、水遊びなど園内での健康教育について学習する。
幼児期に育まれた健康なこころとからだはその後の成長にも影
響を与えることについて学習する。

園内の行事とその後の影響について予習す
る。

4時間
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

領域（人間関係）
山内淳子
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育内容における領域「人間関係」の位置づけ、領域「人間関係」のねらいと内容、領域相互の関連性、幼児期の人間関係力の発
達、それを援助する保育者の役割について、具体的イメージをもって理解できるようになることを目指すものであり、そのためできる限り実践
事例を取り上げていく。また、幼児期の人と関わる力の可視化（評価）のあり方、領域「人間関係」に関わる幼児期の経験と小学校以降の生
活・学びとの関連、幼児を取り巻く人間関係をめぐる現代的課題についても検討し、理解を深めることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

領域「人間関係」に関わる専門的事項の理解

領域「人間関係」のねらいと内容、幼児
期の人と関わる力の発達、その発達を援助す
る保育者の役割について具体的に理解する。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

事例に登場する幼児の立場に立って、それぞ
れの幼児の思いを想像する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への参加状況
10％
毎回の小レポート
20％
期末レポート
70％

： ペアワーク、グループワーク等、授業内活動への参加状況を評価します。積極的参加、他者への配
慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 学習ポイントを複数網羅して記述、1つの学習ポイントを掘り下げ具体的に記述、発展的意見の記
述、自分の言葉での語り直し、他のレポートには見られない独自な優れた記述等を高く評価しま
す。
： 授業内容の理解度を評価します。評価基準について詳しくは、期末レポートに関する事前説
明の際にお伝えします。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省 厚生労働省 内閣府

タイトル
・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
文部科学省 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 2018年
厚生労働省 保育所保育指針解説 フレーベル館 2018年
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 フレーベル館 2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2017 年

6172
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／領域「人間関係」のねらいと内容
保育内容における領域「人間関係」の位置づけを学ぶ。領域「人
間関係」のねらいと内容について学ぶ。

第2回

現代社会と幼児の人間関係

幼児の日々の生活や幼児同士の遊びのなかで人と関わる力が育ま
れていくことについて学ぶ。
第3回

身近な人との関わりと発達
り－

－家庭～園生活～地域への広が

家庭、園、地域等における人との関わりのなかで育つ乳幼
児の姿を思い浮かべながら、望ましい人間関係のあり方を考え
る。また、人間関係の広がりと深まりを期待した園行事とそこに
おける子どもの育ちについて考える。
第4回

保育者に求められる人間関係
保育者の見方や関わり方が幼児の人との関わりに影響を与えてい
くことを、発達のドーナッツ理論等から学ぶ。

第5回

仲間との関わりと発達

－個と集団の育ちを視点として－

実際の遊びの映像教材等を視聴し、遊びの事例から個と集
団の育ちについて学ぶ。幼児期の各年齢における集団の意味につ
いて学ぶ。
第6回

遊びのなかでの人との関わりと保育者の役割
ジの共有－

Ⅰ

－イメー

実際の遊びの映像教材等を視聴し、幼児がどのようにイメー
ジを共有して遊ぶのか、また、そのための保育者の工夫や配慮に
ついて学ぶ。
第7回

遊びのなかでの人との関わりと保育者の役割
誤の過程－

Ⅱ

－試行錯

実際の遊びの映像教材等を視聴し、幼児が遊びの中でどのよう
に試行錯誤を繰り返すのか、また、試行錯誤を繰り返すこと
で育まれるもの、さらに、その育ちをより豊かにするための保育
者の関わりについて学ぶ。
第8回

遊びのなかでの人との関わりと保育者の役割
張・葛藤・育ち合い－

Ⅲ

－自己主

実際の遊びの映像教材等を視聴し、幼児の自己主張、葛藤、他者
受容、育ち合いについて学ぶ。
第9回

遊びのなかでの人との関わりと保育者の役割
的な遊び－

Ⅳ

－協同

実際の遊びの映像教材等を視聴し、幼児の協同的な遊びとそれに
より育まれるもの、その育ちをより豊かにするための保育
者の関わりについて学ぶ。
第10回

園生活におけるきまりと道徳性・規範意識の芽生え

園生活のなかで育まれる、道徳性・規範意識の芽生えを遊び
のルールや生活のきまりから考える。
第11回

領域相互の関連性と保育展開

Ⅰ

0～2歳児

0～2歳児の生活・遊びのなかで各領域の育ちはどのように関
連し合っているのか、領域「人間関係」の育ちと他の領域の育ち
がどのように融合して実現しているのかを理解し、保育の展
開を具体的にイメージする。
第12回

領域相互の関連性と保育展開

Ⅱ

3～5歳児

3～5歳児の生活・遊びのなかで各領域の育ちはどのように関
連し合っているのか、領域「人間関係」の育ちと他の領域の育ち
がどのように融合して実現しているのかを理解し、保育の展
開を具体的にイメージする。
第13回

幼児期の人と関わる力の可視化 「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」から考える幼小接続
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「保育所保育指針解説」と「幼稚園教育要領
解説」の領域「人間関係」に関わる部分を熟
読する。

4時間

現代社会において、幼児に人と関わ
る力が育まれる場面としてどのような遊び
や生活の場面が考えられるか、これまでの体
験を振り返り記述する。

4時間

自らの幼児期を振り返り、心に残ってい
る人との関わり（エピソード）について記
述する。

4時間

自分が幼稚園や保育所に通ってい
た頃を思い出し、保育者との関わりのなか
で嬉しかったことを記述する。

4時間

これまでの保育体験を振り返り、幼児期の各
年齢における集団の意味について考え記述す
る。

4時間

幼児がイメージを共有して遊ぶために保育
者はどのような工夫ができるか、映像教材や
これまでの保育所、幼稚園等での体験をもと
に考え記述する。

4時間

幼児がのびのびと試行錯誤を繰り返すこと
を可能にする条件を、映像教材やこれまで
の保育所、幼稚園等での体験をもとに考え記
述する。

4時間

幼児が葛藤を乗り越えようとする場面で、保
育者はどのように関わるべきか、映像教材や
これまでの保育所、幼稚園等での体験をもと
に考え記述する。

4時間

授業内で紹介する協同的な遊びの事例を熟
読し、保育者の関わりとして重要だと思うも
のをリストアップする。

4時間

幼児の生活のなかにあるきまりや遊びのルー
ルを書き上げ、それぞれの意味（なぜそれ
が大切なのか）を幼児が納得できるよう
に伝えるには、どのような言葉がけが望まれ
るか考え記述する。

4時間

0～2歳児の生活・遊びの場面をいくつ
か挙げ、それぞれにおいてどのような育ち
が期待できるか多角的に考察し記述する。

4時間

3～5歳児の生活・遊びの場面をいくつ
か挙げ、それぞれにおいてどのような育ち
が期待できるか多角的に考察し記述する。

4時間

保育所保育指針解説と幼稚園教育要領解
説の「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」に関わる部分を熟読する。

4時間

6172
幼児期の人と関わる力を可視化する評価言語を学び、映像教
材を活用しながら、可視化を試みる。
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について、とくに領
域「人間関係」と関連が深いものについて、小学校以降の生
活・学びとのつながりを含め、具体的に理解する。
第14回

人間関係に関わる現代的課題

総括

人間関係に関わる現代的課題について、学生自身が幼児であっ
た頃と比較しながら考える。
全14回の授業の振り返りを行い、重要ポイントを明確にする。
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自身の幼児時代と現代との社会情勢・生活形
態の違いを調べてまとめる。全14回の授
業の振り返りを行い、理解が曖昧なままに
なっているところや疑問に思ったまま解決さ
れていないことがないか確認する。

8時間

6173

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

領域（環境）
片岡章彦
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて教諭として21年間勤務（14回）

実務経験の概要

授業概要
領域（環境）では、領域「環境」の指導に関連する、幼児の生活や遊びを通して健やかな成長を促すための環境及び幼児と環境の関係につい
て発達等を踏まえた専門的理解を身につけます。また、子どもの健やかな成長において、子どもと関わる保育者自身の好奇心や感性が影響する
ことを鑑み、この授業では実際の体験を通して一人ひとりの学生が様々に「感じる」「気づく」「考える」「挑む」経験によって、保育におい
て何が大切なのかを探求しながら領域「環境」に関わる知識・技能を身につけます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

保育の領域「環境」の理解

領域「環境」の観点からの援助・指導に関
連する専門的知識・技能の修得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもの環境との関わりを援助する際に必
要となる様々な視点を身に付け、課題を発
見する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内や授業後の課題
60％
期末のレポート課題

： 授業内容を踏まえた上で作成できているか。さらに、独自の視点・気付き・アイデアを加えること
ができているか。
： 授業内容を踏まえた上で、自分の考えを論理的にまとめることができているか。

40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
『幼稚園教育要領解説』※最新版
『保育所保育指針解説』※最新版
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』※最新版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

昼休み（水以外）及び授業前後
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出版年
・

2017 年
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場所：

片岡研究室及び授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業の進め方、課題、評価についての説
明）、保育における「環境」とは何か
保育における環境にはどのようなものがあるのかを理解する。

領域「環境」の内容に関して、自分の経
験を振り返る。

4時間

第2回

身近な自然との関わり（１）自然事象と季節

自然の中で遊んだ経験や、何で季節を感じる
ているのか、またその季節ならではの遊びに
はどのようなものがあるのかを整理する。

4時間

今までに経験した栽培活動を振り返り、印
象に残っていることやそのことを通して学ん
だり考えたことを整理する。

4時間

今まで家庭や学校等で生き物を飼育した
り関わったりした経験を振り返り、印
象に残っていることやそのことを通して学ん
だり考えたことを整理する。

4時間

ICTとは何か、また保育現場において自分な
らICTをどのように活用するのか考える。

4時間

個の遊びと集団の遊びにはそれぞれどのよう
な遊びがあるのか、またそれぞれの遊び方に
はどのような違いがあるのかを整理する。

4時間

子どもが主体性を発揮していると感じるのは
どのような姿なのか、またなぜそうおもうの
かを考え整理する。

4時間

知的発達とはどのような発達を指すのか、ま
た知的発達を遂げる経験とはどのような経
験なのかを考え整理する。

4時間

自然事象や季節を生かした保育にはどのようなものがあるのか
を理解する。
第3回

身近な自然との関わり（２）栽培活動と食育
保育現場における栽培物の種類や栽培活動の方法と意義及び栽培
活動を通して子どもに何が育つのか理解する。また、栽培活
動と食育との関連性についても理解する。

第4回

身近な生き物との関わりと飼育活動

保育現場における子どもと生き物との関わりや飼育活動の意義
及び生き物との関わりや飼育活動を通して子どもに何が育つのか
を理解する。
第5回

保育現場におけるICTの活用
保育現場においてICTがどのように活用されているのかを理解す
る。

第6回

子どもの発達と環境（１）個から集団への発達を促す環境
個から集団への乳幼児の発達過程を理解し、その発達過程におけ
る適切な環境について理解する。

第7回

子どもの発達と環境（２）主体性を育む環境
子どもの主体性を促す環境にはどのようなものがあるのか、また
なぜその環境が主体性を育ませるのかを理解する。

第8回

子どもの発達と環境（３）知的発達を促す環境
子どもの知的発達の過程を理解した上で、知的発達を促す環境に
ついて理解する。

第9回

思考力の芽生えを促す保育環境（１）数量形に対する感心・感
覚を育む遊びと環境
数量形に対する感心・感覚を育む遊びにはどのような遊びがある
のか。また、なぜその遊びは数量形に対する関心・感覚を育ませ
るのかを理解する。

数量形が含まれる遊びにはどのようなものが
るのかを整理する。

4時間

第10回

思考力の芽生えを促す保育環境（２）標識、文字に対する感
心・感覚を育む遊びと環境
標識、文字に対する感心・感覚を育む遊びにはどのような遊びが
あるのか。また、なぜその遊びは標識、文字に対する感心・感
覚を育ませるのかを理解する。

標識や文字が関係する遊びにはどのよう
な遊びがあるのかを整理する。

4時間

第11回

思考力の芽生えを促す保育環境（３）科学的思考の芽生え
を培う遊びと環境・感触遊び
科学的思考とは何か、そして科学的思考の芽生えとはどのような
ものなのかを理解する。その上で、科学的思考の芽生え
を培う遊びにはどのような遊びがあるのか。また、なぜその遊び
は科学的思考を培わせるのかを理解する。

科学遊びに使う道具や科学遊びにはどのよう
な遊びがあるのか整理する。

4時間

第12回

地域に親しむ・日本の文化と異文化

自身にとって身近な地域の行事や伝承遊びに
ついてその種類と意義について整理する。

4時間

ESDとSDGsについて整理すると共に、自ら
が取り組んでいるもしくは取り組むことが出
来るSDGsについて考える。

4時間

これまでの授業を振り返り、幼児教育におい
て期待されている保育者の役割について整
理する。

4時間

地域とのつながりの中で行われる保育・行事及び日本の文化や伝
承遊びと異文化に対して興味関心を深める保育と環境の在り方に
ついて理解する。
第13回

ESDと幼児教育
持続可能な開発のための教育（ESD）となぜESDが大切かなのか
を理解する。

第14回

授業内容の振り返りと幼児教育において期待されている保育
者の役割
幼児教育において期待されている保育者の役割について、領
域「環境」の視点から理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

領域（言葉）
高尾淳子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
言語獲得期にある乳幼児が、主体的・対話的で深い学びを通じて言語獲得をするためには、保育者は乳幼児にどのような言葉で語りかけ、ど
の教材を選択し、どんな遊びの提案をするのが適切であるのか。本授業では、答えが複数あるこの問いについて検討する。学生は保育理
論を学んで子どもの言葉を育むための保育内容を検討することと併せて、計画・模擬保育・省察を通じて自己の保育技術を磨く。本授業で
は、このようにして理論と実践との融合を図り、学生が保育現場の諸問題に適切に対応し得る実践的指導力を身につけていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

子どもの言葉の発達と「対人コミュニケー
ション」「状況理解」「内言語機能・象徴機
能」を関係づけて理解する。
子どもの言葉の発達を捉える目を養い、言葉
遊びを工夫する。

子どもの言葉の発達過程や領域「言葉」の意
義を理解し、言語獲得期の子どもに関わる保
育者の役割及びその具体的な指導法を検討す
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育現場で使用頻度の高い児童文化財の種
類・特徴を理解したうえで、教育的意図を
もってそれらを活用した遊びを計画し、実
践および振り返りを行なう。

児童文学について考察し、乳幼
児が伝え合う喜びを味わうことができるよう
に促すための指導法を理解する。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

他の学生とコミュニケーションをとり、グ
ループ学習や模擬保育に参加できるようにな
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行なわない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬保育・授業への積極的参加
23％
定期試験（レポート）

： 模擬保育は、独自のルーブリックに基づいて評価する。
演習への積極的参加と発表、質問に対する建設的な回答、及び聞く態度を総合して評価する。
： レポートを独自のルーブリックに基づいて評価する。

15％
シャトルシート等授業内課題

： シャトルシートは2点/回で評価する。
42％

教材作成

： 作成した教材ごとに評価基準を示して評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
谷田貝公昭・大沢

タイトル
裕編

・

出版社

コンパクト版 保育内容シリー
ズ言葉

参考文献等
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・ 一藝社

出版年
・

2020 年
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文部科学省（2018）「幼稚園教育要領」．
文部科学省（2018）「幼稚園教育要領解説」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針解説」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」．
その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
テキストは、第１回授業より持参すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室

火曜2限

備考・注意事項： 質問がある場合は、メール（takao-a@osaka-seikei.ac.jp)でアポイントメントをとり、研究室を訪ねてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・保育内容「言葉」の意義

①オリエンテーション（授業の進め方、授業外学修課題、評価方
法等）
②幼児たちが眼前にいることを想定し、学生が自己紹介をする。
③領域「言葉」のねらい、内容、指導上の留意点を整理し、理
解する。
第2回

領域「言葉」の概要

①領域「言葉」のねらい、内容、指導上の留意点を整理し、理
解する。
②教材作成（ペープサート）
第3回

言葉をよりよく理解する視点

①子どもが使用する言葉・子どもに向けられる言葉について考え
る。
②言葉遊び「文字探し遊び」を体験する。
第4回

言葉の発達の概要

①子どもの言葉の発達の概要を理解する。
②言葉遊び「お手紙遊び」を体験する。
第5回

自己表現・コミュニケーションツールとしての言葉

①言葉による伝え合いについて考える。
②言葉のリフレーミングを体験する。
第6回

言葉と基本的生活習慣

①基本的生活習慣と言葉との関係について考える。
②教材作成「紙芝居」（1/5）絵コンテを作成する。
第7回

言葉と児童文化

①さまざまな児童文化財を知る。
②教材作成「紙芝居」（2/5）第1場面とその脚本を作成する。
第8回

言葉の味わい

①基本的生活習慣と言葉との関係について考える。
②教材作成「紙芝居」（3/5）第2場面とその脚本を作成する。
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授業前：授業で自己紹介をするための準備を
する。（小道具の使用も可）第1回授業でテキ
スト第1章の内容を議論するので、該当ペー
ジを読んでおくこと。 授業後：授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第2章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第3章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。 授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第4章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第5章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第6章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第7章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第8章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

6174
第9回

文字としての言葉

①文字としての言葉について考える。
②教材作成「紙芝居」（4/5）第3場面とその脚本を作成する。
第10回

０歳児・１歳児・２歳児の発達に即した保育

①０歳児・１歳児・２歳児の言葉の発達と保育の指導上の留意
点について理解する。
②教材作成「紙芝居」（5/5）第4場面とその脚本を作成する。
第11回

３歳児・４歳児・５歳児の発達に即した保育

①３歳児・４歳児・５歳児の言葉の発達と保育の指導上の留意
点について理解する。
②模擬保育：自作の紙芝居を演じる。
第12回

小学校との連携

①幼児教育と小学校教育との接続について考える。
②模擬保育の振り返りを行なう。
第13回

特別な支援を必要とする子どもと領域「言葉」

①特別な支援を必要とする子どもの特徴、および保育における留
意点を整理する。
②幼稚園・保育所・認定こども園等において、特別な支援を必
要とする子どもを含むインクルーシブ保育の場で、望ましい言語
遊び、およびその導入の仕方を検討する。
③教材作成「福笑い」
第14回

総括 現代社会における「言葉」の問題 -望ましい言語環
境の整備のあり方-

本科目の学修内容を総括する。各領域の特性に応じた保育実
践の動向を知り、保育構想の向上に取り組む。
本科目の授業で議論した内容を踏まえて、プレゼン型のグループ
ワークを行なう。
①幼稚園・保育所等、地域社会、放送等の言語環境が、言語獲得
期にある乳幼児に及ぼす影響を整理する。
②幼稚園・保育所等において、望ましい言語環境の整備のあ
り方を検討する。
③多文化理解教育としての英語遊びを体験する。
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授業前：授業でテキスト第9章の内容を議論す
るので、該当ページを読んでおくこと。授業
後：授業で議論したトピックについて、学
生の発表や教員による解説を基に復習し知
識の定着を図るとともに、自己の考えを整
理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第11章の内容を議
論するので、該当ページを読んでおくこ
と。授業後：授業で議論したトピックについ
て、学生の発表や教員による解説を基に復
習し知識の定着を図るとともに、自己の考え
を整理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第12章の内容を議
論するので、該当ページを読んでおくこ
と。授業後：授業で議論したトピックについ
て、学生の発表や教員による解説を基に復
習し知識の定着を図るとともに、自己の考え
を整理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第13章の内容を議
論するので、該当ページを読んでおくこ
と。授業後：授業で議論したトピックについ
て、学生の発表や教員による解説を基に復
習し知識の定着を図るとともに、自己の考え
を整理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第14章の内容を議
論するので、該当ページを読んでおくこ
と。授業後：授業で議論したトピックについ
て、学生の発表や教員による解説を基に復
習し知識の定着を図るとともに、自己の考え
を整理する。

4時間

授業前：授業でテキスト第15章の内容を議
論するので、該当ページを読んでおくこ
と。授業後：授業で議論したトピックについ
て、学生の発表や教員による解説を基に復
習し知識の定着を図るとともに、自己の考え
を整理する。

4時間
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431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

領域（音楽表現）
岡林典子
1年

後期

開講時期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
乳幼児の音楽表現に関する事例を通して、乳幼児の音楽表現について理解する。乳幼児の音楽表現を実際に体験し、そこにどのような音
楽の構成要素および仕組みがあるのか、どのように音と音以外の表現媒体とがかかわっているのを理解する。そして、再度音楽の構成要素およ
び仕組み、音と音以外の表現媒体とのかかわりを意識して実際に音楽表現をする。最後に、その音楽表現を振り返ることで、乳幼児の音楽表
現の指導・援助に必要な音楽の基礎的知識を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

音楽表現活動

乳幼児の音楽表現に関わる音楽の構成要素
等を表現活動を通して理解する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

乳幼児の音楽表現に関わる音楽の構成要素
等を意識して表現活動を行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

アセスメントシート
30％
小テスト
20％
期末レポート
50％

： 各回2点×14回（合計28点）
28点を30点に換算
各回の授業内容に関する問いに的確に答えることができている。
： 授業で学んだことを問うテストに的確に答えることができている。
20点満点。
： 楽曲または表現活動における音楽の構成要素及び音以外の表現媒体を導き出し、それを踏まえた保
育について独自の視点で考察することができている。
50点満点。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『生成を原理とする21世紀音楽カリキュラム 幼稚園から高等学校まで』日本学校音楽教育実践学会（編）（東京書籍）2006

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

木曜昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション及び表現
・授業の進め方、成績評価等について知る。
・「表現」とは何か理解する。

第2回

乳幼児の表現について
・乳幼児の「表現」がどのようなものか映像聴取によって理解す
る。

「表現」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

乳幼児の「表現」について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

第3回

音楽の構成要素および仕組み①：音色（いろいろな音素材の音
色）
・身近な素材を使った音遊びの体験を通して、音色について理
解する。
・音色を意識して、表現活動を行う。

「いろいろな素材の音色について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

第4回

音楽の構成要素および仕組み②：音色（音具・楽器の音色）

「音具・楽器の音色」について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

「拍」について課題プリントを読んでまとめ
る。

4時間

「拍子」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

「音の高低」について課題プリントを読んで
まとめる。

4時間

「強弱」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

「速度」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

「反復」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

「呼びかけと答え」について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

「音・言葉のかかわり」について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

「音・動きのかかわり」について課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

「音・言葉・動きのかかわり」について課
題プリントを読んでまとめる。

4時間

・音具・楽器を使った音遊びの体験を通して、音色について理
解する。
・音色を意識して、表現活動を行う。
第5回

音楽の構成要素および仕組み③：拍
・わらべうた活動を通して、拍について理解する。
・拍を意識して、表現活動を行う。

第6回

音楽の構成要素および仕組み④：拍子
・鑑賞活動を通して、拍子について理解する。
・拍子を意識して、鑑賞活動及び表現活動を行う。

第7回

音楽の構成要素および仕組み⑤：音の高低
・わらべうた活動を通して、音の高低について理解する。
・音の高低を意識して、表現活動を行う。

第8回

音楽の構成要素および仕組み⑥：強弱
・歌唱活動を通して、強弱について理解する。
・強弱を意識して、表現活動を行う。

第9回

音楽の構成要素および仕組み⑦：速度
・鑑賞活動を通して、速度について理解する。
・速度を意識して、鑑賞活動及び表現活動を行う。

第10回

音楽の構成要素および仕組み⑧：反復
・わらべうた活動を通して、反復について理解する。
・反復を意識して、表現活動を行う。

第11回

音楽の構成要素および仕組み⑨：呼びかけと答え
・わらべうた活動を通して、呼びかけと答えについて理解する。
・呼びかけと答えを意識して、表現活動を行う。
・小テストを行う。

第12回

音と音以外の表現媒体とのかかわり①：音・言葉のかかわり
・わらべうた活動を通して、音・言葉のかかわりについて理解す
る。

第13回

音と音以外の表現媒体とのかかわり②：音・動きのかかわり
・わらべうた活動を通して、音・動きのかかわりについて理解す
る。

第14回

音と音以外の表現媒体とのかかわり③：音・言葉・動きのかか
わり
・わらべうた活動を通して、音・言葉・動きのかかわりについ
て理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

領域（造形表現）
白波瀬達也
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験を大切にすることを学ぶ。造形表現活動に用いる素材や材料、道具に関する基礎知
識や技能の習得した上で、子どもの感性や創造性を豊かにするため表現活動を扶ける専門的知識、技能、表現力を身につけることを目指す。ま
た、乳幼児の造形表現活動の環境や過程を大切にして理解を深め、造形表現について学び、色や形、感触やイメージ等に親しむ自らの体験が感
性や創造性を豊かにすることを理解し表現力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

子どもの造形に関する知識や技能の理解

子どもの感性や創造性を豊かにするため表現
活動を扶ける専門的知識、技能、表現
力を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

乳幼児の造形表現活動の環境や過程を大切に
して理解を深め、造形表現につい
て学び、色や形、感触やイメージ等に親し
む自らの課題を発見する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
ワークシート
30％
レポート
20％
提出物(ファイル）
20％

： 造形表現活動の環境や過程を大切にして理解を深め、自らの課題を発見し積極的に取り組むこと
を評価する。各回1～2点で評価し、合計30点とする。
： 授業内容を踏まえて子どもの感性や創造性を豊かにするため必要な知識や技術について書かれてい
る：30点。授業内容を形式に沿って書かれている：18点。
： 造形表現に必要な知識や技術を習得し、造形素材の特性について理解したことついてのふりかえり
が書かれている：20点。授業内容のふりかえりが書かれている：12点。
： 造形表現活動に用いる素材や材料、道具に関する基礎知識や技能の習得した上で、造形素材の特
性を生かした表現ができたものがまとめられている：20点。指定の形式に沿って書かれてい
る：12点。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省 厚生労働省

タイトル
内閣府 ・

出版社

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＞

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

6176
本授業は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業内容をまとめることで復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 授業・会議等の時間を除いて、できるだけ対応をします。昼休みなどを利用して相談時間の調整に来てください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーショ／子どもの表現について

身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験を大
切にすることについて理解を深める。
第2回

造形素材研究（1）パス
子どもの造形表現活動に用いる描画材（パス）に関する基礎知
識や技能を習得する。

第3回

造形素材研究（2）道具（はさみ)
子どもの造形表現活動に用いる道具（はさみ）に関する基礎知
識や技能を習得する。

第4回

造形素材研究（3）絵の具
子どもの造形表現活動に用いる描画材（絵の具）に関する基礎知
識や技能を習得する。

第5回

造形素材研究（4）紙の造形（基本）
子どもの造形表現活動に用いる紙材に関する基礎知識や技能を習
得する。

第6回

造形素材研究（5）紙の造形（応用）
子どもの造形表現活動に用いる紙材に関する基礎知識や技能を習
得した上で応用する。

第7回

子どもの感性と表現活動（１）水性マーカー

子どもの造形表現活動の環境や過程を大切にして理解を深め、水
性マーカーを用いて色や形、感触やイメージ等に親しむことを体
験する。
第8回

子どもの感性と表現活動（２）マーカーと絵の具

子どもの造形表現活動の環境や過程を大切にして理
解を深め、マーカーと絵の具を用いて色や形、感触やイメー
ジ等に親しむことを体験する。
第9回

子どもの感性と表現活動（３）油粘土の協働活動

子どもの造形表現活動の環境や過程を大切にして理解を深め、油
粘土の協働活動をとおして形、感触やイメージ等に親しむこと
を体験する。
第10回

子どもの感性と表現活動（４）粘土の協働活動

子どもの造形表現活動の環境や過程を大切にして理解を深め、粘
土の協働活動をとおして形、感触やイメージ等に親しむことを体
験する。
第11回

身近な素材を用いた表現活動（１）色水あそび

子どもの感性や創造性を豊かにするため表現活動について理
解を深めるために「色水あそび」をおこなう。
第12回

身近な素材を用いた表現活動（２）感触あそび

子どもの感性や創造性を豊かにするため表現活動について理
解を深めるために「感触あそび」をおこなう。
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幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を領域（造形表現）を受
講するために読んでくる。学習内容のまと
め・整理

4時間

造形素材研究（パス）をおこなうために子ど
もが使う描画材について興味関心を持ってお
く。学習内容のまとめ・整理

4時間

造形素材研究（はさみ）をおこなうため
に子どもが使う道具について興味関心を持っ
ておく。学習内容のまとめ・整理

4時間

造形素材研究（絵の具）をおこなうため
に子どもが使う描画材について興味関
心を持っておく。学習内容のまとめ・整理

4時間

造形素材研究（紙の造形）をおこなうため
に子どもが使う紙材について興味関心を持っ
ておく。学習内容のまとめ・整理

4時間

造形素材研究（紙の造形）をおこなうため
に子どもが使う紙材について興味関心を持っ
ておく。学習内容のまとめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（水性マー
カー）をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（マー
カーと絵の具）をするために読んでくる。学
習内容のまとめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（粘土の活
動）をするために読んでくる。学習内容のま
とめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（粘土の活
動）をするために読んでくる。学習内容のま
とめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（色水あそ
び）をするために読んでくる。学習内容のま
とめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（感触あそ
び）をするために読んでくる。学習内容のま
とめ・整理

4時間
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第13回

身近な素材を用いた表現活動（３）身近な素材によるあそび

子どもの感性や創造性を豊かにするため表現活動について理
解を深めるために「身近な素材によるあそび」をおこなう。
第14回

子どもの造形表現のふりかえり

子ども主体の造形活動にするために年齢や活動にあわせた題
材(テーマ)、素材、道具を選ぶ力を身につける。
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幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所を表現活動（素材あそ
び）をするために読んでくる。学習内容のま
とめ・整理

4時間

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携
型認定こども園教育・保育要領の「表
現」に関わる個所をふりかえりをするため
に読んでくる。学習内容のまとめ・整理

4時間

6177

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

健康領域指導法【2019年入学生～】
可兒勇樹
2年

後期

開講時期

2

単位数

演習

該当する
保育士として保育園に勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
健康の概念を明らかにし、乳幼児期の健康について「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の領域「健康」に基づき、意義とねらい、内容を理
解する。乳幼児期に、生きる力の基本となる睡眠・食育・運動について正しい習慣を身に付けることの大切さを理解し、養護と関連付けなが
ら必要な援助法を学ぶ。特に、運動遊びが心身の健全な発達に大きな影響を及ぼすことを生理学的に理解する。また、年齢に応じた運動遊び
の保育案を作成し、適切な保育方法を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

乳幼児期の健康について理解する。

乳幼児の運動遊びを深く理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

安全効果的に運動遊びを遂行するのに必
要な専門知識を修得する。

健康領域の保育指導案と実践力を身に付け
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

発育発達や年齢に応じた保育指導案の立案す
ることができ、模擬保育と振り返りから改
善する視点を身に付ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 子どもの健康について生理学的に理解できているか
30％

課題提出

： 指導者の提示したテーマに対して参考文献を活用し丁寧に作成されているか
30％

授業の取り組み状況

： 授業中に行われる授業者の質問に対して深く考察し積極的に回答しているか
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

三村寛一・安部惠子編

・

出版社

新・保育と健康

出版年

・ 嵯峨野書院

・

参考文献等
『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
『身体情報の健康発達科学』藤井勝紀（編）杏林書院 2021年

＜原本＞』チャイルド社

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： kani@osaka-seikei.ac.jp
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2018 年

6177

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

保育内容（健康）の目的と内容の理解
シラバスを基に授業の概要と14回の授業の計画を理解し、幼稚園
教育要領、保育所保育指針を
基に保育の基本や内容について学習する。

保育の内容について予習する

4時間

第2回

食事、排泄、着脱衣、清潔の習慣を支える環境形成
食事、排泄、着脱衣、清潔の習慣を支える環境形成について学
習する。

乳幼児の生活習慣について予習する。

4時間

第3回

幼児の発達や学びの過程と幼稚園教育における指導案の構
造・評価の考え方
指導案の構造・評価の考え方について学習する。

指導案の構造・評価の考え方について予習す
る。

4時間

第4回

健康指導、交通安全や避難訓練等の指導と安全能力を育む援助
安全教育について学習する。

現場での安全教育について予習する。

4時間

第5回

健康指導、安全指導を中心とした具体的な保育場面を想定し
た指導案の作成とICTの活用
具体的な保育場面を想定し指導案を作成する方法について学習す
る。

健康指導、安全指導について予習する。

4時間

第6回

健康指導、安全指導を中心とした具体的な保育場面を想定し
た保育の模擬保育と評価
健康指導、安全指導の模擬保育を通して実践力を学習する。

健康指導、安全指導の模擬保育について予
習する。

4時間

第7回

健康なこころとからだを育む保育実践の指導案とICTの活用

健康なこころとからだを育む保育の場面につ
いて予習する。

4時間

具体的な保育場面を想定し、健康なこころとからだを育む指導
案を作成する方法について学習する。
第8回

健康なこころとからだを育む保育の模擬保育と評価
健康なこころとからだを育む保育について模擬保育を通して実践
力を学習する。

ICT等を使用した教材の作成（教材研究）

4時間

第9回

幼児期の運動指針について

健康指導として、どのように発信するかにつ
いて予習する。

4時間

走・跳運動遊びにはどんな遊びが適している
か予習する。

4時間

ICT等を使用し、健康指導に関する教材を作成する。
第10回

多様な動きの経験を促すあそび①走・跳運動遊びの指導案作成
走・跳運動遊びを立案し、指導案を作成することを学習する。

第11回

多様な動きの経験を促すあそび①走・跳運動遊びの模擬保
育と評価
走・跳運動遊びについて模擬保育を通して実践力を学習する。

走・跳運動遊びの模擬保育について予習す
る。

4時間

第12回

多様な動きの経験を促すあそび②投運動遊びの指導案作成

走・跳運動遊びにはどんな遊びが適している
か予習する。

4時間

投運動遊びを立案し、指導案を作成することを学習する。
第13回

多様な動きの経験を促すあそび②投運動遊びの模擬保育と評価
投運動遊びについて模擬保育を通して実践力を学習する。

投運動遊びの模擬保育について予習する。

4時間

第14回

模擬保育の評価と課題・総括と質疑応答
模擬保育の評価・修正し、指導案のブラッシュアップ方法を学
習する。

指導案を見直し、自己評価をしておく。

4時間
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433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

人間関係領域指導法【2019年入学生～】
山内淳子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、領域「人間関係」の意義や内容を理解し、生活と遊びの中で幼児に人と関わる力を育んでいくために保育者にはどのような関わり
が望まれるか、援助・指導法について具体的に学んでいくことを目指すものである。できる限り実践事例を取り上げ、様々な場面を想定しつ
つ、保育者に望まれる関わりについて考察し、各自の実践につなげていけるようにする。また、領域「人間関係」に重点をおいた保育活動を構
想し、指導計画の作成（環境構成案含む）、教材の研究・準備、模擬保育等にも取り組む機会を設け、実践力を培うことを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

領域「人間関係」に関わる指導・援助に関す
る専門的事項の理解

生活と遊びの中で幼児に人と関わる力を育ん
でいくための保育者の指導・援助のあり方に
ついて具体的に理解する

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

幼児に人と関わる力を育むのに意味ある活
動を構想し、具体的な計画を作成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への参加状況
10％
毎回の小レポート
20％
期末レポート
70％

： ペアワーク、グループワーク等、授業内活動への参加状況を評価します。積極的参加、他者への配
慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 学習ポイントを複数網羅して記述、1つの学習ポイントを掘り下げ具体的に記述、発展的意見の記
述、自分の言葉での語り直し、他のレポートには見られない独自な優れた記述等を高く評価しま
す。
： 授業内容の理解度を評価します。評価基準について詳しくは、期末レポートに関する事前説
明の際にお伝えします。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省 厚生労働省 内閣府

タイトル
・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
文部科学省 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 2018年
厚生労働省 保育所保育指針解説 フレーベル館 2018年
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 フレーベル館 2018年
山内紀幸編著『探究プロジェクトの最前線』一藝社 2022年

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2017 年

6178
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／保育内容「人間関係」に求められるこ
と 領域「人間関係」のねらい・内容と全体構造
保育内容における領域「人間関係」の位置づけとそれに求められ
ること、領域「人間関係」のねらいと内容について、授業科
目「領域（人間関係）」での学びを振り返りつつ、理解を深め
る。

第2回

乳幼児期の人間関係の発達

(1)

0～2歳

指導上の留意点

0～2歳の発達について理解し、人と関わる力を育むうえで大
切な保育者の関わりについて具体的に学ぶ。
第3回

乳幼児期の人間関係の発達

(2)

3～5歳

指導上の留意点

3～5歳の発達について理解し、人と関わる力を育むうえで大
切な保育者の関わりについて具体的に学ぶ。
第4回

領域「人間関係」からみた「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のなかでも特に「自立
心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活と
の関わり」について理解を深め、それらの育ちにつながる幼児
期の遊びや生活について具体的にイメージしながら考える。

第5回

人間関係を育む遊びの実際

幼児の遊びの様子を映像教材等で視聴し、それぞれの遊びのなか
で、人と関わる力がどのように育まれていくのか、その育ちをよ
り豊かにするために保育者にできる関わりは何か考える。
第6回

人と関わる力を育む教材作成とICTの活用について

幼児に人と関わる力を育む保育活動における教材作成やICT活
用の事例を多数知り、具体的方法を学ぶ。
第7回

領域「人間関係」指導計画作成演習

(1)

長期指導案

領域「人間関係」や他の領域を意識しつつ、長期指導案を作
成し、領域「人間関係」の視点から見直しと改善を図る。
第8回

領域「人間関係」指導計画作成演習

(2)

短期指導案

領域「人間関係」や他の領域を意識しつつ、短期指導案を作
成し、領域「人間関係」の視点から見直しと改善を図る。
第9回

指導計画に基づく模擬保育

(1)

人と関わる育ちの視点から

幼児に人とかかわる力を育むことをねらって作成した指導計画を
もとに模擬保育を行う。
第10回

指導計画に基づく模擬保育

(2)

評価と指導案の改善

模擬保育を振り返り、指導計画に改善を加える。また、その後に
つながる保育活動を構想する。
第11回

人と関わる力を育む保育

(1)

異年齢交流・地域との交流から

異年齢交流、地域交流の保育実践事例について知り、「幼
児に人と関わる力を育む」という視点からその意義を考察すると
ともに、保育者としての工夫・配慮点を学ぶ。
第12回

人と関わる力を育む保育

(2)

幼小交流・幼小接続を考える

幼小交流・幼小接続の実践事例について知り、「幼児に人と関わ
る力を育む」という視点からその意義を考察するとともに、保育
者としての工夫・配慮点を学ぶ。
第13回

人と関わる力を育む保育 (3) 多様な人、多様な子どもと
の関わりの中で
多様な人、多様な子どもとの関わりのなかで、幼児がどのよう
に人と関わる力を育んでいくのか、具体的事例をもとに考
察し、保育者としての配慮点を学ぶ。
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「保育所保育指針解説」と「幼稚園教育要領
解説」の領域「人間関係」に関わる部
分を、自らの保育体験に結びつけながら熟
読する。

4時間

0～2歳児が喜ぶ遊びをリストアップし、それ
らを通して人とかかわる力と育んでいくに
は保育者はどのようなことを心がけたらよい
か、考え記述する。

4時間

3～5歳児が喜ぶ遊びをリストアップし、それ
らを通して人とかかわる力と育んでいくに
は保育者はどのようなことを心がけたらよい
か、考え記述する。

4時間

「自立心」「協同性」「道徳性・規範意
識の芽生え」「社会生活との関わり」の育ち
として捉えられる幼児の姿を、自らの保育体
験をもとに思い出し記述する。

4時間

実習等で幼児と楽しみたいと思う遊びを複
数リストアップし、それぞれの遊びのなか
で、人と関わる力としてどのようなもの
が育っていくと思うか、その育ちをより豊か
にするために保育者にできる関わり
は何か考え記述する。

4時間

幼児に人と関わる力を育む保育活動におけ
る教材作成やICT活用の事例としてどのような
ものがあるか、できるだけ多種多様な事
例を調べまとめる。

4時間

それぞれの園でどのような長期指導案が作
成されているか調べる。

4時間

それぞれの園でどのような短期指導案が作
成されているか調べる。

4時間

授業内での模擬保育に向けて準備する。模擬
保育後の振り返りをノートにまとめる。

4時間

「幼稚園教育要領解説」の第4節「指導計
画の作成と幼児理解に基づいた評価」を熟
読する。

4時間

それぞれの園でなされている異年齢交流、地
域交流の保育実践事例について調べまとめ
る。

4時間

それぞれの園でなされている幼小交流、幼小
接続の実践事例について調べまとめる。

4時間

インクルージョンについて調べまとめる。

4時間

6178
第14回

領域「人間関係」の現代的課題

総括

質疑応答

領域「人間関係」に関わる現代的課題について考える。
全14回の授業の振り返りを行い、重要ポイントを明確にする。
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全14回の授業の振り返りを行い、理解が曖
昧なままになっているところや疑問に思った
まま解決されていないことがないか確認す
る。

8時間

6179

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

環境領域指導法【2019年入学生～】
片岡章彦
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて教諭として21年間勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
領域（環境）で学んだ内容を、どのように計画し保育を行うのかといより実践的な視点で深めていく。領域「環境」は、「周囲の様々な環
境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」領域である。この授業では、子どもの発達や興味関
心に即しながら、子どもの好奇心や探求心を触発し育むためのねらいと内容の理解を深めるとともに、実際の保育場面における子どもの姿を想
定しながら子どもの育ちを導く環境の備えと保育者の役割について学ぶ。そのことによって、子どもの姿や育ちをイメージしながら保育を計
画し実践することの面白みや喜びを感じながら実践する力を養う事を目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

領域「環境」の視点からの保育指導法

領域「環境」の観点を含む様々な保育実践に
ついて学び、具体的な指導計画を立案でき
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

学んだことを基に具体的な計画を立案でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内や授業後の課題
60％
期末のレポート課題

： 授業内容を踏まえた上で作成できているか。さらに、独自の視点・気付き・アイデアを加えること
ができているか。
： 授業内容を踏まえた上で、自分の考えを論理的かつ具体的に述べることができているか。

40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省･厚生労働省･内閣府

タイトル
・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
『幼稚園教育要領解説』※最新版
『保育所保育指針解説』※最新版
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』※最新版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2017 年

6179

時間：

昼休み（水以外）及び授業前後

場所：

片岡研究室及び授業教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業の進め方、課題、評価についての説
明）、領域「環境」のねらい・内容・内容の取扱いと資質・能
力の育成
領域「環境」のねらい・内容・内容の取扱いについての理解をす
ることで、幼児教育のおける「環境」の重要性を認識し、資
質・能力を育むための環境の在り方についても理解する。

「環境を通して行う教育」、「資質・能
力」について意味と位置付けを整理する。

4時間

第2回

領域「環境」と他領域との関連性及び10の姿とのつながり

領域「環境」と他領域との関連性につい
て及び10の姿について整理する。

4時間

保育現場における室内遊びの種類とそれぞれ
の遊び毎にどのような環境の備えが必要なの
かを整理する。

4時間

指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価に
ついて整理する。

4時間

保育現場においてはどのような自然
物や生き物との関わりがあるのかを自らの幼
児期の体験を振り返り整理する。

4時間

子どもが自然や生き物と関わること
で何が育つのかを考え整理する。

4時間

領域「環境」と他領域との関連性について理解する。ま
た、10の姿について理解すると共に領域「環境」と10の姿とのつ
ながりについても理解する。
第3回

自由遊び（コーナー遊び）における子どもの育ちと環境構成
及び保育者の援助と関わり
自由遊び（コーナー遊び）で子どもに何が育つのかを理解す
る。また、自由遊び（コーナー遊び）で子どもの育ちを促すため
の環境構成の在り方と保育者の援助と関わりについて理解する。

第4回

保育の計画・記録・評価
保育計画を立案するための手立てとなる記録の在り方につい
て考える。また、保育計画における評価の視点と評価を次の保
育にどのように生かすのかを理解することで、保育計画を立案す
る際に、保育のPCDAサイクルを意識できるようする。

第5回

身近な自然との関わりと生命尊重（１）実践事例から
身近な自然や生き物と関わる保育現場の実践事例を通して、身
近な自然や生き物と関わる意義や保育方法について理解する。

第6回

身近な自然との関わりと生命尊重（２）保育者の援助や関わり
身近な自然や生き物との関わりにおける子どもの育ちと子ども
の育ちを促す保育者の援助や関わりについて理解する。

第7回

身近な自然との関わりと生命尊重（３）指導計画の立案と模擬
保育
身近な自然や生き物との関わりを内容に含めた保育計画を立
案し、模擬保育を行い振り返る事で保育と環境の在り方につい
て考え理解する。

身近な自然や生き物との関わりを内容に含め
た保育計画を立案する。

4時間

第8回

保育環境に見るICTの活用－実践事例から

保育現場においてどのようなICTの活用方法が
あるのかを考え、ドキュメンテーションにつ
いて整理する。

4時間

なぜ主体性の育みが重要なのか、また子ども
が主体性を発揮している姿とはどのよう
な姿なのかを整理する。

4時間

子どもの主体性を育むためにはどのような保
育が望まれるのか、またどのような保育
者の援助や関わりが必要なのかを整理する。

4時間

数量形、標識や文字に対する興味関
心を促す環境にはどのようなものがあるのか
を整理する。

4時間

数量形、標識や文字を取り入れた遊びにはど
のようなものがあるのか。また、その遊びに
よって子どもに何が育つのかを整理する。

4時間

保育現場でのICTの活用の仕方を学び、自らICTを活用したドキュ
メンテーション作成を行う。
第9回

主体性を育む保育環境（１）実践事例から
子どもの主体性を育む保育環境について保育現場の実践事
例を通して理解する。

第10回

主体性を育む保育環境（２）保育者の援助や関わり
主体性を育む保育環境における子どもの育ちと子どもの育ち
を促す保育者の援助や関わりについて理解する。

第11回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（１）実践
事例から
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育現場の実践事
例を通して、数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む意
義や保育方法について理解する。

第12回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（２）保育
者の援助や関わり
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育者の援
助や関わりについて理解する。

第13回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（３）指導
計画の立案と模擬保育
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育むことをねらいにし
た保育計画を立案し、模擬保育を行い振り返る事で保育と環
境の在り方について考え理解する。

数量形、標識や文字に対する感心・感
覚を育む保育計画を立案する。

4時間

第14回

授業内容を振り返り、保育と小学校教育の連続性における保育
環境について考える

これまでの授業内容を振り返った上で、幼児
教育と小学校教育との関連性について整理す
る。

4時間

授業内容を振り返ると共に、領域「環境」における幼児教育と小
学校教育との連続性を理解する。
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433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

言葉領域指導法【2019年入学生～】
高尾淳子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
言語獲得期にある乳幼児が、主体的・対話的で深い学びを通じて言語獲得をするためには、保育者は乳幼児にどのような言葉で語りかけ、ど
の教材を選択し、どんな遊びの提案をするのが適切であるのか。本授業では、答えが複数あるこの問いについて検討する。学生は保育理
論を学んで子どもの言葉を育むための保育内容を検討することと併せて、計画・模擬保育・省察を通じて自己の保育技術を磨く。本授業で
は、このようにして理論と実践との融合を図り、学生が保育現場の諸問題に適切に対応し得る実践的指導力を身につけていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育現場で使用頻度の高い児童文化財の種
類・特徴を理解したうえで、教育的意図を
もってそれらを活用した遊びを計画し、実
践および振り返りを行なう。

児童文学について考察し、乳幼
児が伝え合う喜びを味わうことができるよう
に促すための指導法を理解する。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

保育指導計画案の構成を理解し、具体的な保
育を想定した保育指導計画案を作成する。

2 ．DP6.行動・実践

質の高い保育の構想について理解しなが
ら、保育指導計画案にそった模擬保育と省
察を実施する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行なわない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬保育・授業への積極的参加
23％
定期試験（レポート）

： 模擬保育を独自のルーブリックに基づいて評価する。
演習への積極的参加と発表、質問に対する建設的な回答、及び聞く態度を総合して評価する。
： レポートを独自のルーブリックに基づいて評価する。

15％
シャトルシート等授業内課題

： シャトルシートは2点/回で評価する。
42％

教材作成

： 作成した教材ごとに評価基準を示して評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
谷田貝公昭・大沢

タイトル
裕編

・

出版社

コンパクト版 保育内容シリー
ズ言葉

参考文献等
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・ 一藝社

出版年
・

2020 年

6180
文部科学省（2018）「幼稚園教育要領」．
文部科学省（2018）「幼稚園教育要領解説」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針解説」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」．
その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室

火曜2限

備考・注意事項： 質問がある場合は、メール（takao-a@osaka-seikei.ac.jp）でアポイントメントをとり、研究室を訪ねてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域全体像におけ
る領域「言葉」の特質

①オリエンテーション（授業の進め方、授業外学修課題、評価方
法等）
②幼児たちが眼前にいることを想定し、学生が1分間自己紹介を
する。
③プレゼン型グループワーク：幼稚園教育要領における領域「言
葉」の特質を整理し、発表する。
第2回

０歳児・１歳児・２歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：０歳児・１歳児・２歳児の言葉の発
達と保育の指導上の留意点について、学生が調べてきた内
容を２人で共有する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③０歳児・１歳児・２歳児の言葉の発達に即した言葉遊び
を２人で検討し、発表する。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第3回

３歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：３歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③３歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、共有す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第4回

４歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：４歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③４歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、共有す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第5回

５歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：５歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③５歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、発表す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第6回

言葉を育てる保育教材作成

素話づくり

①保育教材としての素話について、学生が調べてきた内容を発
表する。
②言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現などに触れる保育教
材として素話を作る。
第7回

言葉を育てる保育教材作成

素話の指導案作成
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授業前：第1回授業で自己紹介をするための準
備をする。（小道具の使用も可）授業後：授
業で議論したトピックについて、学生の発
表や教員による解説を基に復習し知識の定
着を図るとともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：０～２歳児の言葉の発達と保育の指
導上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：３歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：４歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：５歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：保育教材としての素話につい
て調べ、自分の言葉で説明できるようにす
る。授業後：授業で作った素話を声に出して
みる。

4時間

授業前：素話のねらい、および素話を通じ
て子どもに伝えたいことを検討する。授業
後：グループメンバーから得た意見を踏まえ
て、指導計画を完成させる。

4時間

6180
①模擬保育（素話）の指導計画を作成する。
②指導計画をグループメンバーと共有し、相互に改善する。
第8回

言葉を育てる保育実践

素話の語り（前半チーム）

①受講生の半数が素話の模擬保育を行なう。
②クラスメイトの模擬保育にフィードバックを行なう。
第9回

言葉を育てる保育実践

素話の語り（後半チーム）

①受講生の半数が素話の模擬保育を行なう。
②クラスメイトの模擬保育にフィードバックを行なう。
第10回

伝える楽しさを味わう遊び -遊び歌-

①幼児が遊びを通じて伝える楽しさを味わえる遊びを検討する。
②プレゼン型ペアワーク：わら
べ歌の替え歌（遊び歌）を2人で作り、発表する。
第11回

伝えあう心を育む環境づくり -言葉のリフレーミング-

①乳幼児が聞いて心地よい言葉、他者に伝えたくなる言葉につい
て検討する。
②プレゼン型ペアワーク：言葉のリフレーミングを体験する。
第12回

領域「言葉」の特性および幼児の体験との関連を考慮し
たICTの活用
①プレゼン型グループワーク：領域「言葉」の特性を踏まえ、幼
児の体験との関連を考慮したICTの活用方法を検討する。
②幼児が自分の体験したことや考えたことを話す中で、相
互に伝え合う喜びを味わう機会を設定するために、タブレット端
末等を活用した遊びを構想する。

第13回

ダイバーシティ・インクルージョン社会における子どもの発
達と言葉

プレゼン型グループワーク：特別な支援を必要とする子ども
や、多様な文化的背景をもつ子どもへの合理的配慮、ユニバーサ
ルデザインを検討する。
第14回

小学校へのつながりを意識して構想する領域「言葉」の保育内
容
①子どもを取り巻く現代的課題や小学校での学習内容、および保
育実践の動向を踏まえて、幼児に向けた多文化理解教育の機
会を設け、保育構想の向上に取り組む。
②異文化への理解を深めるために、外国語の挨拶や、日本語と
は異なる動物の鳴き声表現などに触れる機会を設定する保育内
容を教員が紹介し、受講生が体験する。
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授業前：素話の練習をする。授業後：自
己の模擬保育映像を視聴し、保育改善の視
点をもって振り返る。第９回授業
時に振り返りシートを提出する。

4時間

授業前：素話の練習をする。授業後：自
己の模擬保育映像を視聴し、保育改善の視
点をもって振り返る。第10回授業
時に振り返りシートを提出する。

4時間

授業前：幼児が日常生活の中で使用する言
葉を探し、リストを作成する。授業後：授
業で共有した遊び歌を、保育現場で展開でき
るよう整理する。

4時間

授業前：これまでに他者から受けた「温か
い言葉」と「残念な言葉」のリストを作成す
る。授業後：授業で体験した言葉のリフレー
ミングを、保育現場で展開できるよう整理す
る。

4時間

授業前：保育におけるICTの活用について調べ
る。授業後：授業で共有したICTの活用
法を、保育現場で展開できるよう整理する。

4時間

授業前：要支援児や多様な文化的背景をも
つ子どもへの合理的配慮について調べる。授
業後：授業で共有した合理的配慮やユニバー
サルデザインを、保育現場で展開できるよ
う整理する。

4時間

授業前：幼児に向けた多文化理解教育の事
例を調べる。授業後：授業で体験した英語
遊びを、保育現場で展開できるよう整理す
る。

4時間

6181

433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育内容（環境）【～2018年入学生】
片岡章彦
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて教諭として21年間勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
領域（環境）で学んだ内容を、どのように計画し保育を行うのかといより実践的な視点で深めていく。領域「環境」は、「周囲の様々な環
境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」領域である。この授業では、子どもの発達や興味関
心に即しながら、子どもの好奇心や探求心を触発し育むためのねらいと内容の理解を深めるとともに、実際の保育場面における子どもの姿を想
定しながら子どもの育ちを導く環境の備えと保育者の役割について学ぶ。そのことによって、子どもの姿や育ちをイメージしながら保育を計
画し実践することの面白みや喜びを感じながら実践する力を養う事を目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

領域「環境」の視点からの保育指導法

領域「環境」の観点を含む様々な保育実践に
ついて学び、具体的な指導計画を立案でき
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

学んだことを基に具体的な計画を立案でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内や授業後の課題
60％
期末のレポート課題

： 授業内容を踏まえた上で作成できているか。さらに、独自の視点・気付き・アイデアを加えること
ができているか。
： 授業内容を踏まえた上で、自分の考えを論理的かつ具体的に述べることができているか。

40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省･厚生労働省･内閣府

タイトル
・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
『幼稚園教育要領解説』※最新版
『保育所保育指針解説』※最新版
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』※最新版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2017 年

6181

時間：

昼休み（水以外）及び授業前後

場所：

片岡研究室及び授業教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業の進め方、課題、評価についての説
明）、領域「環境」のねらい・内容・内容の取扱いと資質・能
力の育成
領域「環境」のねらい・内容・内容の取扱いについての理解をす
ることで、幼児教育のおける「環境」の重要性を認識し、資
質・能力を育むための環境の在り方についても理解する。

「環境を通して行う教育」、「資質・能
力」について意味と位置付けを整理する。

4時間

第2回

領域「環境」と他領域との関連性及び10の姿とのつながり

領域「環境」と他領域との関連性につい
て及び10の姿について整理する。

4時間

保育現場における室内遊びの種類とそれぞれ
の遊び毎にどのような環境の備えが必要なの
かを整理する。

4時間

指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価に
ついて整理する。

4時間

保育現場においてはどのような自然
物や生き物との関わりがあるのかを自らの幼
児期の体験を振り返り整理する。

4時間

子どもが自然や生き物と関わること
で何が育つのかを考え整理する。

4時間

領域「環境」と他領域との関連性について理解する。ま
た、10の姿について理解すると共に領域「環境」と10の姿とのつ
ながりについても理解する。
第3回

自由遊び（コーナー遊び）における子どもの育ちと環境構成
及び保育者の援助と関わり
自由遊び（コーナー遊び）で子どもに何が育つのかを理解す
る。また、自由遊び（コーナー遊び）で子どもの育ちを促すため
の環境構成の在り方と保育者の援助と関わりについて理解する。

第4回

保育の計画・記録・評価
保育計画を立案するための手立てとなる記録の在り方につい
て考える。また、保育計画における評価の視点と評価を次の保
育にどのように生かすのかを理解することで、保育計画を立案す
る際に、保育のPCDAサイクルを意識できるようする。

第5回

身近な自然との関わりと生命尊重（１）実践事例から
身近な自然や生き物と関わる保育現場の実践事例を通して、身
近な自然や生き物と関わる意義や保育方法について理解する。

第6回

身近な自然との関わりと生命尊重（２）保育者の援助や関わり
身近な自然や生き物との関わりにおける子どもの育ちと子ども
の育ちを促す保育者の援助や関わりについて理解する。

第7回

身近な自然との関わりと生命尊重（３）指導計画の立案と模擬
保育
身近な自然や生き物との関わりを内容に含めた保育計画を立
案し、模擬保育を行い振り返る事で保育と環境の在り方につい
て考え理解する。

身近な自然や生き物との関わりを内容に含め
た保育計画を立案する。

4時間

第8回

保育環境に見るICTの活用－実践事例から

保育現場においてどのようなICTの活用方法が
あるのかを考え、ドキュメンテーションにつ
いて整理する。

4時間

なぜ主体性の育みが重要なのか、また子ども
が主体性を発揮している姿とはどのよう
な姿なのかを整理する。

4時間

子どもの主体性を育むためにはどのような保
育が望まれるのか、またどのような保育
者の援助や関わりが必要なのかを整理する。

4時間

数量形、標識や文字に対する興味関
心を促す環境にはどのようなものがあるのか
を整理する。

4時間

数量形、標識や文字を取り入れた遊びにはど
のようなものがあるのか。また、その遊びに
よって子どもに何が育つのかを整理する。

4時間

保育現場でのICTの活用の仕方を学び、自らICTを活用したドキュ
メンテーション作成を行う。
第9回

主体性を育む保育環境（１）実践事例から
子どもの主体性を育む保育環境について保育現場の実践事
例を通して理解する。

第10回

主体性を育む保育環境（２）保育者の援助や関わり
主体性を育む保育環境における子どもの育ちと子どもの育ち
を促す保育者の援助や関わりについて理解する。

第11回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（１）実践
事例から
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育現場の実践事
例を通して、数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む意
義や保育方法について理解する。

第12回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（２）保育
者の援助や関わり
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育者の援
助や関わりについて理解する。

第13回

数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育む保育（３）指導
計画の立案と模擬保育
数量形、標識や文字に対する感心・感覚を育むことをねらいにし
た保育計画を立案し、模擬保育を行い振り返る事で保育と環
境の在り方について考え理解する。

数量形、標識や文字に対する感心・感
覚を育む保育計画を立案する。

4時間

第14回

授業内容を振り返り、保育と小学校教育の連続性における保育
環境について考える

これまでの授業内容を振り返った上で、幼児
教育と小学校教育との関連性について整理す
る。

4時間

授業内容を振り返ると共に、領域「環境」における幼児教育と小
学校教育との連続性を理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育内容（健康）【～2018年入学生】
可兒勇樹
2年

前期

開講時期

2

単位数

演習

該当する
保育士として保育園に勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
健康の概念を明らかにし、乳幼児期の健康について「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の領域「健康」に基づき、意義とねらい、内容を理
解する。乳幼児期に、生きる力の基本となる睡眠・食育・運動について正しい習慣を身に付けることの大切さを理解し、養護と関連付けなが
ら必要な援助法を学ぶ。特に、運動遊びが心身の健全な発達に大きな影響を及ぼすことを生理学的に理解する。また、年齢に応じた運動遊び
の保育案を作成し、適切な保育方法を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

乳幼児期の健康について理解する。

乳幼児の運動遊びを深く理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

安全効果的に運動遊びを遂行するのに必
要な専門知識を修得する。

健康領域の保育指導案と実践力を身に付け
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

発育発達や年齢に応じた保育指導案の立案す
ることができ、模擬保育と振り返りから改
善する視点を身に付ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 子どもの健康について生理学的に理解できているか
30％

課題提出

： 指導者の提示したテーマに対して参考文献を活用し丁寧に作成されているか
30％

授業の取り組み状況

： 授業中に行われる授業者の質問に対して深く考察し積極的に回答しているか
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

三村寛一・安部惠子編

・

出版社

新・保育と健康

出版年

・ 嵯峨野書院

・

参考文献等
『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
『身体情報の健康発達科学』藤井勝紀（編）杏林書院 2021年

＜原本＞』チャイルド社

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡

場所：

初回授業時に連絡

備考・注意事項： kani@osaka-seikei.ac.jp
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2018 年

6183

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

保育内容（健康）の目的と内容の理解
シラバスを基に授業の概要と14回の授業の計画を理解し、幼稚園
教育要領、保育所保育指針を
基に保育の基本や内容について学習する。

保育の内容について予習する

4時間

第2回

食事、排泄、着脱衣、清潔の習慣を支える環境形成
食事、排泄、着脱衣、清潔の習慣を支える環境形成について学
習する。

乳幼児の生活習慣について予習する。

4時間

第3回

幼児の発達や学びの過程と幼稚園教育における指導案の構
造・評価の考え方
指導案の構造・評価の考え方について学習する。

指導案の構造・評価の考え方について予習す
る。

4時間

第4回

健康指導、交通安全や避難訓練等の指導と安全能力を育む援助
安全教育について学習する。

現場での安全教育について予習する。

4時間

第5回

健康指導、安全指導を中心とした具体的な保育場面を想定し
た指導案の作成とICTの活用
具体的な保育場面を想定し指導案を作成する方法について学習す
る。

健康指導、安全指導について予習する。

4時間

第6回

健康指導、安全指導を中心とした具体的な保育場面を想定し
た保育の模擬保育と評価
健康指導、安全指導の模擬保育を通して実践力を学習する。

健康指導、安全指導の模擬保育について予
習する。

4時間

第7回

健康なこころとからだを育む保育実践の指導案とICTの活用

健康なこころとからだを育む保育の場面につ
いて予習する。

4時間

具体的な保育場面を想定し、健康なこころとからだを育む指導
案を作成する方法について学習する。
第8回

健康なこころとからだを育む保育の模擬保育と評価
健康なこころとからだを育む保育について模擬保育を通して実践
力を学習する。

ICT等を使用した教材の作成（教材研究）

4時間

第9回

幼児期の運動指針について

健康指導として、どのように発信するかにつ
いて予習する。

4時間

走・跳運動遊びにはどんな遊びが適している
か予習する。

4時間

ICT等を使用し、健康指導に関する教材を作成する。
第10回

多様な動きの経験を促すあそび①走・跳運動遊びの指導案作成
走・跳運動遊びを立案し、指導案を作成することを学習する。

第11回

多様な動きの経験を促すあそび①走・跳運動遊びの模擬保
育と評価
走・跳運動遊びについて模擬保育を通して実践力を学習する。

走・跳運動遊びの模擬保育について予習す
る。

4時間

第12回

多様な動きの経験を促すあそび②投運動遊びの指導案作成

走・跳運動遊びにはどんな遊びが適している
か予習する。

4時間

投運動遊びを立案し、指導案を作成することを学習する。
第13回

多様な動きの経験を促すあそび②投運動遊びの模擬保育と評価
投運動遊びについて模擬保育を通して実践力を学習する。

投運動遊びの模擬保育について予習する。

4時間

第14回

模擬保育の評価と課題・総括と質疑応答
模擬保育の評価・修正し、指導案のブラッシュアップ方法を学
習する。

指導案を見直し、自己評価をしておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育内容（人間関係）【～2018年入学生】
山内淳子
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、領域「人間関係」の意義や内容を理解し、生活と遊びの中で幼児に人と関わる力を育んでいくために保育者にはどのような関わり
が望まれるか、援助・指導法について具体的に学んでいくことを目指すものである。できる限り実践事例を取り上げ、様々な場面を想定しつ
つ、保育者に望まれる関わりについて考察し、各自の実践につなげていけるようにする。また、領域「人間関係」に重点をおいた保育活動を構
想し、指導計画の作成（環境構成案含む）、教材の研究・準備、模擬保育等にも取り組む機会を設け、実践力を培うことを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

領域「人間関係」に関わる指導・援助に関す
る専門的事項の理解

生活と遊びの中で幼児に人と関わる力を育ん
でいくための保育者の指導・援助のあり方に
ついて具体的に理解する

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

幼児に人と関わる力を育むのに意味ある活
動を構想し、具体的な計画を作成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への参加状況
10％
毎回の小レポート
20％
期末レポート
70％

： ペアワーク、グループワーク等、授業内活動への参加状況を評価します。積極的参加、他者への配
慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 学習ポイントを複数網羅して記述、1つの学習ポイントを掘り下げ具体的に記述、発展的意見の記
述、自分の言葉での語り直し、他のレポートには見られない独自な優れた記述等を高く評価しま
す。
： 授業内容の理解度を評価します。評価基準について詳しくは、期末レポートに関する事前説
明の際にお伝えします。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省 厚生労働省 内閣府

タイトル
・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領

・ チャイルド本社

参考文献等
文部科学省 幼稚園教育要領解説 フレーベル館 2018年
厚生労働省 保育所保育指針解説 フレーベル館 2018年
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 フレーベル館 2018年
山内紀幸編著 『探究プロジェクトの最前線』一藝社 2022年

履修上の注意・備考・メッセージ

137

出版年
・

2017 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間以上の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／保育内容「人間関係」に求められるこ
と 領域「人間関係」のねらい・内容と全体構造
保育内容における領域「人間関係」の位置づけとそれに求められ
ること、領域「人間関係」のねらいと内容について、授業科
目「領域（人間関係）」での学びを振り返りつつ、理解を深め
る。

第2回

乳幼児期の人間関係の発達

(1)

0～2歳

指導上の留意点

0～2歳の発達について理解し、人と関わる力を育むうえで大
切な保育者の関わりについて具体的に学ぶ。
第3回

乳幼児期の人間関係の発達

(2)

3～5歳

指導上の留意点

3～5歳の発達について理解し、人と関わる力を育むうえで大
切な保育者の関わりについて具体的に学ぶ。
第4回

領域「人間関係」からみた「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のなかでも特に「自立
心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生活と
の関わり」について理解を深め、それらの育ちにつながる幼児
期の遊びや生活について具体的にイメージしながら考える。

第5回

人間関係を育む遊びの実際

幼児の遊びの様子を映像教材等で視聴し、それぞれの遊びのなか
で、人と関わる力がどのように育まれていくのか、その育ちをよ
り豊かにするために保育者にできる関わりは何か考える。
第6回

人と関わる力を育む教材作成とICTの活用について

幼児に人と関わる力を育む保育活動における教材作成やICT活
用の事例を多数知り、具体的方法を学ぶ。
第7回

領域「人間関係」指導計画作成演習

(1)

長期指導案

領域「人間関係」や他の領域を意識しつつ、長期指導案を作
成し、領域「人間関係」の視点から見直しと改善を図る。
第8回

領域「人間関係」指導計画作成演習

(2)

短期指導案

領域「人間関係」や他の領域を意識しつつ、短期指導案を作
成し、領域「人間関係」の視点から見直しと改善を図る。
第9回

指導計画に基づく模擬保育

(1)

人と関わる育ちの視点から

幼児に人とかかわる力を育むことをねらって作成した指導計画を
もとに模擬保育を行う。
第10回

指導計画に基づく模擬保育

(2)

評価と指導案の改善

模擬保育を振り返り、指導計画に改善を加える。また、その後に
つながる保育活動を構想する。
第11回

人と関わる力を育む保育

(1)

異年齢交流・地域との交流から

異年齢交流、地域交流の保育実践事例について知り、「幼
児に人と関わる力を育む」という視点からその意義を考察すると
ともに、保育者としての工夫・配慮点を学ぶ。
第12回

人と関わる力を育む保育

(2)

幼小交流・幼小接続を考える

幼小交流・幼小接続の実践事例について知り、「幼児に人と関わ
る力を育む」という視点からその意義を考察するとともに、保育
者としての工夫・配慮点を学ぶ。
第13回

人と関わる力を育む保育 (3) 多様な人、多様な子どもと
の関わりの中で
多様な人、多様な子どもとの関わりのなかで、幼児がどのよう
に人と関わる力を育んでいくのか、具体的事例をもとに考
察し、保育者としての配慮点を学ぶ。
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「保育所保育指針解説」と「幼稚園教育要領
解説」の領域「人間関係」に関わる部
分を、自らの保育体験に結びつけながら熟
読する。

4時間

0～2歳児が喜ぶ遊びをリストアップし、それ
らを通して人とかかわる力と育んでいくに
は保育者はどのようなことを心がけたらよい
か、考え記述する。

4時間

3～5歳児が喜ぶ遊びをリストアップし、それ
らを通して人とかかわる力と育んでいくに
は保育者はどのようなことを心がけたらよい
か、考え記述する。

4時間

「自立心」「協同性」「道徳性・規範意
識の芽生え」「社会生活との関わり」の育ち
として捉えられる幼児の姿を、自らの保育体
験をもとに思い出し記述する。

4時間

実習等で幼児と楽しみたいと思う遊びを複
数リストアップし、それぞれの遊びのなか
で、人と関わる力としてどのようなもの
が育っていくと思うか、その育ちをより豊か
にするために保育者にできる関わり
は何か考え記述する。

4時間

幼児に人と関わる力を育む保育活動におけ
る教材作成やICT活用の事例としてどのような
ものがあるか、できるだけ多種多様な事
例を調べまとめる。

4時間

それぞれの園でどのような長期指導案が作
成されているか調べる。

4時間

それぞれの園でどのような短期指導案が作
成されているか調べる。

4時間

授業内での模擬保育に向けて準備する。模擬
保育後の振り返りをノートにまとめる。

4時間

「幼稚園教育要領解説」の第4節「指導計
画の作成と幼児理解に基づいた評価」を熟
読する。

4時間

それぞれの園でなされている異年齢交流、地
域交流の保育実践事例について調べまとめ
る。

4時間

それぞれの園でなされている幼小交流、幼小
接続の実践事例について調べまとめる。

4時間

インクルージョンについて調べまとめる。

4時間

6186
第14回

領域「人間関係」の現代的課題

総括

質疑応答

領域「人間関係」に関わる現代的課題について考える。
全14回の授業の振り返りを行い、重要ポイントを明確にする。

139

全14回の授業の振り返りを行い、理解が曖
昧なままになっているところや疑問に思った
まま解決されていないことがないか確認す
る。

8時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育内容（言葉）【～2018年入学生】
高尾淳子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
言語獲得期にある乳幼児が、主体的・対話的で深い学びを通じて言語獲得をするためには、保育者は乳幼児にどのような言葉で語りかけ、ど
の教材を選択し、どんな遊びの提案をするのが適切であるのか。本授業では、答えが複数あるこの問いについて検討する。学生は保育理
論を学んで子どもの言葉を育むための保育内容を検討することと併せて、計画・模擬保育・省察を通じて自己の保育技術を磨く。本授業で
は、このようにして理論と実践との融合を図り、学生が保育現場の諸問題に適切に対応し得る実践的指導力を身につけていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育現場で使用頻度の高い児童文化財の種
類・特徴を理解したうえで、教育的意図を
もってそれらを活用した遊びを計画し、実
践および振り返りを行なう。

児童文学について考察し、乳幼
児が伝え合う喜びを味わうことができるよう
に促すための指導法を理解する。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

保育指導計画案の構成を理解し、具体的な保
育を想定した保育指導計画案を作成する。

2 ．DP6.行動・実践

質の高い保育の構想について理解しなが
ら、保育指導計画案にそった模擬保育と省
察を実施する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
個人／グループ発表の担当日にやむを得ず欠席する場合は、事前にメンバーと担当教員（Teamsのチャット）に連絡してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬保育・授業への積極的参加
23％
定期試験（レポート）

： 模擬保育を独自のルーブリックに基づいて評価する。
演習への積極的参加と発表、質問に対する建設的な回答、及び聞く態度を総合して評価する。
： レポートを独自のルーブリックに基づいて評価する。

15％
シャトルシート等授業内課題

： シャトルシートは2点/1回で評価する。
42％

教材作成

： 作成した教材ごとに評価基準を示して評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
谷田貝公昭・大沢

タイトル
裕編

・

出版社

コンパクト版 保育内容シリー
ズ言葉

参考文献等
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・ 一藝社

出版年
・

2020 年

6196
文部科学省（2018）「幼稚園教育要領」．
文部科学省（2018）「幼稚園教育要領解説」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針」．
厚生労働省（2018）「保育所保育指針解説」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」．
内閣府（2018)「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」．
その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室

火曜2限

備考・注意事項： 質問がある場合は、メール（takao-a@osaka-seikei.ac.jp)でアポイントメントをとり、研究室を訪ねてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域全体像におけ
る領域「言葉」の特質

①オリエンテーション（授業の進め方、授業外学修課題、評価方
法等）
②幼児たちが眼前にいることを想定し、学生が1分間自己紹介を
する。
③プレゼン型グループワーク：幼稚園教育要領における領域「言
葉」の特質を整理し、発表する。
第2回

０歳児・１歳児・２歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：０歳児・１歳児・２歳児の言葉の発
達と保育の指導上の留意点について、学生が調べてきた内
容を２人で共有する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③０歳児・１歳児・２歳児の言葉の発達に即した言葉遊び
を２人で検討し、発表する。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第3回

３歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：３歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③３歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、共有す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第4回

４歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：４歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③４歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、共有す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第5回

５歳児の発達に即した保育内容

①プレゼン型ペアワーク：５歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について、学生が調べてきた内容を発表する。
②保育記録を基に、子どもの言葉を育むために自分にできる工
夫を検討する。
③５歳児の言葉の発達に即した言葉遊びを２人で検討し、発表す
る。
④言葉遊びの参加体験を振り返る。
第6回

言葉を育てる保育教材作成

素話づくり

①保育教材としての素話について、学生が調べてきた内容を発
表する。
②言葉の響きやリズム、新しい言葉や表現などに触れる保育教
材として素話を作る。
第7回

言葉を育てる保育教材作成

素話の指導案作成
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授業前：第1回授業で自己紹介をするための準
備をする。（小道具の使用も可）授業後：授
業で議論したトピックについて、学生の発
表や教員による解説を基に復習し知識の定
着を図るとともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：０～２歳児の言葉の発達と保育の指
導上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：３歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：４歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：５歳児の言葉の発達と保育の指導
上の留意点について調べ、それに関する問
題と解答を3問作成する。授業後： 授業で議
論したトピックについて、学生の発表や教
員による解説を基に復習し知識の定着を図る
とともに、自己の考えを整理する。

4時間

授業前：保育教材としての素話につい
て調べ、自分の言葉で説明できるようにす
る。授業後：授業で作った素話を声に出して
みる。

4時間

授業前：素話のねらい、および素話を通じ
て子どもに伝えたいことを検討する。授業
後：グループメンバーから得た意見を踏まえ
て、指導計画を完成させる。

4時間

6196
①模擬保育（素話）の指導計画を作成する。
②指導計画をグループメンバーと共有し、相互に改善する。
第8回

言葉を育てる保育実践

素話の語り（前半チーム）

①受講生の半数が素話の模擬保育を行なう。
②クラスメイトの模擬保育にフィードバックを行なう。
第9回

言葉を育てる保育実践

素話の語り（後半チーム）

①受講生の半数が素話の模擬保育を行なう。
②クラスメイトの模擬保育にフィードバックを行なう。
第10回

伝える楽しさを味わう遊び -遊び歌-

①幼児が遊びを通じて伝える楽しさを味わえる遊びを検討する。
②プレゼン型ペアワーク：わら
べ歌の替え歌（遊び歌）を2人で作り、発表する。
第11回

伝えあう心を育む環境づくり -言葉のリフレーミング-

①乳幼児が聞いて心地よい言葉、他者に伝えたくなる言葉につい
て検討する。
②プレゼン型ペアワーク：言葉のリフレーミングを体験する。
第12回

領域「言葉」の特性および幼児の体験との関連を考慮し
たICTの活用
①プレゼン型グループワーク：領域「言葉」の特性を踏まえ、幼
児の体験との関連を考慮したICTの活用方法を検討する。
②幼児が自分の体験したことや考えたことを話す中で、相
互に伝え合う喜びを味わう機会を設定するために、タブレット端
末等を活用した遊びを構想する。

第13回

ダイバーシティ・インクルージョン社会における子どもの発
達と言葉

プレゼン型グループワーク：特別な支援を必要とする子ども
や、多様な文化的背景をもつ子どもへの合理的配慮、ユニバーサ
ルデザインを検討する。
第14回

小学校へのつながりを意識して構想する領域「言葉」の保育内
容
①子どもを取り巻く現代的課題や小学校での学習内容、および保
育実践の動向を踏まえて、幼児に向けた多文化理解教育の機
会を設け、保育構想の向上に取り組む。
②異文化への理解を深めるために、外国語の挨拶や、日本語と
は異なる動物の鳴き声表現などに触れる機会を設定する保育内
容を教員が紹介し、受講生が体験する。
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授業前：素話の練習をする。授業後：自
己の模擬保育映像を視聴し、保育改善の視
点をもって振り返る。第９回授業
時に振り返りシートを提出する。

4時間

授業前：素話の練習をする。授業後：自
己の模擬保育映像を視聴し、保育改善の視
点をもって振り返る。第10回授業
時に振り返りシートを提出する。

4時間

授業前：幼児が日常生活の中で使用する言
葉を探し、リストを作成する。授業後：授
業で共有した遊び歌を、保育現場で展開でき
るよう整理する。

4時間

授業前：これまでに他者から受けた「温か
い言葉」と「残念な言葉」のリストを作成す
る。授業後：授業で体験した言葉のリフレー
ミングを、保育現場で展開できるよう整理す
る。

4時間

授業前：保育におけるICTの活用について調べ
る。授業後：授業で共有したICTの活用
法を、保育現場で展開できるよう整理する。

4時間

授業前：要支援児や多様な文化的背景をも
つ子どもへの合理的配慮について調べる。授
業後：授業で共有した合理的配慮やユニバー
サルデザインを、保育現場で展開できるよ
う整理する。

4時間

授業前：幼児に向けた多文化理解教育の事
例を調べる。授業後：授業で体験した英語
遊びを、保育現場で展開できるよう整理す
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

表現領域指導法Ⅰ【2019年入学生～】
丹羽ひとみ
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
音楽表現に関する事例を通して乳幼児の発達に即した音楽教育に関する理論を理解する。そして、幼稚園、保育園で行われている音楽活動を実
際に体験し、乳幼児の音楽表現（リズム）に関わる活動を体得する。音楽表現を楽しむ乳幼児の姿や生活の理解をふまえて年齢に応じた教
材、保育の流れを想定し、グループで模擬保育を計画・実践し、現場における保育者の関わり方や援助の改善方法を知る。最後に模擬保育をふ
まえた指導計画案を作成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

音楽に関わる領域「表現」のねらい及び内
容を理解できる。
模擬保育によって保育者の役割を理解でき
る。

領域「表現」のねらいに基づいて、音
楽に関わる保育実践の指導計画を作成するこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

幼稚園教育要領、保育内容表現に関する基礎
理論にもとづいた保育の指導計画案を作成で
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

アセスメントシート
15％
授業内容を問う小テスト
20％
修正保育指導案
15％
定期試験
50％

： 各回1点×14回（合計14点）
14点を15点に換算。
問いに対して的確に答えることができている。：1点
： ・授業内容を全て理解している：20点
・授業内容をほぼ理解している：10～19点
： ・討議会の内容を踏まえ、独自の視点で指導案を作成している。：15点
・討議会の内容を踏まえ指導案を作成している。：5～14点
： ・45点：全講義内容をふまえ、独自の視点で書かれた解答
・35点：講義内容に準拠した解答

使用教科書
指定する
著者
内閣府文部科学省厚生労働省編

タイトル
・

出版社

幼保連携型認定こども園教
育・保育要領 幼稚園教育要領
保育所保育指針

参考文献等
授業の中で随時紹介する。
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・ チャイルド本社

出版年
・

2018 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと表現
・オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説明等）
・「表現」とは何か理解する。

第2回

表現領域の「ねらい」
・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「ねらい」につい
て、表現活動を通して理解する。

第3回

表現領域の「内容」
・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「内容」につい
て、表現活動を通して理解する。
・・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「ねらい」と「内
容」の関係について、表現活動を通して理解する。

第4回

乳幼児の発達と表現の関わり
・乳幼児の発達に伴う、表現の仕方の変容について理解する。

第5回

表現活動のための環境構成の視点と枠組み
・乳幼児が表現を行うために必要な環境構成の視点とその枠組み
を理解する。

第6回

乳幼児の音楽表現と保育①（わらべうた）
・わらべうたのモデル保育の体験を通して、わらべうたにおけ
る乳幼児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループでわらべうたの保育指導案を作成する。

第7回

乳幼児の音楽表現と保育②（手遊び）
・手遊びのモデル保育の体験を通して、手遊びにおける乳幼
児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで手遊びの保育指導案を作成する。

第8回

乳幼児の音楽表現と保育③（子どもの歌）
・子どもの歌のモデル保育の体験を通して、子どもの歌におけ
る乳幼児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで子どもの歌の保育指導案を作成する。

第9回

乳幼児の音楽表現と保育④（音遊び）
・音遊びのモデル保育の体験を通して、音遊びにおける乳幼
児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで音遊びの保育指導案を作成する。

「表現」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

表現領域の「ねらい」ついて課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

表現領域の「ねらい」と「内容」の関係につ
いて課題プリントを読んでまとめる。

4時間

乳幼児の発達と表現の関わりついて課題プリ
ントを読んでまとめる。

4時間

環境構成について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

わらべうたについて課題プリントを読んでま
とめる。

4時間

手遊びについて課題プリントを読んでまとめ
る。

4時間

子どもの歌について課題プリントを読んでま
とめる。

4時間

音遊びについて課題プリントを読んでまとめ
る。

4時間

第10回

小テスト及び模擬保育最終準備
・小テストを行う。
・模擬授業に向けて保育指導案を作成及び準備を行う。

模擬保育の準備を行う。

4時間

第11回

グループによる模擬保育①（わらべうた）
・わらべうたの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第12回

グループによる模擬保育②（手遊び）
・手遊びの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第13回

グループによる模擬保育③（子どもの歌）
・子どもの歌の模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第14回

グループによる模擬保育④（音遊び）
・音遊びの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育内容（表現１）【～2018年入学生】
丹羽ひとみ
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
音楽表現に関する事例を通して乳幼児の発達に即した音楽教育に関する理論を理解する。そして、幼稚園、保育園で行われている音楽活動を実
際に体験し、乳幼児の音楽表現（リズム）に関わる活動を体得する。音楽表現を楽しむ乳幼児の姿や生活の理解をふまえて年齢に応じた教
材、保育の流れを想定し、グループで模擬保育を計画・実践し、現場における保育者の関わり方や援助の改善方法を知る。最後に模擬保育をふ
まえた指導計画案を作成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

音楽に関わる領域「表現」のねらい及び内
容を理解できる。
模擬保育によって保育者の役割を理解でき
る。

領域「表現」のねらいに基づいて、音
楽に関わる保育実践の指導計画を作成するこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

幼稚園教育要領、保育内容表現に関する基礎
理論にもとづいた保育の指導計画案を作成で
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

アセスメントシート
15％
授業内容を問う小テスト
20％
修正保育指導案
15％
定期試験
50％

： 各回1点×14回（合計14点）
14点を15点に換算。
問いに対して的確に答えることができている。：1点
： ・授業内容を全て理解している：20点
・授業内容をほぼ理解している：10～19点
： ・討議会の内容を踏まえ、独自の視点で指導案を作成している。：15点
・討議会の内容を踏まえ指導案を作成している。：5～14点
： ・45点：全講義内容をふまえ、独自の視点で書かれた解答
・35点：講義内容に準拠した解答

使用教科書
指定する
著者
内閣府文部科学省厚生労働省編

タイトル
・

出版社

幼保連携型認定こども園教
育・保育要領 幼稚園教育要領
保育所保育指針

参考文献等
授業の中で随時紹介する。
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・ チャイルド本社

出版年
・

2018 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜昼休み

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと表現
・オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説明等）
・「表現」とは何か理解する。

第2回

表現領域の「ねらい」
・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「ねらい」につい
て、表現活動を通して理解する。

第3回

表現領域の「内容」
・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「内容」につい
て、表現活動を通して理解する。
・幼稚園教育要領に示されている表現領域の「ねらい」と「内
容」の関係について、表現活動を通して理解する。

第4回

乳幼児の発達と表現の関わり
・乳幼児の発達に伴う、表現の仕方の変容について理解する。

第5回

表現活動のための環境構成の視点と枠組み
・乳幼児が表現を行うために必要な環境構成の視点とその枠組み
を理解する。

第6回

乳幼児の音楽表現と保育①（わらべうた）
・わらべうたのモデル保育の体験を通して、わらべうたにおけ
る乳幼児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループでわらべうたの保育指導案を作成する。

第7回

乳幼児の音楽表現と保育②（手遊び）
・手遊びのモデル保育の体験を通して、手遊びにおける乳幼
児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで手遊びの保育指導案を作成する。

第8回

乳幼児の音楽表現と保育③（子どもの歌）
・子どもの歌のモデル保育の体験を通して、子どもの歌におけ
る乳幼児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで子どもの歌の保育指導案を作成する。

第9回

乳幼児の音楽表現と保育④（音遊び）
・音遊びのモデル保育の体験を通して、音遊びにおける乳幼
児の表現及び保育に必要な知識・技能を習得する。
・グループで音遊びの保育指導案を作成する。

「表現」について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

表現領域の「ねらい」ついて課題プリン
トを読んでまとめる。

4時間

表現領域の「内容」と「内容の関係ついて課
題プリントを読んでまとめる。

4時間

乳幼児の発達と表現の関わりついて課題プリ
ントを読んでまとめる。

4時間

環境構成について課題プリントを読んでまと
める。

4時間

わらべうたについて課題プリントを読んでま
とめる。

4時間

手遊びについて課題プリントを読んでまとめ
る。

4時間

子どもの歌について課題プリントを読んでま
とめる。

4時間

音遊びについて課題プリントを読んでまとめ
る。

4時間

第10回

小テスト及び模擬保育最終準備
・小テストを行う。
・模擬授業に向けて保育指導案を作成及び準備を行う。

模擬保育の準備を行う。

4時間

第11回

グループによる模擬保育①（わらべうた）
・わらべうたの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第12回

グループによる模擬保育②（手遊び）
・手遊びの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第13回

グループによる模擬保育③（子どもの歌）
・子どもの歌の模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間

第14回

グループによる模擬保育④（音遊び）
・音遊びの模擬保育と討議会を行う。

修正保育指導案を作成する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

表現領域指導法Ⅱ【2019年入学生～】
白波瀬達也
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
保育者が子どもの造形活動に関わる意義について考え、造形活動が子どもの発達におよぼす影響について学ぶ。５領域の「表現」に関するねら
いや内容を学び、豊かな感性や表現する力、創造力を豊かにする観点から、成長の連続性、保育の連続性を考えた実践力を身につけることを目
指す。また、乳幼児の造形活動で用いる素材や材料、道具に関する基礎知識や技能を習得し、視野の広い幼児理解と表現の過程を大切にする保
育への理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

乳幼児の造形の発達過程を理解して実践につ
なげる力を身につける。

乳幼児の造形の理解をもとにして、実践の方
法について具体的に考えることがきる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら学んできたことを振り返り、自分なり
の問題意識を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ワークシート
30％
最終提出物(ファイル）

： 授業内容を踏まえて子どもの造形表現活動の内容とその指導法、援助法が書かれている：30点。授
業内容を踏まえて書かれている：18点。
： 指定の形式に沿って独自の視点で書かれている：35点。指定の形式に沿って書かれている：21点。

20％
授業への参加度
30％
レポート
20％

： 教員とのやりとり対して的確に回答することを評価する。模擬保育などの取り組みは子どもの発
達を５領域の「表現」観点から捉え、造形表現に関する知識や技術、活動の内容を理解しようとし
ているかを評価する。
： 授業内容を踏まえて造形表現に関する知識や子どもの造形表現活動の内容が書かれてい
る：5点。授業内容を踏まえて書かれている：3点。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

槇 英子

・

保育をひらく造形表
現〈第２版〉

・ 萌文書林

・

2018 年

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領<原本>

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説』文部科学省 フレーベル館 最新版
・『保育所保育指針 解説書』厚生労働省 フレーベル館 最新版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 授業・会議等の時間を除いて、できるだけ対応をします。昼休みなどを利用して相談時間の調整に来てください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

造形表現について

乳幼児の造形表現を学ぶために、「表現」について考える機会に
する
第2回

造形活動の発達（１） かく活動の発達過程
かく活動の発達過程を理解するために、テキストを用いて、0歳
児からの活動内容を説明する

第3回

造形活動の発達（２） つくる活動の発達過程
つくる活動の発達過程を理解するために、テキストを用い
て、0歳児からのモノの関わりについて説明する

第4回

子どもの感性と表現活動（１）かく（パス）
乳幼児が使う描画材について理解するために、パスの特
性を知り使用方法について学ぶ

第5回

子どもの感性と表現活動（２）かく（絵の具）
乳幼児が使う描画材について理解するために、絵の具の特
性を知り使用方法について学ぶ

第6回

子どもの感性と表現活動（３）つくる
乳幼児が使う道具について理解するために、造形活動で用いる道
具の使い方について学ぶ

第7回

子どもの感性と表現活動（４）感触
素材についての理解を深めるために、紙を用いて素材の変化につ
いて体験する

第8回

表現活動と環境（１） 子どもの表現
素材についての理解を深めるために、粘土を用いて素材の特
性を活かした活動を体験する。

第9回

表現活動と環境（２） 感性と表現を育む環境
表現したくなる意欲や素材との出会いを踏まえた乳幼児の活動に
ついて考える

第10回

表現活動と援助（１）保育案の作成（内容と援助）
造形に関する模擬保育をするために、活動内容や援助につい
て学ぶ

第11回

表現活動と援助（２）保育案の作成（準備）
造形に関する模擬保育を実践するために、活動内容に応じた準
備をする

第12回

素材研究と実践（１）模擬保育
各グループにわかれて造形に関する模擬保育を実践する

第13回

素材研究と実践（２）模擬保育
各グループにわかれて造形に関する模擬保育を実践する

第14回

素材研究と実践のふりかえり
造形に関する模擬保育実践後のふりかえり、ファイルを完成させ
る

148

予習 ：テキス トpp.9-14 を読んで「造形表
現」について考えてくる。学習内容のまと
め・整理

4時間

予習： テキス ト pp.63-82 造形活動の発
達のかく活動を読んでくる。内容のまと
め・整理・復習

4時間

予習： テキス ト pp.63-82 造形活動の発
達のつくる活動を読んでくる。内容のまと
め・整理・復習

4時間

予習 ：テキス トpp.127 乳幼児が使う描画
材について理解するためにを読んでくる。学
習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.132-135 乳幼
児が使う描画材について理解するために
を読んでくる。学習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.141-154 乳幼
児が使う道具について理解するために読んで
くる。学習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.22-23 乳幼児が使う素
材について理解するために読んでくる。学習
内容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.28-30 表現活動と環境に
ついて理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.28-30 表現活動と環境に
ついて理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.88-106 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.125-190 造形に関する実
践事例を理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育内容（表現２）【～2018年入学生】
白波瀬達也
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
保育者が子どもの造形活動に関わる意義について考え、造形活動が子どもの発達におよぼす影響について学ぶ。５領域の「表現」に関するねら
いや内容を学び、豊かな感性や表現する力、創造力を豊かにする観点から、成長の連続性、保育の連続性を考えた実践力を身につけることを目
指す。また、乳幼児の造形活動で用いる素材や材料、道具に関する基礎知識や技能を習得し、視野の広い幼児理解と表現の過程を大切にする保
育への理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

乳幼児の造形の発達過程を理解して実践につ
なげる力を身につける。

乳幼児の造形の理解をもとにして、実践の方
法について具体的に考えることがきる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら学んできたことを振り返り、自分なり
の問題意識を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ワークシート
30％
最終提出物(ファイル）

： 授業内容を踏まえて子どもの造形表現活動の内容とその指導法、援助法が書かれている：30点。授
業内容を踏まえて書かれている：18点。
： 指定の形式に沿って独自の視点で書かれている：35点。指定の形式に沿って書かれている：21点。

20％
授業への参加度
30％
レポート
20％

： 教員とのやりとり対して的確に回答することを評価する。模擬保育などの取り組みは子どもの発
達を５領域の「表現」観点から捉え、造形表現に関する知識や技術、活動の内容を理解しようとし
ているかを評価する。
： 授業内容を踏まえて造形表現に関する知識や子どもの造形表現活動の内容が書かれてい
る：5点。授業内容を踏まえて書かれている：3点。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

槇 英子

・

保育をひらく造形表
現〈第２版〉

・ 萌文書林

・

2018 年

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領<原本>

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説』文部科学省 フレーベル館 最新版
・『保育所保育指針 解説書』厚生労働省 フレーベル館 最新版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 授業・会議等の時間を除いて、できるだけ対応をします。昼休みなどを利用して相談時間の調整に来てください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

造形表現について

乳幼児の造形表現を学ぶために、「表現」について考える機会に
する
第2回

造形活動の発達（１） かく活動の発達過程
かく活動の発達過程を理解するために、テキストを用いて、0歳
児からの活動内容を説明する

第3回

造形活動の発達（２） つくる活動の発達過程
つくる活動の発達過程を理解するために、テキストを用い
て、0歳児からのモノの関わりについて説明する

第4回

子どもの感性と表現活動（１）かく（パス）
乳幼児が使う描画材について理解するために、パスの特
性を知り使用方法について学ぶ

第5回

子どもの感性と表現活動（２）かく（絵の具）
乳幼児が使う描画材について理解するために、絵の具の特
性を知り使用方法について学ぶ

第6回

子どもの感性と表現活動（３）つくる
乳幼児が使う道具について理解するために、造形活動で用いる道
具の使い方について学ぶ

第7回

子どもの感性と表現活動（４）感触
素材についての理解を深めるために、紙を用いて素材の変化につ
いて体験する

第8回

表現活動と環境（１） 子どもの表現
素材についての理解を深めるために、粘土を用いて素材の特
性を活かした活動を体験する。

第9回

表現活動と環境（２） 感性と表現を育む環境
表現したくなる意欲や素材との出会いを踏まえた乳幼児の活動に
ついて考える

第10回

表現活動と援助（１）保育案の作成（内容と援助）
造形に関する模擬保育をするために、活動内容や援助につい
て学ぶ

第11回

表現活動と援助（２）保育案の作成（準備）
造形に関する模擬保育を実践するために、活動内容に応じた準
備をする

第12回

素材研究と実践（１）模擬保育
各グループにわかれて造形に関する模擬保育を実践する

第13回

素材研究と実践（２）模擬保育
各グループにわかれて造形に関する模擬保育を実践する

第14回

素材研究と実践のふりかえり
造形に関する模擬保育実践後のふりかえり、ファイルを完成させ
る
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予習 ：テキス トpp.9-14 を読んで「造形表
現」について考えてくる。学習内容のまと
め・整理

4時間

予習： テキス ト pp.63-82 造形活動の発
達のかく活動を読んでくる。内容のまと
め・整理・復習

4時間

予習： テキス ト pp.63-82 造形活動の発
達のつくる活動を読んでくる。内容のまと
め・整理・復習

4時間

予習 ：テキス トpp.127 乳幼児が使う描画
材について理解するためにを読んでくる。学
習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.132-135 乳幼
児が使う描画材について理解するために
を読んでくる。学習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.141-154 乳幼
児が使う道具について理解するために読んで
くる。学習内容のまとめ・整理

4時間

予習 ：テキス トpp.22-23 乳幼児が使う素
材について理解するために読んでくる。学習
内容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.28-30 表現活動と環境に
ついて理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.28-30 表現活動と環境に
ついて理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.88-106 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.107-124 造形に関する模
擬保育をするために読んでくる。学習内容の
まとめ・整理

4時間

予習： テキス トpp.125-190 造形に関する実
践事例を理解するために読んでくる。学習内
容のまとめ・整理

4時間

6216

433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

幼児理解
清水真由子
3年

前期

開講時期

単位数

1

演習

該当する
発達相談支援に関する臨床発達心理士として従事（全14回）

実務経験の概要

授業概要
人間の発達に関わる心理学的知識の修得を前提として、生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解することを目的とする。ま
た、乳児および幼児の個々の発達の姿を把握する観察力と、適切な発達援助を行う実践力の基礎を培う。このため、幼児理解に関わる理論およ
び方法について、様々な方法を通して学ぶ。また、保幼小接続、保育者間の協働、保護者との連携など、現代の保育課題と発達援助および保育
実践の関係についても理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

発達心理学的知識の修得と保育実践

保育の専門家として、心理学の知識をもと
に子どもの心身の発達を理解することができ
る。さらに個々の子どもの個性を理解し保
育することの大切さを知る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育実践を構想する力

生活と遊びを通した子どもの学びの過程を理
解した上で、発達支援や保育実践の方法につ
いて具体的に考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自ら学んできたことを振り返り、自己の課
題を省察することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

一人ひとりの子どもに寄り添い、理解しつ
つ関わる保育とはどのようなものかを実践
的に考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加（1点×14回）
： 演習への積極的参加と発表、質問に対する積極的・適切な答えを総合して評価する。
14％
シャトルシート等授業内課
題（5点×14回）

70％

学期末レポート
16％

： 授業外学修課題（予習シート各2点）をもとに、授業での学びを的確に示しているかを評価す
る（各3点）。
： 課題の条件を満たし、十分に情報を収集し心理学的観点からまとめた上で、独自の見解を述べてい
るかどうかを10点満点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する。
・文部科学省 厚生労働省 内閣府
本＞』チャイルド本社

2017『平成29年告示

幼保連携型認定こども園教育・保育要領

履修上の注意・備考・メッセージ
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幼稚園教育要領

保育所保育指針＜原

6216
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館５階個人研究室124
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：子どもの理解と援助とは
保育・教育実践における幼児理解の重要性を理解する。
子どもの理解に基づく養護及び教育の一体的展開について理解す
る。

第2回

幼児理解の理論（１）―子どもの発達に関わる理論を中心に―
発達の理論をもとに現前する子どもの行動を理解する力を身につ
ける。
キーワード：知能の発達、ことばの発達、社会性の発達

第3回

幼児理解の理論（２）―援助・相談等に関わる理論を中心に―
臨床心理学の理論をもとに、実際の子ども支援、保護者支援の事
例を読み解く。
キーワード：保護者支援、傾聴

第4回

幼児理解の方法
観察記録のつけ方や、記述方法について学び、記録と理解の深ま
りについて考える。
キーワード：観察、事例研究、実習記録、省察

第5回

幼児理解と個人差や発達過程に応じた保育
発達に応じた遊びや支援、発達の課題に応じた援助と関わりにつ
いて理解する。
キーワード：横の発達、縦の発達、個人差

第6回

子どもの生活や遊びを通した学び
幼児期における生活や遊びの重要性を理解する。
基本的生活習慣の獲得および自己の主体性の形成と発達援助につ
いて理解する。
キーワード：生活と遊び、基本的生活習慣、自我の発達

第7回

環境としての保育者と子どもの発達
子どもの発達を支援する保育者の役割について理解する。
家庭とは異なる保育者ならではの支援について考える。
キーワード：安全基地、アタッチメント、基本的信頼感

第8回

身体感覚を伴う多様な経験と環境との相互作用
園庭や保育室の環境から五感を伴う多様な遊びと活動の展
開を知る。保育の環境の理解と構成、環境の変化や移行につい
て理解する。
キーワード：運動発達、園庭環境、環境構成

第9回

個と集団との関係と仲間関係の発達
子どもの相互の関わりと関係づくりについて理解する。集団にお
ける経験と育ちの重要性を理解する。
キーワード：自己主張と自己抑制、仲間関係、自我の発達

第10回

乳児および幼児理解と発達の課題に応じた援助やかかわり
子どもに対する共感的理解や、子どもの葛藤やつまずきを理
解し支援することを学ぶ。
キーワード：発達課題、共感的関わり、気になる子

第11回

特別な配慮を要する子どもの理解と支援
定型発達とは異なる発達の過程を理解し、その具体的援助につい
て理解する。保育の中での特別な配慮とは何かを理解する。
キーワード：発達障害、インクルーシブ保育

第12回

発達の連続性と就学への支援
発達の連続性を理解するとともに保幼小連携の実例につい
て知る。
キーワード：保幼小接続、小一プロブレム、人事交流教員、ス
タートカリキュラム

第13回

乳児および幼児理解に基づく発達援助と協働
保育者の子ども観と、その多様性について知り、保育者間の意
見の交換の必要性や協働の大切さを理解する。
キーワード：保育者の協働、PDCAサイクル

第14回

現代社会における子どもの発達と保育の課題
現代における保育の課題について、子どもの発達、社会問題の側
面から理解する。
時代によって異なる子ども観について理解する。
キーワード：子どもの貧困、待機児童、少子高齢化、子ども観
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自己の保育・教育実践を振り返り、自らの保
育観や子ども観について考えたことをまとめ
ておく。

1時間

予習シートの作成：キーワード 知能の発
達、ことばの発達、社会性の発達

1時間

予習シートの作成：キーワード
援、傾聴

保護者支

1時間

予習シートの作成：キーワード
味、省察

記録の意

1時間

予習シートの作成：キーワード
ジェの発達段階

ピア

1時間

予習シートの作成：キーワード
活と遊び、基本的生活習慣

生

1時間

予習シートの作成：キーワード 安全基
地、アタッチメント、基本的信頼感

1時間

予習シートの作成：キーワード
達、園庭環境、環境構成

運動発

1時間

予習シートの作成：キーワード
係の発達

仲間関

1時間

予習シートの作成：キーワード
り、気になる子

共感的関わ

1時間

予習シートの作成：キーワード
害、インクルーシブ保育

発達障

1時間

予習シートの作成：キーワード 保幼小接
続、小一プロブレム、スタートカリキュラム

1時間

予習シートの作成：キーワード
働、PDCAサイクル

保育者の協

1時間

予習シートの作成：キーワード
的課題、レポート作成

保育の現代

2時間

6231
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育原理
石田貴子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育の意義や制度、思想、歴史、現状と課題等、保育に関する基本的な事柄を学び、保育の本質と目的を理解することをねらいと
する。まず、「保育」の意味と意義･目的について学び、保育に関する法令及び制度を理解する。その上で、代表的な保育施設である保育所の保
育について学び、保育所保育指針の基本を理解する。さらに、保育の思想と歴史的変遷を理解した上で、現状を俯瞰し、現代社会における保
育の様々な課題について理解を深め、保育者の立場に立って今後の保育のあり方を考えていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

保育についての基礎的知識及び保育の現
状と課題についての理解

保育の意義と基本原則、制度、思想、歴史的
変遷を理解し、保育の現状と課題について考
察することができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

グループワークに積極的に参加し、意見を交
換することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内での課題達成
42％
授業への積極的参加･貢献
8％
定期試験
50％

： 各回3点満点×14回で評価する。必要事項が全て書き込まれていれば2点、さらに自分なりの視点で
の学びが記されていれば3点、部分的不足があれば1点とする。
： 事前ワークの提出回数と内容、交流への積極的参加と発表、質問に対する適切な答えを総合して評
価する。
： 保育の意義と制度、基本原則、思想、歴史的変遷を適切に理解しているか(40点)、保育の現状と課
題を適切に理解し、論理的に対応策を述べることができているか(10点)で評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領 ＜原本＞

・ チャイルド本社

・

2017 年

厚生労働省

・

保育所保育指針解説

・ フレーベル館

・

2018 年

伊藤潔志

・

哲学する保育原理

・ 教育情報出版

・

2018 年

編著

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ

153

6231
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で通知します

場所：

中央館2Ｆ研究室

備考・注意事項： 質問先：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学部(教育学部以外）・学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。また、DVD「保育士の仕事と役割」を視聴し、保育所保育に
ついてイメージを持つ。

第2回

保育の意義と目的(1)（保育の理念と概念）
「保育」という言葉の意味を手がかりに、保育とは何かについ
て考察し、保育の理念と概念を理解する。

第3回

保育の意義と目的(2)（保育の社会的役割と責任）
現代社会の状況と保育が行われる場について学び、保育の社会的
役割と責任を理解する。

第4回

保育に関する法令･制度
保育に関する法令と保育所保育指針の位置づけ、保育の実施体
系について学び、保育の制度への理解を深める。

第5回

保育所保育指針における保育の基本(1)（基本原則）
保育所保育指針及び保育所保育の映像（DVD)にもとづき、保育所
保育の特性と基本原則を理解する。

第6回

保育所保育指針における保育の基本(2)（養護）
保育所保育指針及び保育所保育の映像（DVD)にもとづき、「養
護」及び「養護と教育の一体性」について理解する。

第7回

保育所保育指針における保育の基本(3)（保育の目標）

保育所保育指針及び保育所保育の映像（DVD)にもとづき、保
育の目標について理解する。
第8回

保育所保育指針における保育の基本(4)（保育の内容）
保育所保育指針及び保育所保育の映像（DVD)にもとづき、保
育の内容について理解する。

第9回

保育所保育指針における保育の基本(5)（保育の環境と方法）
保育所保育指針及び保育所保育の映像（DVD)にもとづき、保
育の環境と方法について理解する。

第10回

保育士の専門性
幼稚園教諭との比較などを通し、保育士に求められる専門性と資
質･能力の向上について理解する。

第11回

保育の計画と展開
保育所保育指針にもとづき、保育の計画･実践･記録･省察･評
価･改善の過程について理解する。

第12回

保育の思想と歴史的変遷(1)（諸外国の保育の思想と歴史）

諸外国の保育の思想と歴史について理解する。
第13回

保育の思想と歴史的変遷(2)（日本の保育の思想と歴史）

日本の保育の思想と歴史について理解する。
第14回

保育の現状と課題（子ども･子育て支援新制度）
少子化対策の変遷を踏まえ、子ども･子育て支援新制度の現
状と課題について理解する。
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予習：シラバスを読み、授業概略を理解す
る。また、保育所保育指針を通読しておく。

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：保育、教育、養
護、福祉

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：家庭、保育施
設、子どもの最善の利益

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：児童福祉法、保
育所保育指針、子ども・子育て支援新制度

4時間

予習：保育所保育指針第1章1を精読し、事
前ワークプリントに取り組む。

4時間

予習：保育所保育指針第1章2を精読し、事
前ワークプリントに取り組む。

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：保育の目
標、育みたい資質･能力、幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿、ねらい

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：保育の内容、領
域

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：環境、遊び、発
達

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：保育士、専門
性、研修

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：保育の計画、評
価、改善

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：ルソー、ペスタ
ロッチ、オーベルラン、オーエン、フレーベ
ル、デューイ

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：東基吉、和田
実、倉橋惣三、城戸幡太郎、赤沢鍾美、野口
幽香

4時間

予習：テキストにもとづく事前ワークプリン
トに取り組む。キーワード：少子化、子ど
も・子育て支援新制度、保育の質の向上

4時間

6234

431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育の心理学
清水真由子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
臨床発達心理士として発達相談を担当（全14回）

実務経験の概要

授業概要
乳幼児期に子どもは何を経験し、何がはぐくまれることが大切なのか、そのためには保育に何が求められているのか、といった問いに対し
て人の発達という視点から考えることを目的とする。このため、人の発達に関する理論や人の発達を明らかにするための研究方法につい
て学ぶ。また発達心理学の研究成果と実際の保育現場、学校現場での子どもの生活・教育、保護者との連携や子育て支援とをできるだけ具体
的に結び付けて理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

発達心理学の専門知識の修得

保育実践に関わる発達理論等の心理学的知
識を踏まえ、発達を捉える視点について理
解することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

乳幼児期の子どもの学びの過程や特性につい
て基礎的な知識を習得し、保育における人と
の相互的関わりや体験、環境の意義を理解す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加（1点×14回）
： 授業への積極的参加と質問に対する積極的な答えを総合して評価する。
14％
シャトルシート等授業内課
題（3点×14回）

42％

学期末試験

： 各回0～3点で評価する。独自の見解や具体例とともに論述されていれば3点、授業のポイントを十
分に理解していれば2点、誤りや不足があれば1点、重大な誤り等があれば0点とする。
： 授業内容を十分に理解できているかを評価する。

44％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館５階個人研究室124
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6234
備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Eメールでも対応する。
メールアドレス
shimizu-m@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育の心理学：質問：○○○○（送信者の氏名」とした上で、本文に送信者の学生番号・氏名を必ず明記す
ること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの発達を理解する意義
それぞれの時期の子どもの発達や個人差を理解し、保育のはたら
きかけをどう行えばよいかを考える。

シラバスを読み、授業の概略を理解する。

4時間

第2回

発達理論と子ども観・保育観

講義内容を復習し、自らの子ども観・保育
観について考える。

4時間

講義内容を復習し、乳幼児期の身体的機
能と運動機能について考察する。

4時間

講義内容を復習し、ことばの獲得における養
育者とのやり取りの重要性について考察す
る。

4時間

講義内容を復習し、生活や様々な遊びのなか
で身につく力について考察する。

4時間

講義内容を復習し、自己主張と自己抑制のバ
ランスの重要性について考察する。

4時間

講義内容を復習し、他者の心を理解すること
によって、仲間との関わりがどのように変
化するのかを考察する。

4時間

講義内容を復習し、仲間との関わりを通し
た道徳性や思いやりの発達について考察す
る。

4時間

講義内容を復習し、環境としての保育者や仲
間の重要性について考察する。

4時間

講義内容を復習し、講義内容を復習し、遊び
をはぐくむ保育者の役割について考察する。

4時間

講義内容を復習し、乳幼児期の学びを支え
る保育について考察する。

4時間

講義内容を復習し、日本の保育・教育の特
徴について考察する。

4時間

講義内容を復習し、保育現場での発達と支
援について考察する。

4時間

これまでの学修内容について振り返る。

4時間

発達は何によって展開すると考えているのか、それぞれの子ど
も観をピアジェやエリクソンの発達理論と関連させて考える。
第3回

乳幼児期の身体的機能と運動機能
乳幼児期の身体発達や運動発達を理解し、発達変化に合わせた保
育内容について考える。

第4回

乳幼児期の言葉の発達
話しことばが発せられるまでの道筋やことばを獲得する道筋を理
解する。

第5回

乳幼児期の認知の発達
生活や遊びを通して学ぶ数量感覚や読み書きのリテラシーについ
て理解する。

第6回

自己主張・自己抑制の発達
仲間との関わりを通した自己主張と自己抑制の発達的変化につい
て理解する。

第7回

他者の心の理解
他者の心に気づき、理解していく発達過程について理解し、そ
の発達によっていかに遊びの展開が変化するのかを考える。

第8回

道徳性と思いやり
道徳性や思いやり、規範意識がどのように芽生え、発達してくる
のかを理解する。

第9回

子どもの発達と保育の環境
身体感覚を伴う多様な経験と環境の相互作用について理解する。

第10回

乳幼児期の遊びの発達
乳幼児期の遊びの発達について理解し、遊びをはぐくむ援助と環
境設定について考える。

第11回

乳幼児期の学びを支える保育
子どもが自発的に環境にかかわりをもち、豊かな学びを得るため
に、保育にはどのような役割があるのかを理解する。

第12回

発達の理論と保育
ピアジェやヴィゴツキー、モンテッソーリの理論と保育につい
て理解する。

第13回

発達支援の実際
発達上の問題の発見と把握の重要性を理解し、日々の支援の実
践について学ぶ。

第14回

保育の心理学をめぐる現代的諸問題とまとめ
これまで学んだ発達心理学や保育の心理学が、保育・教育実践に
どうつながるのかを考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

子ども家庭福祉【2019年入学生～】
今井涼
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
児童相談所で児童福祉司として児童虐待対応に従事した実務経験あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、子ども家庭福祉について、その意義、歴史的変遷、法制度実施体系、子どもの人権擁護等に関する基礎的な知識を習得する。その
うえで現代社会における少子化、保育ニーズの多様化といった現状や児童虐待、ドメスティックバイオレンス、子どもの障害、少年非行、子ど
もの貧困などの問題の実態を学び、子ども家庭福祉の動向と展望について考察を深める。これらをとおして、少子化から派生する課題や保
育ニーズの多様化に応える必要性をふまえつつ、子どもと家庭をめぐる福祉問題において保育士が果たすべき役割を自覚し、子どもの権利擁
護を追求する専門性を身につけることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

子どもと家庭をめぐる現状と歴史の理解、法
制度、施策、社会資源などの体系的理解。

子どもと家庭をめぐる諸課題について歴史的
経緯、理念、法制度や社会資源等を理解す
る。また、保育の実践における福祉の視
点の意義をふまえ、課題にどう向き合うの
か、子どもの権利擁護の観点から記述でき
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもと家庭の福祉をめぐる歴史的経緯、現
状、法制度、施策上の課題について、自
身の考えを述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業毎のリアクションペーパー
30％
小テスト

： 授業毎に感想等を求める。講義内容を吟味、整理し、制度、施策、支援上の課題や疑問等を発
見し、明確に述べることができているかを評価する。
： 保育専門職として身につけなければならない知識を問う。3回実施予定。

30％
期末レポート
40％

： 与えられたテーマについて、子どもの権利擁護の視点から制度、施策、支援上の課題を論理
的に述べることができているか評価する。

使用教科書
指定する
著者
公益財団法人児童育成協会（監
修）

タイトル
・

新基本保育シリーズ③
も家庭福祉

出版社
子ど

・ 中央法規

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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出版年
・

2019 年
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示する。

場所：

初回授業時に提示する。

備考・注意事項： 初回授業時に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、子ども家庭福祉の基本

①本授業の目標、内容、授業計画、評価方法に関する説
明を行う。
②子ども家庭福祉の基本、現代家族の特徴、少子化などの社
会の動向を理解する。また、児童の権利条約に規定される子ども
の権利について学ぶ。
第2回

子ども家庭福祉の歴史と外国の動向

日本、イギリス、アメリカの子ども家庭福祉をめぐる歴史につい
て学ぶ。
第3回

子どもの権利擁護

子どもの権利擁護の歴史的な変遷と児童の権利条約、子どもの権
利を擁護するためのしくみについて理解する。
第4回

子ども家庭福祉に関する制度と実施体制

子どもの家庭福祉の制度と法体系及び子ども家庭福祉の実施体
系について理解する。また、子どもの権利擁護と現代社会におけ
る課題について学ぶ。
第5回

子ども家庭福祉に関する施設と専門職
子ども家庭福祉に関わる施設の種類やその設置と運営を学ぶ。ま
た、子ども家庭福祉に携わる専門職について学ぶ。

第6回

少子化の問題と地域子育て支援

少子化の問題と地域の子育て支援制度、施策、事業などについ
て理解する。
第7回

母子保健施策と子どもの健全育成施策

母子保健に関わる施策と子どもの健全育成に関わる施策につい
て学ぶ。
第8回

多様化する保育ニーズへの対応

現代日本において多様化する保育ニーズに応えるための保育の施
策について学ぶ。
第9回

児童虐待問題とドメスティックバイオレンス問題

家庭内の子どもの権利侵害としての児童虐待とドメスティックバ
イオレンスについて学び、保育士としての対応方法を学ぶ。
第10回

子どもの貧困問題と外国籍の子どもや外国にルーツをもつ子ど
もへの対応

子どもの貧困問題とその対策について学ぶ。また、外国籍の子ど
もや外国にルーツをもつ子どもの困難や対応について学ぶ。
第11回

社会的養護
社会的養護の制度や施策の概要について学ぶ。

第12回

障害のある子どもへの支援

障害のある子どもに対する支援について学ぶ。
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予習としてテキスト第1講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、子ど
もの最善の利益についての自分の考えをノー
ト等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第2講を熟読しておくこ
と。復習として、日本、イギリス、アメリ
カの三項目に分けて授業内容の要点を整
理し、ノート等に整理すること。

4時間

予習としてテキスト第3講を熟読しておくこ
と。復習として、児童の権利条約の全
文を調べて読み込み、児童の最善の利益の追
求の観点から日本が課題としている項
目を選び、自分の考えをノート等にまとめる
こと。

4時間

予習としてテキスト第4講を熟読しておくこ
と。復習として、それぞれの法制度及び実施
体系について要点を整理し、ノート等にまと
めること。

4時間

予習としてテキスト第5講を熟読しておくこ
と。復習として、各施設及び各専門職につい
て要点を整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第6講を熟読しておくこ
と。復習として少子化がもたらす子育ての環
境の変化と、地域における子育てサポー
トの意義について自分の考えをノート等にま
とめること。

4時間

予習としてテキスト第7講を熟読しておくこ
と。復習として、母子保健の施策についてま
とめ、子ども虐待の発生予防における母子保
健のサービスの意義についてノート等に自
分の考えをまとめること。

4時間

予習としてテキスト第8講を熟読しておくこ
と。復習として保育の施策ついて整理し、多
様な保育サービスの展開における課題につい
てノート等に自分の意見をまとめること。

4時間

予習としてテキスト第9講を熟読しておくこ
と。復習として、児童虐待を発見した場
合のチームアプローチにおいて保育士が直
面する困難や課題について、自分の考え
をノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第10講を熟読しておくこ
と。復習として、子どもの貧困問題あるい
は外国籍の子どもや外国にルーツをもつ子ど
もをめぐる困難の問題について、サポートを
それぞれ一つずつ考案すること。

4時間

予習としてテキスト第11講を熟読しておくこ
と。復習として授業の要点をノートにまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第12講を熟読しておくこ
と。復習として、障害のある子どもの育ち
を支援する保育士の役割について自分の考え
をまとめること。

4時間

6236
第13回

少年非行等への対応

非行のある少年への対応について学ぶ。
第14回

子ども家庭福祉の動向と今後の展望

次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進について学ぶ。また、地
域における連携・協働とネットワークについて学ぶ。
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予習としてテキスト第13講を熟読してお
く。復習として、非行少年への対応におけ
る福祉の意義について自分の考えをノー
ト等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第14講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、これ
までの授業で学んだテーマから一つ選ん
で、子ども家庭福祉をめぐる法制度や施策あ
るいは支援における課題について、保育士と
して子どもの権利擁護を追求する視点から自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

6237

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

児童家庭福祉【～2018年入学生】
今井涼
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
児童相談所で児童福祉司として児童虐待対応に従事した実務経験あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、子ども家庭福祉について、その意義、歴史的変遷、法制度実施体系、子どもの人権擁護等に関する基礎的な知識を習得する。その
うえで現代社会における少子化、保育ニーズの多様化といった現状や児童虐待、ドメスティックバイオレンス、子どもの障害、少年非行、子ど
もの貧困などの問題の実態を学び、子ども家庭福祉の動向と展望について考察を深める。これらをとおして、少子化から派生する課題や保
育ニーズの多様化に応える必要性をふまえつつ、子どもと家庭をめぐる福祉問題において保育士が果たすべき役割を自覚し、子どもの権利擁
護を追求する専門性を身につけることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

子どもと家庭をめぐる現状と歴史の理解、法
制度、施策、社会資源などの体系的理解。

子どもと家庭をめぐる諸課題について歴史的
経緯、理念、法制度や社会資源等を理解す
る。また、保育の実践における福祉の視
点の意義をふまえ、課題にどう向き合うの
か、子どもの権利擁護の観点から記述でき
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもと家庭の福祉をめぐる歴史的経緯、現
状、法制度、施策上の課題について、自
身の考えを述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業毎のリアクションペーパー
30％
小テスト

： 授業毎に感想等を求める。講義内容を吟味、整理し、制度、施策、支援上の課題や疑問等を発
見し、明確に述べることができているかを評価する。
： 保育専門職として身につけなければならない知識を問う。3回実施予定。

30％
期末レポート
40％

： 与えられたテーマについて、子どもの権利擁護の視点から制度、施策、支援上の課題を論理
的に述べることができているか評価する。

使用教科書
指定する
著者
公益財団法人児童育成協会（監
修）

タイトル
・

新基本保育シリーズ③
も家庭福祉

出版社
子ど

・ 中央法規

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は4単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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出版年
・

2019 年

6237

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示する。

場所：

初回授業時に提示する。

備考・注意事項： 初回授業時に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、子ども家庭福祉の基本

①本授業の目標、内容、授業計画、評価方法に関する説
明を行う。
②子ども家庭福祉の基本、現代家族の特徴、少子化などの社
会の動向を理解する。また、児童の権利条約に規定される子ども
の権利について学ぶ。
第2回

子ども家庭福祉の歴史と外国の動向

日本、イギリス、アメリカの子ども家庭福祉をめぐる歴史につい
て学ぶ。
第3回

子どもの権利擁護

子どもの権利擁護の歴史的な変遷と児童の権利条約、子どもの権
利を擁護するためのしくみについて理解する。
第4回

子ども家庭福祉に関する制度と実施体制

子どもの家庭福祉の制度と法体系及び子ども家庭福祉の実施体
系について理解する。また、子どもの権利擁護と現代社会におけ
る課題について学ぶ。
第5回

子ども家庭福祉に関する施設と専門職
子ども家庭福祉に関わる施設の種類やその設置と運営を学ぶ。ま
た、子ども家庭福祉に携わる専門職について学ぶ。

第6回

少子化の問題と地域子育て支援

少子化の問題と地域の子育て支援制度、施策、事業などについ
て理解する。
第7回

母子保健施策と子どもの健全育成施策

母子保健に関わる施策と子どもの健全育成に関わる施策につい
て学ぶ。
第8回

多様化する保育ニーズへの対応

現代日本において多様化する保育ニーズに応えるための保育の施
策について学ぶ。
第9回

児童虐待問題とドメスティックバイオレンス問題

家庭内の子どもの権利侵害としての児童虐待とドメスティックバ
イオレンスについて学び、保育士としての対応方法を学ぶ。
第10回

子どもの貧困問題と外国籍の子どもや外国にルーツをもつ子ど
もへの対応

子どもの貧困問題とその対策について学ぶ。また、外国籍の子ど
もや外国にルーツをもつ子どもの困難や対応について学ぶ。
第11回

社会的養護
社会的養護の制度や施策の概要について学ぶ。

第12回

障害のある子どもへの支援

障害のある子どもに対する支援について学ぶ。
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予習としてテキスト第1講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、子ど
もの最善の利益についての自分の考えをノー
ト等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第2講を熟読しておくこ
と。復習として、日本、イギリス、アメリ
カの三項目に分けて授業内容の要点を整
理し、ノート等に整理すること。

4時間

予習としてテキスト第3講を熟読しておくこ
と。復習として、児童の権利条約の全
文を調べて読み込み、児童の最善の利益の追
求の観点から日本が課題としている項
目を選び、自分の考えをノート等にまとめる
こと。

4時間

予習としてテキスト第4講を熟読しておくこ
と。復習として、それぞれの法制度及び実施
体系について要点を整理し、ノート等にまと
めること。

4時間

予習としてテキスト第5講を熟読しておくこ
と。復習として、各施設及び各専門職につい
て要点を整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第6講を熟読しておくこ
と。復習として少子化がもたらす子育ての環
境の変化と、地域における子育てサポー
トの意義について自分の考えをノート等にま
とめること。

4時間

予習としてテキスト第7講を熟読しておくこ
と。復習として、母子保健の施策についてま
とめ、子ども虐待の発生予防における母子保
健のサービスの意義についてノート等に自
分の考えをまとめること。

4時間

予習としてテキスト第8講を熟読しておくこ
と。復習として保育の施策ついて整理し、多
様な保育サービスの展開における課題につい
てノート等に自分の意見をまとめること。

4時間

予習としてテキスト第9講を熟読しておくこ
と。復習として、児童虐待を発見した場
合のチームアプローチにおいて保育士が直
面する困難や課題について、自分の考え
をノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第10講を熟読しておくこ
と。復習として、子どもの貧困問題あるい
は外国籍の子どもや外国にルーツをもつ子ど
もをめぐる困難の問題について、サポートを
それぞれ一つずつ考案すること。

4時間

予習としてテキスト第11講を熟読しておくこ
と。復習として授業の要点をノートにまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第12講を熟読しておくこ
と。復習として、障害のある子どもの育ち
を支援する保育士の役割について自分の考え
をまとめること。

4時間

6237
第13回

少年非行等への対応

非行のある少年への対応について学ぶ。
第14回

子ども家庭福祉の動向と今後の展望

次世代育成支援と子ども家庭福祉の推進について学ぶ。また、地
域における連携・協働とネットワークについて学ぶ。
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予習としてテキスト第13講を熟読してお
く。復習として、非行少年への対応におけ
る福祉の意義について自分の考えをノー
ト等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第14講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、これ
までの授業で学んだテーマから一つ選ん
で、子ども家庭福祉をめぐる法制度や施策あ
るいは支援における課題について、保育士と
して子どもの権利擁護を追求する視点から自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

6241

433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会福祉
塩田祥子
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

2003年秋から2004年夏にかけて、大阪府社会福祉協議会第三者評価事業の立ち上げに嘱託研究員として従
事。また、2001年～現場での研修活動を続けている（全14回）。

授業概要
日本は本格的に少子高齢社会を迎え、さらに、個々、家族のあり方も多様化している。その中で、既存の制度の枠で、個人、家族、地域を支え
ることは限界があり、新たな仕組みづくりが求められている。また、経済成長に重きを置いた世の流れは、それに乗れるもの、乗れないもの
を作り出している。そこで本科目では、社会の中で生きづらさを抱えている人、その問題に焦点をあて、その支援のあり方、具体的な方法、社
会資源の実際、仕組みづくり等について学んでいく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会状況の知識

メディア、新聞、ネットなどにより社会状
況（政治、経済、歴史）について知識を得る
ことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会資源の知識

地域社会における社会資源について、ネッ
ト等から情報を得ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

世の中の当たり前、常識のみに捉われるので
はなく、常に疑問を持つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・その他(以下に概要を記述)
各項目ごとに、授業時、提出物あり。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度、授業への参加度
40％
レポート提出

： 毎回、授業内容まとめを提出してもらう。授業内容に関することがわかりやすく、丁寧に記載され
ているのか、まとめられているのかを確認する。記載時間は、授業内に指示。その時間内に書くこ
とで評価対象とする。
： １４回中、１回か２回、授業内レポートを課す。

10％
定期試験

： 授業総括にあたる50点満点のテストを行い、成績に反映する。
50％

使用教科書
指定する
著者
相澤譲治・杉山博昭

タイトル
・

出版社

保育士をめざす人の社会福
祉（9訂）

・ みらい

参考文献等
授業ごとに、その都度指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2021 年

6241

時間：

授業の前後

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会福祉授業の概要

授業の進め方、ミニレポート等の説明。社会福祉という学問につ
いての説明。教科書の確認
第2回

社会福祉の道すじ
戦後の社会福祉制度の変遷、支援のあり方の移り変わりについ
て説明、学習。

第3回

社会福祉の意味と考え方
なぜ、福祉ではなく、社会福祉とされるのか、考える。

第4回

社会福祉の実施体制と財源
社会福祉の公的機関、民間団体、サービスの種類等を学ぶ。

第5回

暮らしを支える社会保障制度
公的年金、医療保険等の社会保障制度について学ぶ。

第6回

子どもと家族の福祉
子ども家庭福祉についての学び。

第7回

障害のある人の福祉
障害のある人の福祉における法制度、支援の実際について学ぶ。

第8回

高齢者の福祉
高齢社会の実際、高齢者介護における実際とその問題、課題につ
いて学ぶ。

第9回

高齢者虐待、障害者虐待、児童虐待の実際
それぞれの虐待の実際や背景を知り、防止法の比較検討を行う。

第10回

地域福祉
地域で暮らすということについて考える。また、社会福祉協議
会について学ぶ。

第11回

地域診断
自らの地域の特徴をつかみ、まとめ、どのようなニーズがあるの
か考える。

第12回

社会福祉の専門職と倫理
福祉専門職における価値、倫理について学ぶ。

第13回

ソーシャルワーク
社会福祉実践に求められる専門性について考える。さらに、ソー
シャルワークとはについて講義をしていく。

第14回

利用者の権利擁護とサービスの質
憲法25条、人権について考える。
授業全体に求められる視点、社会福祉とはについての確認、保育
士に求められる資質の確認
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新聞記事やネットニュースを確認のうえ、社
会について興味をもつ。その上で、ノー
トの作成、確認 【キーワード】社会福祉に
おける社会

4時間

教科書24～32頁の内容を確認、ノートの作
成 【キーワード】社会福祉の歴史

4時間

教科書42～46頁の確認、ノートの作成
【キーワード】社会における福祉

4時間

自身の住んでいる地域の社会資源情報につい
て確認、ノートの作成 【キーワード】社会
資源

4時間

教科書76～90頁の確認、ノートの作成
【キーワード】社会福祉の法と制度

4時間

教科書91～102頁の確認、ノートの作成
【キーワード】子ども家庭福祉

4時間

教科書103～123頁の確認、ノートの作成
【キーワード】障害福祉

4時間

自分が暮らす地域の地域包括支援センターに
ついて調べ、ノートの作成 【キーワー
ド】高齢者福祉

4時間

新聞記事、ネットニュース等で虐待の実
際を調べ、ノートの作成 【キーワード】虐
待

4時間

自らの地域の特徴をノートにまとめる
【キーワード】地域福祉

4時間

授業時配布の地域診断表をまとめる
ワード】地域診断

4時間

【キー

保育士倫理綱領を確認、ノートの作成
【キーワード】専門性

4時間

教科書169～199頁の確認、ノートの作成
【キーワード】ソーシャルワーク、人権

4時間

倫理綱領の作成【キーワード】人権

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

相談援助
山本智也
3年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（全14回）

授業概要
子育てに対する不安や地域における孤立感などを背景に、子どもや子育てに関する相談のニーズも増大している。こうした中、保育所など
の児童福祉施設では、地域における子どもや子育て家庭に関するソーシャルワークの中核を担う機関と連携をとりながら、子育てへの支
援に取り組む必要がある。それには、ソーシャルワークの基本的な姿勢や知識、技術等についても理解を深めた上で、支援を展開していくこと
が望まれる。そこで保育士は、子どもや保護者の状況に応じた支援を行うことが必要であり、ソーシャルワークやカウンセリング等の知見を活
用した相談援助の知識と技術を理解し、その展開過程に応じた対応が求められる。そこで、この授業では相談援助の理論と実践について学んで
いく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

保護者や家庭が抱える課題やそのために必
要とされるソーシャルワークに関する知識

ソーシャルワークの意義と援助技術の方
法を理解することができ、相談援助に関す
る基本的知識を習得することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保護者や家庭が抱える課題が何かを理
解し、支援の必要性を感じることができる

2 ．DP6.行動・実践

ソーシャルワークの考え方や実践方法を用い
て支援のあり方をイメージすることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
各授業回のテーマに沿って、各自で事前に調べてきたことを発表し、それに対するディスカッションを行う。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
40％
予習シート・授業のふりかえり
30％
定期試験

： 各回授業における発表とそれに対するディスカッション及び事例を踏まえてのロールプレイなどへ
の参加度合いを評定する。
： 各回授業において、授業内容のポイントを押さえた予習シートが作成されているか、授業での学び
を的確に示しているかについて評定する。
： 相談援助についての理論、技法、展開過程についての理解度を評定する、

30％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

F.P.バイステック（尾崎 新 ほ
か訳）

・

出版社

ケースワークの原則 （新訳改
訂版）援助関係を形成する技法

・ 誠信書房

参考文献等
川村隆彦・倉内恵里子

保育者だからできるソーシャルワーク

中央法規

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

火曜日昼休み
中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「相談援助：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

相談援助の意義と機能

授業の受ける姿勢やルール等を伝えたあと、ディスカッショ
ンを通して現代社会における子どもや保護者をとりまく環境を概
観する。その上で保育者をめざす学生にとってなぜ相談援
助を学ぶ必要性があるのか、相談援助とは具体的に何をするのか
について学ぶ。
第2回

相談援助の理論
相談援助はソーシャルワークの理論に基づいてすすめられ
る。ソーシャルワークとは何かについて学ぶ。

保育所保育指針及び同解説における相談援
助の位置づけを調べておく。

1時間

ソーシャルワークの定義について調べてお
く。

1時間

第3回

援助関係を形成する諸原則１：個別化
バイステックのケースワークの原則のうち、クライエントを個
人として捉えるという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第4回

援助関係を形成する諸原則２：意図的な感情表出
バイステックのケースワークの原則のうち、クライエントの感情
表現を大切にするという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第5回

援助関係を形成する諸原則３：統制された情緒的関与
バイステックのケースワークの原則のうち、援助者は自分の感
情を自覚して吟味するという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第6回

援助関係を形成する諸原則４：受容
バイステックのケースワークの原則のうち、受け止めるという原
則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第7回

援助関係を形成する諸原則５：非審判的態度
バイステックのケースワークの原則のうち、クライエントを一方
的に非難しないという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第8回

援助関係を形成する諸原則６：クライエントの自己決定
バイステックのケースワークの原則のうち、クライエントの自己
決定を促して尊重するという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第9回

援助関係を形成する諸原則７：秘密保持
バイステックのケースワークの原則のうち、秘密を保持して信頼
感を醸成するという原則について学びます。

テキストの該当章について予習しておく。

1時間

第10回

相談援助の方法と技術１：コミュニケーション

パーソンセンタードアプローチ、交流分析に
ついて予習しておく。

1時間

エコロジカル・アプローチ、ストレングス視
点、システムズ・アプローチについて予習し
ておく。

1時間

解決志向アプローチ、ナラティブ・アプロー
チについて予習しておく。

1時間

アウトリーチ、コミュニティワークについ
て予習しておく。

1時間

これまで学んだ理論と技法について復習して
おく。

1時間

ソーシャルワークを支えるスキルとしてのコミュニケーションに
ついて、事例をもとにパーソンセンタードアプローチ、交流分
析について学びます。
第11回

相談援助の方法と技術２：アセスメント
ソーシャルワークを支えるスキルとしてのアセスメントについ
て、事例をもとにエコロジカル・アプローチ、ストレングス視
点、システムズ・アプローチについて学びます。

第12回

相談援助の方法と技術３：問題解決
ソーシャルワークを支えるスキルとしての問題解決理論とし
て、事例をもとに解決志向アプローチ、ナラティブ・アプロー
チについて学びます。

第13回

相談援助の方法と技術４：アウトリーチ
ソーシャルワークを支えるスキルとしてのアウトリーチについ
て、事例をもとにコミュニティワークと関連づけて学びます。

第14回

保育におけるソーシャルワークの具体的展開
これまで学んできた理論と技術を踏まえて、保育におけるソー
シャルワークの具体的展開を事例を通して学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

社会的養護Ⅰ【2019年入学生～】
今井涼
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
児童相談所で児童虐待対応等に従事した実務経験あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では社会的養護について、理念と概念、歴史的変遷、基本原則、倫理と責務などを学び、保育士として社会的養護の課題に取り組む意
義を理解する。また、社会的養護における実践の基盤となる、法制度、実施体系、対象、形態、専門職に関する知識を習得し、社会的養護の現
状と課題について学ぶ。これらをとおして、子どもの権利擁護に取り組む保育士の専門性と責務を自覚し、子どもをめぐるさまざまな課
題に向き合うための基礎知識と実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会的養護について、その意義、歴史的変
遷、子どもの人権擁護、基本原則、保育
士の倫理と責務、制度と実施体系、対象、形
態、専門職、現状と課題など、実践のため
の専門的な知識を理解し、修得する。

社会的養護の実践を支える各種の知識につい
て、包括的、体系的に理解し、説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代日本の社会的養護において小規模化や家
庭養護が推進される現状をふまえ、保育専門
職として子どもの権利擁護の課題にど
う向き合うのか、自身の考えを述べることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業毎のリアクションペーパー
30％
小テスト

： 授業毎に感想等を求める。講義内容を吟味、整理し、制度、施策、支援上の課題や疑問等を発
見し、明確に述べることができるかについて評価する。
： 保育専門職として身につけなければならない知識を問う。3回実施予定。

30％
期末レポート
40％

： 与えられたテーマについて、子どもの権利擁護の視点から社会的養護における制度、施策上の課
題、保育専門職の支援上の課題を論理的に述べることができているか評価する。

使用教科書
指定する
著者
公益財団法人児童育成協会（監
修）

タイトル
・

新基本シリーズ⑥
護Ⅰ

出版社
社会的養

・ 中央法規

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

初回授業時に提示する。

場所：

初回授業時に提示する。

備考・注意事項： 初回授業時に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、社会的養護の基本

①本授業の目標、内容、授業計画、評価方法に関する説
明を行う。
②社会的養護の理念と基本的な原理について学ぶ。
第2回

社会的養護の歴史
イギリス、アメリカ、日本における社会的養護の歴史的な変
遷を学ぶ。また、子ども観の変遷と子どもの権利保障をめぐる経
緯について理解する。

第3回

子どもの権利擁護と社会的養護、社会養護の基本原則

社会的養護における子どもの権利擁護のためのしくみや取り組み
について学ぶ。
第4回

社会的養護における保育士等の倫理と責務

対人支援、社会的養護をめぐる倫理と責務や保育士の倫理と責
務について理解する。
第5回

社会的養護の制度と法体系

社会的養護に関わる法制度について理解する。
第6回

社会的養護のしくみと実施体系
児童相談所の役割や措置のしくみ、社会的養護の実施体系などに
ついて理解する。

第7回

社会的養護とソーシャルワーク

ソーシャルワークの視点と意義について理解し、社会的養護にお
けるソーシャルワークの取り組みについて学ぶ。
第8回

社会的養護の対象と支援のあり方

社会的養護の支援の実際について学ぶ。
第9回

家庭養護と施設養護
家庭養護、施設養護の現状、役割、課題になどついて理解する。

第10回

社会的養護にかかわる専門職
社会的養護に関わる専門職について学び、他職種と連携、協働し
て支援にあたる意義を理解する。

第11回

社会的養護にかかわる社会的状況

社会的養護を必要とする社会的背景や家庭状況等について理解す
る。
第12回

施設等の運営管理の現状と課題
施設等の設置、運営、管理等に関する規定やしくみ等につい
て学ぶ。

第13回

施設養護の概要、被措置児童等の虐待防止の現状と課題
各施設養護の概要について学ぶ。また、被措置児童等の虐待防
止のためのしくみ、取り組み等について学ぶ。
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予習としてテキスト第1講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容の要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、社会
的養護の理念や基本的な原理について自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第2講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を項目
立てて整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第3講及び第4講を熟読し
ておくこと。復習として、①なぜ子どもは人
権侵害されやすいのか考察し、子どもの権利
擁護の意義についてノート等に自分の考えを
まとめること、②社会的養護における家庭養
育優先の原則の意義と課題について自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第5講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容の要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、対人
支援における倫理の意義と責務の自覚の重要
性について、自分の考えをノート等にまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第6講を熟読しておくこ
と。復習として社会的養護に関わる法制度に
ついて要点を整理し、ノート等にまとめるこ
と。

4時間

予習としてテキスト第7講について熟読してお
くこと。復習として授業内容について要
点を整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第8講を熟読しておくこ
と。復習として、保育士がソーシャルワー
クの視点をもつ意義について自分の考え
をノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第9講を熟読しておくこ
と。復習として、代替養育における子ども
の支援の意義について、子どもの権利擁
護の観点から自分の考えをノート等にまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第10講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第11講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第12講を熟読しておくこ
と。復習として、厚生労働省webサイトで公
表されている最新の「児童養護施設入所児等
調査の結果」を参照し、養護問題発生理由
等をノート等に整理する。また同データか
ら読み取れる状況について考察し、自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第13講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第14講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

6251
第14回

社会的養護と地域福祉の現状及び課題

措置を終えた子どもの支援や地域で生活する子どもの支援等、地
域における社会的養護について学ぶ。
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予習としてテキスト第15講を熟読しておくこ
と。復習として、地域で生活する子どもと保
護者に対する支援の意義と、保育士の役割に
ついて、自分の考えとノート等にまとめるこ
と。また、これまでの授業でふれた社会的養
護に関する課題のうち一つ選んで、子ども
の権利擁護を図る保育士の役割について、自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

6252

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

社会的養護【～2018年入学生】
今井涼
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

該当する
児童相談所で児童虐待対応等に従事した実務経験あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では社会的養護について、理念と概念、歴史的変遷、基本原則、倫理と責務などを学び、保育士として社会的養護の課題に取り組む意
義を理解する。また、社会的養護における実践の基盤となる、法制度、実施体系、対象、形態、専門職に関する知識を習得し、社会的養護の現
状と課題について学ぶ。これらをとおして、子どもの権利擁護に取り組む保育士の専門性と責務を自覚し、子どもをめぐるさまざまな課
題に向き合うための基礎知識と実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会的養護について、その意義、歴史的変
遷、子どもの人権擁護、基本原則、保育
士の倫理と責務、制度と実施体系、対象、形
態、専門職、現状と課題など、実践のため
の専門的な知識を理解し、修得する。

社会的養護の実践を支える各種の知識につい
て、包括的、体系的に理解し、説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代日本の社会的養護において小規模化や家
庭養護が推進される現状をふまえ、保育専門
職として子どもの権利擁護の課題にど
う向き合うのか、自身の考えを述べることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業毎のリアクションペーパー
30％
小テスト

： 授業毎に感想等を求める。講義内容を吟味、整理し、制度、施策、支援上の課題や疑問等を発
見し、明確に述べることができるかについて評価する。
： 保育専門職として身につけなければならない知識を問う。3回実施予定。

30％
期末レポート
40％

： 与えられたテーマについて、子どもの権利擁護の視点から社会的養護における制度、施策上の課
題、保育専門職の支援上の課題を論理的に述べることができているか評価する。

使用教科書
指定する
著者
公益財団法人児童育成協会（監
修）

タイトル
・

新基本シリーズ⑥
護Ⅰ

出版社
社会的養

・ 中央法規

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2019 年

6252

時間：

初回授業時に提示する。

場所：

初回授業時に提示する。

備考・注意事項： 初回授業時に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、社会的養護の基本

①本授業の目標、内容、授業計画、評価方法に関する説
明を行う。
②社会的養護の理念と基本的な原理について学ぶ。
第2回

社会的養護の歴史
イギリス、アメリカ、日本における社会的養護の歴史的な変
遷を学ぶ。また、子ども観の変遷と子どもの権利保障をめぐる経
緯について理解する。

第3回

子どもの権利擁護と社会的養護、社会養護の基本原則

社会的養護における子どもの権利擁護のためのしくみや取り組み
について学ぶ。
第4回

社会的養護における保育士等の倫理と責務

対人支援、社会的養護をめぐる倫理と責務や保育士の倫理と責
務について理解する。
第5回

社会的養護の制度と法体系

社会的養護に関わる法制度について理解する。
第6回

社会的養護のしくみと実施体系
児童相談所の役割や措置のしくみ、社会的養護の実施体系などに
ついて理解する。

第7回

社会的養護とソーシャルワーク

ソーシャルワークの視点と意義について理解し、社会的養護にお
けるソーシャルワークの取り組みについて学ぶ。
第8回

社会的養護の対象と支援のあり方

社会的養護の支援の実際について学ぶ。
第9回

家庭養護と施設養護
家庭養護、施設養護の現状、役割、課題になどついて理解する。

第10回

社会的養護にかかわる専門職
社会的養護に関わる専門職について学び、他職種と連携、協働し
て支援にあたる意義を理解する。

第11回

社会的養護にかかわる社会的状況

社会的養護を必要とする社会的背景や家庭状況等について理解す
る。
第12回

施設等の運営管理の現状と課題
施設等の設置、運営、管理等に関する規定やしくみ等につい
て学ぶ。

第13回

施設養護の概要、被措置児童等の虐待防止の現状と課題
各施設養護の概要について学ぶ。また、被措置児童等の虐待防
止のためのしくみ、取り組み等について学ぶ。
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予習としてテキスト第1講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容の要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、社会
的養護の理念や基本的な原理について自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第2講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を項目
立てて整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第3講及び第4講を熟読し
ておくこと。復習として、①なぜ子どもは人
権侵害されやすいのか考察し、子どもの権利
擁護の意義についてノート等に自分の考えを
まとめること、②社会的養護における家庭養
育優先の原則の意義と課題について自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第5講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容の要点を整
理し、ノート等にまとめること。また、対人
支援における倫理の意義と責務の自覚の重要
性について、自分の考えをノート等にまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第6講を熟読しておくこ
と。復習として社会的養護に関わる法制度に
ついて要点を整理し、ノート等にまとめるこ
と。

4時間

予習としてテキスト第7講について熟読してお
くこと。復習として授業内容について要
点を整理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第8講を熟読しておくこ
と。復習として、保育士がソーシャルワー
クの視点をもつ意義について自分の考え
をノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第9講を熟読しておくこ
と。復習として、代替養育における子ども
の支援の意義について、子どもの権利擁
護の観点から自分の考えをノート等にまとめ
ること。

4時間

予習としてテキスト第10講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第11講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第12講を熟読しておくこ
と。復習として、厚生労働省webサイトで公
表されている最新の「児童養護施設入所児等
調査の結果」を参照し、養護問題発生理由
等をノート等に整理する。また同データか
ら読み取れる状況について考察し、自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第13講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

予習としてテキスト第14講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

4時間

6252
第14回

社会的養護と地域福祉の現状及び課題

措置を終えた子どもの支援や地域で生活する子どもの支援等、地
域における社会的養護について学ぶ。

172

予習としてテキスト第15講を熟読しておくこ
と。復習として、地域で生活する子どもと保
護者に対する支援の意義と、保育士の役割に
ついて、自分の考えとノート等にまとめるこ
と。また、これまでの授業でふれた社会的養
護に関する課題のうち一つ選んで、子ども
の権利擁護を図る保育士の役割について、自
分の考えをノート等にまとめること。

4時間

6256

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもの保健【2019年入学生～】
岡田優
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医して約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医、児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では保育士との連携を行ってきた。（全14回）

授業概要
保育士資格取得必須科目です。年々、保育士が基本的な医療分野の知識を持ち活躍することが期待されています。のびやかな成長と発達を見
守り、現実生活でも直接役立つ事柄が身に着く教科とも言えます。子どもの健康を守るための保健活動を理解し、日々の健康状態の変化に気づ
く技能の取得を目指します。虐待問題などで保育士の果たすゲートキーパー的な役割についても学び、日々ニュースや新聞などに
も目を通し、知識を具体例に実践で発揮できることを目指して学ぶことが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

身体の仕組みと働きを理解して、変化に気づ
き対応できる知識を学び習得する。

子どもの身体の特徴・発達について学び、日
常の変化への対応を考える力を身につけるこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもを取り巻く現在の制度や環境につい
て学び、問題と課題を明らかにすることがで
きる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

保育士の役割を理解し、保護者や関係機関へ
との連携が取れる知識と技能を習得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。基本的に復習に重点を置いた学
習となるように講義を構成します。講義内容の復習を十分に行い、知識をまとめてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期テスト

： 講義内容の理解について評価を行います。
70％

レポート課題

： 指定された課題へのレポートを評価します。
20％

振り返りシート課題

： 授業後の振り返りシート課題について評価を行います。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。また、受講生自身の母子手帳など、手にして授業内容に即して確認をしてください。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。虐待についても学びます。必要にあわせて受講生にはカ
ウンセリングを使用することを勧めます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で提示します

場所：

研究室
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6256
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの身体の特徴
本講義を学ぶ意義と目的、授業計画や到達目的と評価方法の説
明を行います。成人と子どもの身体の違いについて学び、保育
士が目指す健康の概念についてを学びます。

第2回

子どもの健康と健康指標
年齢による身体的な発育や小児の年齢区分を学びます。小児保健
統計・母子保健法を中心とした保健活動についても学び、出生
率・死亡率の国際比較などから日本の現状と課題について考えま
す。

第3回

現代社会における子どもの健康の現状と課題
子どもの取り巻く環境の変化として国連の提唱するSDGｓにも関
連する、貧困、電子メディア使用などによる影響を考えます。性
的マイノリティーや生殖補助医療についても本国以外の状況も紹
介しながら考えます。

第4回

地域における保健活動と子ども虐待防止
「健やか親子２１」について学びます。子どもの生命を守るゲー
トキーパーとして虐待防止を中心に保育士の役割を考えます。

第5回

身体発達及び運動機能の発達と保健
人体の解剖を復習し、子どもの身体発達・運動機能の発達の基
礎について学びます。最新の知見もふまえて現状の問題について
も講義を行います。発達の遅れについても考えます。

第6回

生理機能の発達と保健
講義の中で受講生自身の呼吸や脈拍、体温調整などを確認し、生
理機能の基礎を学びます。子どもの生理機能との違い・発達につ
いての理解を深めます。生理機能の変化に気づく方法についても
ともに考えます。

第7回

神経・内分泌・免疫機能の発達と保健
脳神経、内分泌、免疫機能の基礎と働きを学びます。これらの機
能の発達と生活習慣についても学び、その変化についても考えま
す。

第8回

生活習慣と子どもの発達
健康を守る基本となる食事、睡眠、清潔保持などの生活習慣につ
いて学びます。適切なリズム形成のための養育者への支援につい
ても考えます。

第9回

健康状態の観察、心身の不調等の早期発見
子どもの健康診断について学びます。心身の不調時の子どもの状
態をともに考え、早期発見のポイントを確認して行きます

第10回

子どもの感染症とその予防
本邦における子どもの感染症の特徴と基礎について学びます。ま
た、子どもの予防接種についてと、その重要性についても学びま
す

第11回

保育所で出会う子どもの疾患
子どものアレルギー疾患の基礎と保育現場で求められる救急対
応について学びます。また保育所で出会う代表的な疾患を紹
介し対応について学びます。

第12回

保護者との情報共有
保護者との情報共有の大切さについて、疾病予防の観点から学び
ます。虐待予防と保護者との連携、情報共有についても考えま
す。

第13回

子どもの疾病予防、発達評価
子どもが集団生活を行う中での疾病予防について学びます。ま
た集団のなかでこそ見えてくる、こころの不調について学び考え
ます。

第14回

子どもの保健、適切な対応
保育士の近年の状況を理解し、保育士自身の健康維持や専門職と
して継続した情報収集について考えます。授業を振り返り、理
解が不十分な場所を確認します。
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受講生自身の身体的成長と発達について、可
能な範囲で調べ、講義の復習を行う。

4時間

年齢的な身体特徴についてや子どもの健康指
標について復習を行い、まとめる。

4時間

ニュースや新聞で関連する情報を収集し自
身に当てはまる問題についても考え復
習を行う。

4時間

母子保健の一端を担う専門家として、虐待防
止を考えまとめる。

4時間

自身の発達について、母子手帳などを通し
て確認し、講義の復習を行いまとめる。

4時間

受講生自身のストレスを整理し、身体の変
化についても気づけるように復習を十分にお
こない、まとめる。

4時間

疾病に関わる講義になるため復
習を必ず行い、講義された用語についての理
解に努める。

4時間

自身の生活習慣について振り返り、理
解を深める。

4時間

子どもの状態の早期把握はとても重要なた
め、十分に復習を行いまとめておく。

4時間

予防接種については重要であるため、ポイン
トを押さえて十分に復習を行う。

4時間

アレルギーの原因と対応について復習してお
く

4時間

保護者との情報共有の大切さについて十
分な復習を行い、まとめる。

4時間

子どもの疾病予防について、講義内容を復
習しまとめておく。

4時間

これまでの講義内容を十分に復習し、質問が
あればまとめて、理解が不十分なところ
を残さないように努める。

4時間

6257

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもの保健Ⅰ-1【～2018年入学生】
岡田優
4年生

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医として約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医・児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では保育士との連携を行ってきた。（全14回）

授業概要
保育士資格取得必須科目です。年々、保育士が基本的な医療分野の知識を持ち活躍することが期待されています。のびやかな成長と発達を見
守り、現実生活でも直接役立つ事柄が身に着く教科とも言えます。子どもの健康を守るための保健活動を理解し、日々の健康状態の変化に気づ
く技能の取得を目指します。虐待問題などで保育士の果たすゲートキーパー的な役割についても学び、日々ニュースや新聞などに
も目を通し、知識を具体例に実践で発揮できることを目指して学ぶことが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

身体の仕組みと働きを理解して、変化に気づ
き対応をする知識を習得する。

子どもの身体の特徴・発達について学び、日
常の変化への対応について考える力を身につ
けることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもを取り巻く現在の制度や環境につい
て学び、問題と課題を明らかにすることがで
きる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

保育士の役割を理解し、保護者や関係機関と
の連携についての知識と技能を習得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。基本的に復習に重点を置いた学
習となるように講義を構成します。講義内容の復習を十分に行い、知識をまとめてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期テスト

： 講義内容の理解について評価を行います。
70％

レポート課題

： 指定された課題へのレポートを評価します。
20％

振り返りシート

： 授業後の振り返りシート課題について評価を行います。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。また、受講生自身の母子手帳など、手にして授業内容に即して確認をしてください。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。虐待についても学びます。必要にあわせて受講生にはカ
ウンセリングを使用することを勧めます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示します

場所：

研究室
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6257
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの身体の特徴
本講義を学ぶ意義と目的、授業計画や到達目的と評価方法の説
明を行います。成人と子どもの身体の違いについて学び、健
康の概念についてを学びます。

第2回

子どもの健康と健康指標
年齢による身体的な発育や小児の年齢区分を学びます。小児保健
統計・母子保健法を中心とした保健活動についても学び、出生
率・死亡率の国際比較から日本の現状と課題について考えます。

第3回

現代社会における子どもの健康の現状と課題

子どもの取り巻く環境の変化として国連の提唱するSDGｓにも関
連する、貧困、電子メディア使用などによる影響を考えます。性
的マイノリティーや生殖補助医療についても本国以外の状況も紹
介しながら考えます。
第4回

地域における保健活動と子ども虐待防止
「健やか親子２１」について学びます。子どもの生命を守るゲー
トキーパーとして虐待防止を中心に保育士の役割を考えます。

第5回

身体発達及び運動機能の発達と保健
人体の解剖を復習し、子どもの身体発達・運動機能の発達の基
礎について学びます。最新の知見もふまえて現状の問題について
も講義を行います。発達の遅れについても考えます。

第6回

生理機能の発達と保健
講義の中で受講生自身の呼吸や脈拍、体温調整などを確認し、生
理機能の基礎を学びます。子どもの生理機能との違い・発達につ
いての理解を深めます。生理機能の変化に気づく方法についても
ともに考えます。

第7回

神経・内分泌・免疫機能の発達と保健
脳神経、内分泌、免疫機能の基礎と働きを学びます。これらの機
能の発達と生活習慣についても学び、その変化についても考えま
す。

第8回

生活習慣と子どもの発達
健康を守る基本となる食事、睡眠、清潔保持などの生活習慣につ
いて学びます。適切なリズム形成のための養育者への支援につい
ても考えます。

第9回

健康状態の観察、心身の不調等の早期発見
子どもの健康診断について学びます。心身の不調時の子どもの状
態をともに考え、早期発見のポイントを確認して行きます。

第10回

子どもの感染症とその予防
本邦における子どもの感染症の特徴と基礎について学びます。ま
た、子どもの予防接種についてと、その重要性についても学びま
す。

第11回

子どものアレルギー疾患
子どものアレルギー疾患の基礎と保育現場で求められる救急対
応について学びます。また保育所でである代表的な疾患を紹
介し対応について学びます。

第12回

保護者との情報共有
保護者との情報共有の大切さについて、疾病予防の観点から学び
ます。虐待予防と保護者との連携、情報共有についても考えま
す。

第13回

子どもの疾病予防、発達評価
子どもが集団生活を行う中での疾病予防について学びます。ま
た集団のなかでこそ見えてくる、こころの不調について学び考え
ます。

第14回

子どもと保育士の健康
保育士の近年の状況を理解し、保育士自身の健康維持や専門職と
して継続した情報収集について考えます。授業を振り返り、理
解が不十分な場所を確認します。
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受講生自身の身体的成長と発達について、可
能な範囲で調べ、講義の復習を行う。

4時間

年齢的な身体特徴についてや子どもの健康指
標について復習を行い、まとめる。

4時間

ニュースや新聞で関連する情報を収集し、自
身の電子メディアの影響やファビングの体
験についてもまとめ、自身に当てはまる問
題についても考え復習を行う。

4時間

母子保健の一端を担う保育者として、虐待防
止へのアイデアをまとめる。

4時間

自身の発達について、母子手帳などを通し
て確認し、講義の復習を行いまとめる。

4時間

受講生自身のストレスを整理し、身体の変
化についても気づけるように復習を十分にお
こない、まとめる。

4時間

疾病にも関わる講義になるため、復
習を必ず行い、講義された用語についての理
解に努める。

4時間

自身の生活習慣について振り返り、理
解を深める。

4時間

同居者以外のおとなによる、子どもの状
態の早期把握はとても重要なため、十分に復
習を行いまとめておく。

4時間

予防接種については重要であるため、ポイン
トを押さえて十分に復習を行う。

4時間

アレルギーの原因と対応についてを復習して
おく。

4時間

保護者との情報共有の大切さについて十
分な復習を行い、まとめる。

4時間

子どもの疾病予防について、講義内容を復
習しまとめておく。

4時間

これまでの講義内容を十分に復習し、質問が
あればまとめて、理解が不十分なところ
を残さないように努める。

4時間

6261

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもの保健Ⅰ-2【～2018年入学生】
岡田優
４年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医として約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医・児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では保育士との連携を行ってきた。（全14回）

授業概要
保育士資格取得必須科目です。年々、保育士が基本的な医療分野の知識を持ち活躍することが期待されています。のびやかな身体とこころの成
長を見守るために学ぶ教科です。子どもの健康を守るための保健活動を理解し、日々の健康状態の変化に気づく技能の取得を目指します。子ど
もの保健Ⅰ-1で学んだ事を基本に、さらに保育所で求められるの保健的な知識の詳細を学びます。講義中だけでなく知識を実践で発揮すること
を目指し学ぶことが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

大まかな身体の仕組みと働きを理解して、変
化に気づき対応できる。

成人と違う、子どもの身体の特徴・発達につ
いて学び、対応する力を身につけることがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもを取り巻く現在の社会環境につい
て学び、問題と課題を明らかにすることがで
きる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

保育現場では、子どもたちの社会の最
初の守り手としての役割も担うことがあ
る。速やかに関係機関へとの連携が取れる技
能を習得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 講義内容の理解について課題を設定し評価を行います。
70％

レポート課題

： 指定された課題についてのレポートを評価します。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で指示します。また、受講生自身の母子手帳など、手にして授業内容に即して確認をしてください。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。講義内容の復習を十分に行い、知識をまとめてくださ
い。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示

場所：

研究室
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6261
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの身体の特徴
本講義を学ぶ意義と目的、授業計画や到達目的と評価方法の説
明を行います。成人と子どもの身体の違いについて学び、健
康の概念についてを知識を確認し学びます。

第2回

子どもの健康指標
小児の年齢区分（年齢の数え方、法律による区分）につい
て学び、年齢による身体的な発育についても学びます。小児保健
統計など子どもの健康指標について学び、出生率・死亡率など
の現状を他国との比較も通して知り、母子保健法などの保健活
動について学び課題について考えます。

第3回

子どもの健康の現状と課題

家族の形の変化や養育者の働き方の変化に伴う子どもの環境は変
化を考えます。保育の現場での問題となる保護者の電子メディ
ア使用との関係などについて学びます。

受講生自身の身体的成長と発達について、可
能な範囲で調べ、講義の復習を行う。

4時間

年齢的な身体特徴についてや子どもの健康指
標について復習を行い、まとめる。

4時間

ニュースや新聞で関連する情報を収集し、自
身の電子メディアの影響やファビングの体
験についてもまとめ、自身に当てはまる問
題についても考え復習を行う。

4時間

第4回

子ども虐待防止
子どもの生命を守るゲートキーパーとして、虐待に関する基礎
的な知識を学び、昨年度から強化された虐待防止法につい
て学び考えます。

虐待防止の情報を確認し、実際をまとめる。

4時間

第5回

身体発達及び運動機能の発達と保健

発達曲線など確認し、講義の復習を行いまと
める。

4時間

胎児の発育から子どもの身体の発達の過程について知識を確
認し、現在話題となる子どもの睡眠の問題について学びます。発
達の遅れについても考えます。
第6回

生理機能の発達
生理機能の基礎知識を確認します。排せつ機能を中心に学び、生
理機能の均衡と発達についての理解を深めます。ストレスが与え
る影響も考えます

ストレスと身体の変化についてまとめる。

4時間

第7回

生活習慣と子どもの発達

疾病にも関わる講義のため復習を必ず行いま
とめる。

4時間

疾病にも関わる講義のため復習を行い理
解を深める。

4時間

疾病予防の基本となる食事、睡眠、入浴・洗顔、排せつなどの生
活習慣について学びます。適切なリズム形成のための保護者へ
の支援についても考えます。
第8回

心肺機能の発達と問題
心肺機能の基礎確認し、乳幼児の疾患と保育所での配慮につい
て学びます。保護者との連携も確認しともに考えていきます。

第9回

健康状態の観察、心身の不調等の早期発見
子どもの不調の早期発見のポイントを確認します。慢性対応が必
要となる代表的な疾患について学びます。

疾病別の対応を復習しまとめる。

4時間

第10回

慢性疾患への対応
子どもの慢性疾患の保育所での対応について疾患別に学びま
す。保護者支援や連携について考えます。

ポイントを押さえて十分に復習を行う。

4時間

第11回

発達障害への理解
発達障害について知識を確認し、それぞれの保育所での問
題を学び、対応について考えます。

保育の現場での個別指導についてまとめる。

4時間

第12回

個別対応の必要な子ども

保護者との情報共有の大切さについて十
分な復習を行い、まとめる。

4時間

子どもの疾病予防について、講義内容を復
習しまとめておく。

4時間

これまでの講義内容を十分に復習し、質問が
あればまとめて、理解が不十分なところ
を残さないように努める。

4時間

発達障害特性のある子どもの苦慮する行動への対応、子ども
を抱える家族への対応について学びます。その実際についても実
習を行い、問題点を考えます。
第13回

子どもの疾病と問題行動
子どもが集団生活を行う中での疾病予防について学びます。ま
た集団のなかでこそ見えてくる、こころの不調について学び考え
ます。

第14回

子どもの保健と適切な対応
保健的な対応が増える保育士の近年の状況を理解し、必要な情報
収集についても考えます。授業を振り返り、理解が不十分な場
所を確認します。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもの保健Ⅱ【～2018年入学生】
岡田優
4年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医として約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医、児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では保育士との連携を行ってきた。（全14回）

授業概要
保育士資格取得必須科目です。保育現場での事故防止、災害時の専門対応などを学ぶために誕生した科目です。災害時には保育所は避難所とし
ての役割も期待されています。「保育とは子どもの生命を守り預かる場である」という意識を持ちながら安全、安心の保育のために、専門
家に必要な不調や怪我への具体的な対応・応急処置の技能取得を目指します。講義中に知識の習得に努め、課外で具体例についても考えなが
ら十分な復習を行い、実践力を深めることが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

子どもの事故防止・災害時の対応など安
全を守る担い手として専門知識と技能を身に
つける。

救急時の適切な対応を習得し、災害時の備え
や安全管理を理解し、実践へつなげることが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもの事故防止と安全管理について課
題を明らかにすることできる。

2 ．DP6.行動・実践

救急対応および感染防止を理解し実践するこ
とができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

事故防止や災害時の役割を理解し保護者や地
域との連携を実践することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
人形を用いての乳児心肺蘇生法、また感染症予防PPE（個人用防護具）について実習を行います。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
人形を用いての乳児心肺蘇生法、また感染症予防PPE（個人用防護具）について実習を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行ないません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期テスト

： 講義内容の理解について評価を行います。
70％

講義内テスト

： 指定された課題へのレポートを評価します。
20％

振り返りシート

： 授業内で決められた振り返りシートについて評価を行います。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められます。基本的に復習に重点を置いた学習となるように講
義を構成します。講義内容の復習を十分に行い、知識をまとめてください。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で提示します

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

保育者に必要な保健と安全の基礎
本講義を学ぶ意義と目的、授業計画や到達目的と評価方法の説
明を行います。保育の現場の安全管理の理念ついて学びます。現
在の子ども達を取り巻く問題について、新聞記事などを提示しと
もに考えます。

第2回

子どもの事故
子どもの事故の現状について基本的な事項を省庁の報
告を元に学びます。子どもの発達と事故について、年齢別にそ
の特徴を理解し事故発生時の対応についても学びます。

第3回

子どもの保育環境
子どもの事故の特徴を振り返り、事故の防止・予防を考えま
す。家庭も含めた望ましい保育環境は何か、保育現場での備えに
ついて考えます。

第4回

感染症予防と対策
保育現場という、子どもとのフィジカルディスタン
スの取り難い場所での、現在問題になっている感染症発生の予
防について学びます。

第5回

子どもの体調チェック
子どもの健康状態をチェックするポイントを学びます。子ども
の不調を見逃さない技能を学びます。

第6回

子どもの体調不良時の対応①発熱・咳・嘔吐など
発熱・咳・下痢・嘔吐・腹痛などの体調不良時の状況判断、また
それぞれ保育現場で可能な対処について学びます。

第7回

子どもの体調不良時の対応②創傷・骨折など
打撲・捻挫・創傷・骨折などが発生した場合の応急処置につい
て、止血の方法や包帯の扱いについて学びます。

第8回

子どもの体調不良時の対応③救命措置
遺物・誤飲・誤嚥などの応急処置、救命処置と救急蘇生法につい
て学び、実際に行えるように実習を行います。

第9回

子どもと感染症
子どもが罹患しやすい感染症と症状について学び、それぞれ保育
現場に求められる予防方法の違いを学びます。また集団感染発生
時の対応についても学びます。

第10回

保育における保健的対応
保育における保健的対応の基本的な考え方、また３歳未満児へ
の対応について学びます。乳幼児突然死症候群の予防について
も考えます。

第11回

個別的な配慮を要する子どもへの対応
アレルギー疾患や慢性疾患について学び、保育現場での食事や環
境への配慮について理解を深めます。

第12回

障害のある子どもへの対応
障害とはなにかを理解し、それぞれの障害のある子どもへの対
応を学びます。また障害のある子どもの親とや関係機関との連
携についても考えていきます。

第13回

健康及び安全の管理の実施体制
災害時の対応を中心に、保育士としての職場での職員間の連
携・協働、保育における保健活動の計画と評価、自治体や地域関
係機関との連携について学びます。

第14回

保育士の社会に置ける役割
近年、学ぶ内容や望まれる対応が増える保育士の状況を学びま
す。授業全体を振り返り、理解が不十分な場所を確認します。
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新聞記事などに目を通して講義内容を復習す
る。

2時間

身の回りの環境で事故について考察を行い復
習をする。

2時間

受講後に年齢と事故の特徴について復
習を行いまとめる。

2時間

次回より子どもの身体の講義になるので、こ
れまでの授業の復習を行いまとめてくださ
い。

2時間

子どもの不調を見逃さないポイントを復習し
まとめる。

2時間

衛生管理とも関係が深い内容なので、以
前の授業も含めて復習を十分におこない、実
際に行えるようにまとめておく。

2時間

止血の方法や包帯の扱いなど復習を十分にお
こない、実際に行えるようにまとめておく。

2時間

AED設備の確認、および使用方法について復
習を行う。

2時間

衛生管理とも関係が深い内容なので、以
前の授業も含めて復習を十分におこない、実
際に行えるようにまとめておく。

2時間

保育における保健的対応の基本
的な考え方や３歳未満児への対応について
の授業内容の復習を十分に行っておく。

2時間

厚生労働省の『保育所におけるアレルギー対
応ガイドライン』などに目を通して復
習を行う。

2時間

障害のある子どもへの対応は近年、話題とな
る課題であるため、配布資料にとどまらず復
習を行い、まとめる。

2時間

保育における健康及び安全管理に関するこれ
までの復習を十分に行いまとめておく。

2時間

理解が不十分と気づいた箇所の復習を行う。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもの健康と安全【～2019年入学生】
岡田優
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医して約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医・児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では保育士との連携を行ってきた。（全14回）

授業概要
保育士資格取得必須科目です。保育現場での事故防止、災害時の専門対応などを学ぶために誕生した科目です。災害時には保育所は避難所とし
ての役割も期待されています。「保育とは子どもの生命を守り預かる場である」という意識を持ちながら安全、安心の保育のために、専門
家に必要な不調や怪我への具体的な対応・応急処置の技能取得を目指します。講義中に知識の習得に努め、課外で具体例についても考えなが
ら十分な復習を行い、実践力を深めることが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

子どもの事故防止・災害時の対応など安
全を守る担い手として専門知識と技能を身に
つける。

救急時の適切な対応を習得し、災害時の備え
や安全管理を理解し、実践へつなげることが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもの事故防止と安全管理について課
題を明らかにすることできる。

2 ．DP6.行動・実践

救急対応および感染防止を理解し実践するこ
とができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

事故防止や災害時の役割を理解し保護者や地
域との連携を実践することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・その他(以下に概要を記述)
人形を用いての乳児心肺蘇生法、また感染症予防PPE（個人用防護具）について実習を行います。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行ないません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期テスト

： 講義内容の理解について評価を行います。
70％

課題レポート

： 決められた課題について作成されたレポートの評価を行います。
20％

振り返りシート課題

： 授業内で決められた振り返りシートについて評価を行います。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められます。基本的に復習に重点を置いた学習となるように講
義を構成します。講義内容の復習を十分に行い、知識をまとめてください。

181

6267

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で提示します

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

保育者に必要な保健と安全の基礎
本講義を学ぶ意義と目的、授業計画や到達目的と評価方法の説
明を行います。保育の現場の安全管理の理念ついて学びます。現
在の子ども達を取り巻く問題について、新聞記事などを提示しと
もに考えます。

第2回

子どもの事故
子どもの事故の現状について基本的な事項を省庁の報
告を元に学びます。子どもの発達と事故について、年齢別にそ
の特徴を理解し事故発生時の対応についても学びます。

第3回

子どもの保育環境
子どもの事故の特徴を振り返り、事故の防止・予防を考えま
す。家庭も含めた望ましい保育環境は何か、保育現場での備えに
ついて考えます。

第4回

感染症予防と対策
保育現場という、子どもとのフィジカルディスタン
スの取り難い場所での、現在問題になっている感染症発生の予
防について学びます。

第5回

子どもの体調チェック
子どもの健康状態をチェックするポイントを学びます。子ども
の不調を見逃さない技能を学びます。

第6回

子どもの体調不良時の対応①発熱・咳・嘔吐など
発熱・咳・下痢・嘔吐・腹痛などの体調不良時の状況判断、また
それぞれ保育現場で可能な対処について学びます。

第7回

子どもの体調不良時の対応②創傷・骨折など
打撲・捻挫・創傷・骨折などが発生した場合の応急処置につい
て、止血の方法や包帯の扱いについて学びます。

第8回

子どもの体調不良時の対応③救命措置
遺物・誤飲・誤嚥などの応急処置、救命処置と救急蘇生法につい
て学びます。実際の救命処置について実習を行います。

第9回

子どもと感染症
子どもが罹患しやすい感染症と症状について学び、それぞれ保育
現場に求められる予防方法の違いを学びます。また集団感染発生
時の対応についても学びます。

第10回

保育における保健的対応
保育における保健的対応の基本的な考え方、また３歳未満児へ
の対応について学びます。乳幼児突然死症候群の防止につい
て考えます。

第11回

個別的な配慮を要する子どもへの対応
アレルギー疾患や慢性疾患について学び、保育現場での食事や環
境への配慮について理解を深めます。

第12回

障害のある子どもへの対応
障害とはなにかを理解し、それぞれの障害のある子どもへの対
応を学びます。また障害のある子どもの親とや関係機関との連
携についても考えていきます。

第13回

健康及び安全の管理の実施体制
災害時を中心に保育士としての職場での職員間の連携・協働、保
育における保健活動の計画と評価、自治体や地域関係機関との連
携について学びます。

第14回

保育士の社会に置ける役割
近年、学ぶ内容や望まれる対応が増える保育士の状況を理解す
る。授業全体を振り返り、理解が不十分な場所を確認します。
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新聞記事などに目を通して講義内容を復習す
る。

2時間

身の回りの環境で事故について考察を行い復
習をする。

2時間

受講後に年齢と事故の特徴について復
習を行いまとめる。

2時間

次回より子どもの身体の講義になるので、こ
れまでの授業の復習を行いまとめる。

2時間

子どもの不調を見逃さないポイントを復習し
まとめる。

2時間

衛生管理とも関係が深い内容なので、以
前の授業も含めて復習を十分におこない、実
際に行えるようにまとめておく。

2時間

止血の方法や包帯の扱いなど復習を十分にお
こない、実際に行えるようにまとめておく。

2時間

自身の周囲のAED設備の確認、および使用方
法について復習を行う。

2時間

衛生管理とも関係が深い内容なので、以
前の授業も含めて復習を十分におこない、実
際に行えるようにまとめておく。

2時間

保育における保健的対応の基本
的な考え方や３歳未満児への対応について
の授業内容の復習を十分に行っておく。

2時間

厚生労働省の『保育所におけるアレルギー対
応ガイドライン』などに目を通して復
習を行う。

2時間

障害のある子どもへの対応は近年、話題とな
る課題であるため、配布資料にとどまらず復
習を行い、まとめる。

2時間

保育における健康及び安全管理に関するこれ
までの復習を十分に行いまとめておく。

2時間

理解が不十分と気づいた箇所の復習を行う。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

子どもの食と栄養
須田あゆみ
3年

開講時期

後期

2

単位数

演習

該当する
管理栄養士として保育園に勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
子どもの栄養と食生活は、心身の発育・発達を促し、健康な生活を営む基礎となる。本授業では、子どもの発育段階に応じた栄養と食生活の知
識および、食物アレルギーや疾病等の配慮を要する子どもの食を学び、保育者として対象者に応じた適切な助言および支援ができる知識と技
術を身に付けることを目的とする。また、保育における食育の意義・目的を理解し、家庭や地域、社会や環境とかかわりながら、保育計
画に沿った食育を実践できる力を習得する。保育者自身の望ましい食生活の構築にも取り組み、食育の環境構成にも役立ててもらいたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育者としての正しい子どもの食生活と栄
養の知識

子どもの発育・発達の過程における食生
活の特徴や課題が把握できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

食育の知識および技能

食育の環境作りを理解し、計画をたてること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した資料から、子どもの食生活におけ
る課題を検討できる。

2 ．DP7.完遂

課題に対して、指定の形式にそった資料を完
成させることができる。

3 ．DP6.行動・実践

人の前に立ち、自分の伝えたいことを分かり
やすく伝える発信力の大切さ・難しさを経
験し、より意識をもって取り組むことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート課題および授業時の提出用紙
30％
食育プレゼンテーション①

： 3点：講義内容を踏まえ、独自の視点を加えて課題・問題点を論じている。2点：講義内容を踏ま
え、課題・問題点を論じている。1点：一般論による課題・問題点を論じている。
： 各自で作成したお弁当の工夫等を発表し、総合評価する（得点化）

10％
食育プレゼンテーション②

： 各自が考えた食育を発表し、総合評価する（得点化）
10％

期末テスト

： 栄養の基礎知識及び、発育・発達の過程に応じた栄養と食生活の知識について評価する。
50％

使用教科書
指定する
著者
上田玲子

タイトル
・

出版社

子どもの食生活ー栄養・食
育・保育（第５版）

参考文献等
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・ ななみ書房

出版年
・

2021 年
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「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（厚生労働省）
「平成27年度 乳幼児栄養調査」（厚生労働省）
「気になる子の偏食」 西村実穂/水野智美編著 チャイルド本社
「たべられないよ アレルギー」 井島敦子 脚本/鈴木幸枝 絵

童心社

その他授業内で紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

担当授業終了後

場所：

授業実施教室

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：suda@g.osaka-seikei.ac.jp
メールの件名には必ず氏名と所属を書くこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子どもの健康と食生活の意義
授業の目的および15回の内容、評価についてはじめに説明しま
す。初回は、日本の食生活の現状と課題、先進国と発展途上
国の食の現状をデーターを見て把握してもらいます。そして、一
生の土台となる小児の栄養と食生活の意義および、小児の食の特
徴（消化機能・摂食機能等）を大まかに理解し、後の学びにつな
げてもらいます。

第１章、２章を読んでおく。

4時間

第2回

栄養に関する基礎知識

第３章を読み、栄養素の主な働きについて整
理する。

4時間

予習：教科書の関連箇所を読んでおく。復
習：母乳に関するレポートをまとめる

4時間

第３章：5大栄養素とその働きについて説明します。範囲が広い
ため細かな点については触れれませんが栄養バランスを整えると
は具体的にどういうことなのか、子どもに伝えていく方法につい
て考えていきます。
第3回

乳児期の栄養・食生活の特徴(1)－乳汁栄養
第４章：母乳栄養・人工栄養・混合栄養について説明し、それぞ
れの利点、注意点を考えていきます。乳汁栄養の意義を理解し
た上で、自分ならどのようにしたいのか、また支援す
る際の様々な考え方を理解しましょう。調乳の実習は行いません
が、ポイントを説明しますので調整粉乳の選択および取り扱い
を理解し、自分の中で流れと注意すべきポイントを説明できるよ
うになりましょう。授業後、母乳に関するレポート課題を出しま
す。

第4回

乳児期の栄養・食生活の特徴(2)－離乳食①：離乳食の意義およ
び進め方
第４章：離乳食の意義および進め方について、咀嚼機能の発
達を中心に説明します。この時期は個人差が大きく、一人ひとり
に応じた支援が求められます。子どもが食べる様子の動画を見な
がら、介助のポイントをおさえましょう。

第４章：離乳食の進め方の目安を理解してお
く

4時間

第5回

乳児期の栄養・食生活の特徴(3)－離乳食②：離乳
食の進め方と注意点

予習：教科書の関連箇所を読んでおく。復
習：離乳食の各段階の特徴を整理し、レポー
トをまとめる。

4時間

第4章：離乳食の食材の進め方および注意点について説明しま
す。ベビーフードの利用についても考えていきましょう。手づか
み食べの意義についても考えていきます。授業後、離乳食に関す
るレポート課題を出します。
第6回

幼児期の栄養と食生活の特徴(1)－幼児期の特徴と間食の意義
第5章：幼児期の特徴および、間食の意義や弁当作りのポイン
トについて説明します。実習に行き、子ども達の食べる姿をみ
て、どのようなことを感じたかについて改めて振り返ってみま
しょう

第５章を読んでおく。

4時間

第7回

幼児期の栄養と食生活の特徴(2)－食生活上の問題点と対処法

予習：好き嫌いの事例を配布しますのでそれ
を読み、自分なりの考え（対処法）を考えて
おいてください。

4時間

予習：教科書の関連箇所を読んでおく。復
習：食物アレルギーに関するレポートをまと
める。

4時間

学童期の問題点を把握しておく、弁当作り
の課題の準備をする。

4時間

各園でどのような食育をしていたのか
を思い出しておく。食育計画の課題の準備を
する。

4時間

予習：行事や旬について調べておく。復
習：授業内容を踏まえ、食育計画を作成する

4時間

第5章：食生活上の問題点および対処法について考えていきま
す。年齢毎にどのような対応をしていくのがよいか、意見交換を
しながら、自身の対応の幅を広げていきましょう。
第8回

特別な配慮を要する子どもの食事について（１）：食物アレル
ギー
第8章：食物アレルギーの仕組み、原因食品および対処法につい
て説明します。その後、食物アレルギー児の対処について意見交
換を行います。授業後、食物アレルギーについての知識をまとめ
る課題及び、3大アレルゲン不使用の市販のお菓子探しの課
題を出します。

第9回

学童期・思春期の栄養と食生活の特徴
第6章：朝食の役割、心身の健康（コ食）について考えていきま
す。朝食はなぜ大切なのか、子どもの年齢に応じて説明できるよ
うになりましょう。食の自立とは何か、弁当作りの課題の意図に
ついても説明します（第14回目にお弁当の発表）

第10回

生涯発達と食生活、食育の基本と内容(1)－食育の目標および内
容
食育基本法制定の背景と年齢ごとに積み重ねていく食育の目標お
よび内容について説明します（第10章）。乳幼児期の食育の例を
いくつか紹介しますので、年齢と時期に応じた食育計画を作成し
ていきましょう（第13回目に食育の発表）

第11回

家庭や児童福祉施設における食事と栄養
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第10章：家庭や児童福祉施設における食事について、給食の役
割、食事の意義について説明します。行事食や旬の食材につい
て調べたものを発表しあい、行事や食育について考えていきま
す。
第12回

特別な配慮を要する子どもの食事（２）：体調不良、障害があ
る子どもの支援
第11章：体調不良時、嘔吐、下痢、発熱時の対処法、障害のあ
る子どもの食事について説明します。体調不良時に自分が食べ
る物、また災害に供えてどのような準備をしているかを意見交
換します。

体調が悪い時に自分はどのようにしているの
かまとめておく。

4時間

第13回

食育の基本と内容(2)－食育計画の発表
各自で考えた食育計画を発表し、評価していきます。他者の発
表を聞いたり、意見交換する中で自分の食育に対する視野を深め
ていきましょう。

食育計画が発表できるように準備しておく。

4時間

第14回

食育の基本と内容(3)－弁当作りの発表、授業のまとめ

弁当作りの課題を仕上げ、発表できるよう
に準備しておく。テストに向けて取り組む

4時間

各自が作成した弁当の意図や工夫を発表し、意見交換を行いま
す。食育の環境とは何か、食育をする上での保育者の役割につい
て考えてもらいます。14回全体の授業を振り返り、まとめます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子ども家庭支援論【2019年入学生～】
山本智也
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（全14回）

授業概要
子ども家庭支援の意義と役割を踏まえた上で、保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。その上で、子育て家
庭に対する支援の体制について理解し、子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携の在り方について理解を深める。
具体的には次の3項目をねらいとする。
１．現代社会における子ども家庭支援の意義と役割を理解する。
２．保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本を理解する。
３．子育て家庭のニーズに応じた多様な支援について関係機関との連携 を踏まえて理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

子ども家庭支援の意義とその機能について理
解する。

現代社会において子育て家族を取り巻く諸課
題を的確にとらえることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

子育て家庭及びその取り巻く社会的状況
等を理解する。

子育て家庭への支援体制及び関係機関との連
携について、日々の保育実践を関連づけてと
らえることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の今日的課題を的確にとらえることがで
きる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

専門職として求められる役割を理解し、適
切に行動できる姿勢を体得することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
レポート
30％
定期試験

40％

： 各回授業において、授業内容のポイントを押さえた予習シートが作成されているか、授業での学び
を的確に示しているかについて評定します。
： 授業内で指示する２つの課題について、次の点を評定する。
・家族の今日的課題を的確にとらえ、専門的な知見から、課題・問題点を論じているか。
・個々の家族の事例を専門的な知見からとらえているか。
： 以下の点を中心とした課題への取組を評価する。
・子ども家庭支援をめぐる法体系、制度への理解
・子ども家庭支援の意義と機能への理解
・関係機関との連携を踏まえた保育士としての専門性

使用教科書
指定する
著者
才村純・芝野松次郎・新川泰弘編 ・
著

タイトル

出版社

子ども家庭支援・子育て支援入
門

参考文献等

186

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2021 年

6275
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
予習シート作成を中心とした「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をする
こと。
具体的には、受講生全員に各回の講義に先立ち、あらかじめ提示したキーワードをもとに予習内容をまとめた予習シートの作成を義務づけ
る。授業においては各自の予習シートの内容を確認しながら、当該授業内容について加筆するなどして基礎的理解を図った上で講義に臨むこと
ができるようにする。
その上で授業終了時点で、授業で学んだことなどをまとめる時間を設け、学習内容の定着を図る。
＜開講日程についての注意事項＞
本科目の主たる履修対象者である幼児教育コース３年次生が2022年11月14日（月）から12月11日(日)まで児童福祉施設における保育実習期間と
なる関係上、当該実習期間には開講せず、別の日程を通常授業に加えて実施する。日程については履修オリエンテーション等において連絡す
る。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「子ども家庭支援論：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番
号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 子ども家庭支援論を学ぶ意義と必要
性を理解する。
保育専門職として子育て家庭を支援していく必要性を考えていき
ます。

授業に先立ち、テキストを通読しておくこ
と。

4時間

第2回

保育士が行う家庭支援の原理

予習シートの作成（保育士が行う保護者支
援について）

4時間

全体としての家族をとらえる視点から保育士が行う家庭支
援を考えていきます。
キーワード：子ども家庭福祉の理念、子どもの最善の利益、第一
義的責任
第3回

子育てを自ら実践する力の向上に資する支援
子育て家庭へのに関わる実践力向上に資する支援とはどういうも
のかを考えていきます。
キーワード：自己決定 子育ての喜び 家庭の教育力

予習シートの作成（家庭の教育力について）

4時間

第4回

子ども家庭支援において支援者に求められる基本的態度
子育て家庭への支援にあたって求められる支援者の基本的態度に
ついて考えていきます。
キーワード：受容 共感的理解 信頼関係 秘密保持

予習シートの作成（共感的理解について）

4時間

第5回

家庭の今日的状況とそれに応じた支援

予習シートの作成（核家族の孤立化につい
て）

4時間

予習シートの作成（子育て支援のための法制
度について）

4時間

予習シートの作成（子育て支援事業と実施体
制について）

4時間

地域社会の変容という視点から家族の置かれた今日的状況を考え
た上で、支援に在り方を考えていきます。
キーワード：子育て家庭の孤立 地域の子育て力
第6回

子ども家庭支援に関連する法と制度
テキスト該当部分である56～69ページをもとに家庭を支援する基
本的枠組みをとらえていきます。
キーワード：児童福祉法 児童福祉六法 児童相談所 児童福祉
施設

第7回

子育て支援サービスの体系とその内容
子育て支援サービスを体系的に理解していきます。
キーワード：子育て支援サービス 子ども・子育て支援新制度

第8回

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進と地域の社会資
源の活用
子育て支援施策・次世代育成支援対策の推進にあたっての地
域の社会資源の活用について考えていきます。
キーワード：次世代育成支援

予習シートの作成（次世代育成支援につい
て）

4時間

第9回

保育所入所児童の家庭への支援

予習シートの作成（保育所保育指針におけ
る子育て支援について）

4時間

予習シートの作成（地域子ども・子育て支援
事業について）

4時間

予習シートの作成（児童虐待の定義
ついて）

現状に

4時間

保育所における家庭支援を考えていきます。
キーワード：保育所の役割 子どもの最善の利益
第10回

地域子育て家庭に対する支援の実際
地域子育て支援について実践事例をもとに理解を深めます。
キーワード：地域子ども・子育て支援 ドロップインセンター

第11回

要保護児童及びその家族に対する支援１（児童虐待への対応）
児童虐待の現状と世代間伝達を断ち切るための保育者の役
割を考えていきます。
キーワード：要保護児童とその家族 児童虐待 世代間伝達

第12回

要保護児童及びその家族に対する支援２（障害のある子ども
と家族への対応）
保育士としての障がいのある子どもと家族への対応を考えていき
ます。
キーワード：障がい 保育者の役割 社会資源

予習シートの作成（障がいのある子どもと家
庭への支援）

4時間

第13回

子育て家庭に対する支援における保育士に求められる倫理・知
識・技術

予習シートの作成（家族アセスメントについ
て）

4時間

187

6275
子育て支援におけるソーシャルワークとしての保育士の倫理・知
識・技術について、特に家族アセスメントについて考えていきま
す。
キーワード：ソーシャルワーク アセスメント
第14回

子ども家庭支援に関する現状と課題
保育等の子育て支援サービスに関する課題・背景と解決の方向
性について考えていきます。
キーワード：子育て支援サービス アウトリーチ

188

予習シートの作成（子育て支援におけるアウ
トリーチについて）

4時間

6276

433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

家庭支援論【～2018年入学生】
山本智也
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（全14回）

授業概要
子ども家庭支援の意義と役割を踏まえた上で、保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本について理解する。その上で、子育て家
庭に対する支援の体制について理解し、子育て家庭のニーズに応じた多様な支援の展開と関係機関との連携の在り方について理解を深める。
具体的には次の3項目をねらいとする。
１．現代社会における子ども家庭支援の意義と役割を理解する。
２．保育の専門性を活かした子ども家庭支援の意義と基本を理解する。
３．子育て家庭のニーズに応じた多様な支援について関係機関との連携 を踏まえて理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

子ども家庭支援の意義とその機能について理
解する。

現代社会において子育て家族を取り巻く諸課
題を的確にとらえることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

子育て家庭及びその取り巻く社会的状況
等を理解する。

子育て家庭への支援体制及び関係機関との連
携について、日々の保育実践を関連づけてと
らえることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の今日的課題を的確にとらえることがで
きる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

専門職として求められる役割を理解し、適
切に行動できる姿勢を体得することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
レポート
30％
定期試験

40％

： 各回授業において、授業内容のポイントを押さえた予習シートが作成されているか、授業での学び
を的確に示しているかについて評定します。
： 授業内で指示する２つの課題について、次の点を評定する。
・家族の今日的課題を的確にとらえ、専門的な知見から、課題・問題点を論じているか。
・個々の家族の事例を専門的な知見からとらえているか。
： 以下の点を中心とした課題への取組を評価する。
・子ども家庭支援をめぐる法体系、制度への理解
・子ども家庭支援の意義と機能への理解
・関係機関との連携を踏まえた保育士としての専門性

使用教科書
指定する
著者
才村純・芝野松次郎・新川泰弘編 ・
著

タイトル

出版社

子ども家庭支援・子育て支援入
門

参考文献等

189

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2021 年

6276
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
予習シート作成を中心とした「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をする
こと。
具体的には、受講生全員に各回の講義に先立ち、あらかじめ提示したキーワードをもとに予習内容をまとめた予習シートの作成を義務づけ
る。授業においては各自の予習シートの内容を確認しながら、当該授業内容について加筆するなどして基礎的理解を図った上で講義に臨むこと
ができるようにする。
その上で授業終了時点で、授業で学んだことなどをまとめる時間を設け、学習内容の定着を図る。
＜開講日程についての注意事項＞
本科目の主たる履修対象者である幼児教育コース３年次生が2022年11月14日（月）から12月11日(日)まで児童福祉施設における保育実習期間と
なる関係上、当該実習期間には開講せず、別の日程を通常授業に加えて実施する。日程については履修オリエンテーション等において連絡す
る。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「子ども家庭支援論：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番
号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 子ども家庭支援論を学ぶ意義と必要
性を理解する。
保育専門職として子育て家庭を支援していく必要性を考えていき
ます。

授業に先立ち、テキストを通読しておくこ
と。

4時間

第2回

保育士が行う家庭支援の原理

予習シートの作成（保育士が行う保護者支
援について）

4時間

全体としての家族をとらえる視点から保育士が行う家庭支
援を考えていきます。
キーワード：子ども家庭福祉の理念、子どもの最善の利益、第一
義的責任
第3回

子育てを自ら実践する力の向上に資する支援
子育て家庭へのに関わる実践力向上に資する支援とはどういうも
のかを考えていきます。
キーワード：自己決定 子育ての喜び 家庭の教育力

予習シートの作成（家庭の教育力について）

4時間

第4回

子ども家庭支援において支援者に求められる基本的態度
子育て家庭への支援にあたって求められる支援者の基本的態度に
ついて考えていきます。
キーワード：受容 共感的理解 信頼関係 秘密保持

予習シートの作成（共感的理解について）

4時間

第5回

家庭の今日的状況とそれに応じた支援

予習シートの作成（核家族の孤立化につい
て）

4時間

予習シートの作成（子育て支援のための法制
度について）

4時間

予習シートの作成（子育て支援事業と実施体
制について）

4時間

地域社会の変容という視点から家族の置かれた今日的状況を考え
た上で、支援に在り方を考えていきます。
キーワード：子育て家庭の孤立 地域の子育て力
第6回

子ども家庭支援に関連する法と制度
テキスト該当部分である56～69ページをもとに家庭を支援する基
本的枠組みをとらえていきます。
キーワード：児童福祉法 児童福祉六法 児童相談所 児童福祉
施設

第7回

子育て支援サービスの体系とその内容
子育て支援サービスを体系的に理解していきます。
キーワード：子育て支援サービス 子ども・子育て支援新制度

第8回

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進と地域の社会資
源の活用
子育て支援施策・次世代育成支援対策の推進にあたっての地
域の社会資源の活用について考えていきます。
キーワード：次世代育成支援

予習シートの作成（次世代育成支援につい
て）

4時間

第9回

保育所入所児童の家庭への支援

予習シートの作成（保育所保育指針におけ
る子育て支援について）

4時間

予習シートの作成（地域子ども・子育て支援
事業について）

4時間

予習シートの作成（児童虐待の定義
ついて）

現状に

4時間

保育所における家庭支援を考えていきます。
キーワード：保育所の役割 子どもの最善の利益
第10回

地域子育て家庭に対する支援の実際
地域子育て支援について実践事例をもとに理解を深めます。
キーワード：地域子ども・子育て支援 ドロップインセンター

第11回

要保護児童及びその家族に対する支援１（児童虐待への対応）
児童虐待の現状と世代間伝達を断ち切るための保育者の役
割を考えていきます。
キーワード：要保護児童とその家族 児童虐待 世代間伝達

第12回

要保護児童及びその家族に対する支援２（障害のある子ども
と家族への対応）
保育士としての障がいのある子どもと家族への対応を考えていき
ます。
キーワード：障がい 保育者の役割 社会資源

予習シートの作成（障がいのある子どもと家
庭への支援）

4時間

第13回

子育て家庭に対する支援における保育士に求められる倫理・知
識・技術

予習シートの作成（家族アセスメントについ
て）

4時間

190

6276
子育て支援におけるソーシャルワークとしての保育士の倫理・知
識・技術について、特に家族アセスメントについて考えていきま
す。
キーワード：ソーシャルワーク アセスメント
第14回

子ども家庭支援に関する現状と課題
保育等の子育て支援サービスに関する課題・背景と解決の方向
性について考えていきます。
キーワード：子育て支援サービス アウトリーチ

191

予習シートの作成（子育て支援におけるアウ
トリーチについて）

4時間

6278

433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子ども家庭支援の心理学
木村将夫
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・市役所の要保護児童対策協議会にて、子ども虐待の調整担当者として従事。
・市が設置する児童発達支援センターの心理職として、発達検査、知能検査、子ども相談、巡回指導、巡回相
談に従事し、保育士や学校の教職員へのコンサルテーションも行ってきた。

授業概要
この科目は、保育・教育の本質を理解し、保育を実践するための方法や技術を身につけるために設置された科目である。生涯発達に関する知
見を踏まえ、発達課題等について理解する。その上で、家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係等について発達
的な観点から理解し、子どもとその家庭を包括的に捉える視点を習得する。さらに、子育て家庭をめぐる現代の社会的状況及び課題並びに子ど
もの精神保健とその課題について理解することをねらいとする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習
得する。その上で、初期経験の重要性、発達
課題等について理解する。

生涯発達に関する心理学の基礎的な知
識を踏まえて、初期経験の重要性、発達課題
等について理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

家族・家庭の意義や機能を理解した上で、親
子関係や家族関係等について発達的な観点か
ら理解し、子どもとその家庭を包括的に捉え
る視点を習得する。

家族・家庭の意義や機能を理解した上で、親
子関係や家族関係等について発達的な観点か
ら理解し、子どもとその家庭を包括的に捉え
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課
題について理解することができる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

子どもの精神保健とその課題について理解す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
授業内レポート
30％
定期試験

40％

： 各回授業において、授業内容のポイントを押さえた予習シートが作成されているか、授業での学び
を的確に示しているかについて評定する。
： 授業内レポート3点×10回
3点：講義内容を踏まえ、独自の視点を加えて課題・問題点を論じて
いる。2点：講義
内容を踏まえ、課題・問題点を論じている。1点：一般論による課題・問題点を論じている。
： 以下の点を中心とした論述課題への取組を評価する。
・生涯発達の基礎的な知見と発達理論の理解
・子どもの精神保健の課題の理解
・家族・家庭の意義と機能の理解
・家族が当面する課題の理解

使用教科書
指定する
著者
大倉得史・新川泰弘編著

タイトル
・

出版社

子ども家庭支援の心理学入門

参考文献等

192

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2020 年

6278
平木典子著（1998）『家族との心理臨床』垣内出版株式会社
森俊夫・黒沢幸子（2002）『〈森・黒沢のワークショップで学ぶ〉解決志向アプローチ』ほんの森出版
山口 薫著（2010）『発達の気がかりな子どもの上手なほめ方しかり方』学研

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
予習シート作成を中心とした「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をする
こと。
具体的には、受講生全員に各回の講義に先立ち、あらかじめ提示したキーワードをもとに予習内容をまとめた予習シートの作成を義務づけ
る。授業においては各自の予習シートの内容を確認しながら、当該授業内容について加筆するなどして基礎的理解を図った上で講義に臨むこと
ができるようにする。
その上で授業終了時点で、授業で学んだことなどをまとめる時間を設け、学習内容の定着を図る。
＜開講日程についての注意事項＞
本科目の主たる履修対象者である幼児教育コース３年次生が対象となる実習期間には開講せず、別の日程を通常授業に加えて実施する。日程に
ついては履修オリエンテーション等において連絡する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

以下のとおり。

場所：

以下のとおり。

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
ただし、件名に「子ども家庭支援の心理学：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍
番号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

親子関係・家族関係における発達理論と実際
人間の生涯にわたる成熟の過程について学び、今なぜ子育て支
援が必要とされるのかを理解することを目標とします。

「保育の心理学」や「教育心理学」での学び
を振り返り、生涯発達について復習してお
く。

4時間

予習シートの作成（アタッチメント関係につ
いて）

4時間

予習シートの作成（赤ちゃんの発達につい
て）

4時間

予習シートの作成（社会化について）

4時間

予習シートの作成（児童期の子どもの発達に
ついて）

4時間

予習シートの作成（青年期のアイデンティに
ついて）

4時間

予習シートの作成（キャリアレインボーにつ
いて）

4時間

予習シートの作成（家族の定義、家族の機
能について、親役割について、親準備性、親
学習について）

4時間

予習シートの作成（少子高齢、人口減少社
会について）

4時間

キーワード：発達の原則、遺伝と環境、エリクソンの心理・社会
的発達論
第2回

発達理論から人間の育ち
人は人との関係の中に生まれ、新たな関係を見出し、育ちま
す。人間が関係の中で育つ過程について考えていきます。
キーワード：アタッチメント理論、関係発達論、安心感の輪

第3回

乳児期の子どもの発達と家庭
乳児期の発達過程を認知発達と社会的発達の側面から概観し、そ
れらが互いに支え合いながら展開していくヒト特有の発
達の姿を理解するとともに、それを支える養育者や家庭の役割に
ついて考える。
キーワード：赤ちゃんが見ている世界、ミラーリング、基本的信
頼感

第4回

幼児期の子どもの発達と家庭
幼児期の発達過程を認知発達と社会的発達の側面から概観し、そ
れらが互いに支え合いながら展開していくヒト特有の発
達の姿を理解するとともに、それを支える養育者や家庭の役割に
ついて考える。
キーワード：ごっこ遊び、認知発達、非認知能力

第5回

児童期の子どもの発達と家庭
児童期の子どもの発達の特徴について学ぶ。また児童期の子ども
の発達において家庭生活が果たす役割について理解する。
キーワード：代表的な発達理論（ピアジェ・フロイト・エリクソ
ン・ハヴィガースト）、児童期の特徴（記憶・読み書き・道徳
性・仲間づくり）、生活習慣

第6回

青年期の発達の特徴と課題
生涯発達心理学の視点から、人の発達を包括的に理解して、青年
期、成人期、高齢期の心理的発達について学ぶ。
キーワード：アイデンティティ、キャリア発達

第7回

成人期以降の発達の特徴と課題
生涯発達心理学の視点から、人の発達を包括的に理解して、成人
期、高齢期の心理的発達について学ぶ。
キーワード：キャリア発達、サクセスフル・エイジング

第8回

家族・家庭の意義と機能

－多様化する家族をとらえる視点－

家族とは何かをその機能からとらえていきます。
親子関係を中心に家族の心理構造について考えていきます。
家族をひとつのシステムととらえる視点とアプローチの方
法を考えていきます。
「子育て」・「親育ち」について考えていきます。
キーワード：家、家族、家庭、家族の心理構造、家族システ
ム論、家族療法、親準備性、親育ち
第9回

子育てを取り巻く社会的状況と課題
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現代の子育てをめぐる社会的状況を中心に家族の置かれた全般的
状況を考えていきます。
キーワード：少子高齢社会、合計特殊出生率
第10回

子育て・仕事とライフコース
ライフコース・ワーク･ライフ･バランスという視点から共生社
会という視点から家族の置かれた今日的状況を考えていきます。

予習シートの作成（ワンオペ育児、ワークラ
イフバランスについて）

4時間

予習シートの作成（気になる子どもとその家
族への支援について）

4時間

予習シートの作成（共生社会の実現につい
て）

4時間

予習シートの作成（基本的生活習慣の獲得に
ついて）

4時間

予習シートの作成（レジリエンスについて）

4時間

キーワード：ジェンダー、ワーク･ライフ･バランス
第11回

特別な配慮を要する子どもと家庭の理解と支援
特別な配慮を要する家庭の現状と支援の在り方について考えてい
きます。
キーワード：気になる子ども・支援、子どもの貧困、要保護児童

第12回

発達支援が必要な子どもと家庭の理解と支援
発達支援が必要な子どもの理解と支援について、家庭を含め
て考えていく。またインクルーシブ教育システムや共生社会につ
いても考えていく。
キーワード：発達支援、共生社会の実現、障害

第13回

子どもの生活環境・生育環境と生活習慣の獲得
現代における子どもの生活・生育環境の変化を押さえ
た上で、子どもの基本的生活習慣の獲得およびそおための援助に
ついて、そして子ども家庭支援でとりわけ重視されなければなら
ない事故防止と安全確保について取り上げます。
キーワード：アタッチメント、基本的生活習慣、事故防止と安全
確保

第14回

子どもの心の健康問題と子ども家庭支援
子どもの心の健康問題の特徴、災害や事故に遭遇した子どもへ
の対応、子どもの心を育む保育の展開について学ぶ。
キーワード：子どもの心の健康、災害や事故、レジリエンス
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

乳児保育Ⅰ【2019年入学生～】
池内昌美
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
乳児保育とは、３歳未満児（０歳児・１歳児・２歳児）を念頭においた保育のことでです。まずは乳児保育の意義･目的と役割、歴史的変遷等に
ついて学びます。また、保育所・保育園や乳児院など乳児の多様な保育の場における乳児保育の現状と課題を理解します。その上で、３歳未満
児の発育･発達を踏まえ、養護と教育が一体となって展開される保育の基本と内容を学び、運営職員間及び保護者や地域の関係機関との連携･協
働についても理解します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育者として求められる専門的知識と技
術を習得し、実際の保育の場において学んだ
ことを実践できる。

乳児の発達過程を理解するとともに、発
達に応じた遊びや指導計画を立てることがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

乳児における保育とはどのようなものかにつ
いて実践的に考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内評価

： 授業内容理解度レポート42％(6%×7回）
42％

授業内レポート

： 授業内容レポート16％(8%×2回）
16％

乳児のあそび
12％
定期試験
20％
授業への参加度
10％

： 乳児の発達と遊びを踏まえて、乳児が興味をもちたくなる絵本を選んでいる（12点）乳児の絵
本を選んでいる（8点）
： 授業内容を踏まえて，独自の視点から書かれている（20点）
授業内容と課題を踏まえて，書かれている（15点）
課題を踏まえて、書かれている（10点）
： 授業への参加度は，教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし，論理的・積極的な発
言などを評価する。

使用教科書
指定する
著者
高内正子

タイトル
豊田和子

梶美保

・

出版社

健やかな育ちを支える
育Ⅰ・Ⅱ

乳児保

・ 建帛社

参考文献等
「知れば楽しいおもしろい

赤ちゃん学的保育入門」

小西行郎著

フレーベル社

履修上の注意・備考・メッセージ
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乳児保育は，保育士資格取得のための必修科目です。
頑張って単位取得を目指してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 後日伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

乳児保育の意義と目的
乳児保育について現時点での各自の理解程度を認識する

テキストを読んで予習をする

4時間

第2回

乳児保育及び子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況
乳児保育はなぜ必要かを社会的背景から学ぶ

子どもの家庭福祉を復習する

4時間

第3回

乳児保育における養護及び教育
乳児保育について、保育所保育指針から学ぶ

子どもの家庭福祉を復習する

4時間

第4回

「保育所保育指針」における乳児保育のポイント
保育所保育指針 第２章保育の内容における「ねらい」と「内
容について理解する

保育所保育指針を読んで理解する

4時間

第5回

保育所における乳児保育について学ぶ
保育所における保育とは何かを具体的に学ぶ

テキストを読んで予習をする

4時間

第6回

保育所以外の児童福祉施設（乳児院）における乳児保育
乳児院における保育とは何かを具体的に学ぶ

養護内容について読んで理解しておく

4時間

第7回

３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場
３歳未満児の子どもを取り巻く環境について理解する

身近にある育て支援の場について調べる

4時間

第8回

３歳未満児の発達
３歳未満児の発達について理解する

３歳未満児の発達について理解を深める

4時間

第9回

３歳未満児の生活と援助
３歳未満児の睡眠や食事などについて理解する

プリントを読んで理解する

4時間

第10回

援助の実際
乳児の遊びについて、赤ちゃんとのふれあい遊び、絵本などを実
際に演習する

乳児の遊びについて本を読んで理解する

4時間

第11回

３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育における配慮

人的環境の大切さについて参考書などを読ん
で予習をする

4時間

３歳未満児の安全と情緒の安定を図るための配慮について学ぶ
第12回

保護者との連携・協働
乳児保育における課題から、乳児を保育する際に必要な保護者へ
の支援について学ぶ

保育所保育指針解説書を読んで理解する

4時間

第13回

乳児保育の今後の課題
待機児童の対策と乳児保育、乳児保育の質の向上、乳児保育の専
門性

テキストを読んで理解する

4時間

第14回

まとめ
乳児保育の学びを振り返る

これまでの学習内容を復習する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

乳児保育【～2018年入学生】
池内昌美
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
乳児保育とは、３歳未満児（０歳児・１歳児・２歳児）を念頭においた保育のことでです。まずは乳児保育の意義･目的と役割、歴史的変遷等に
ついて学びます。また、保育所・保育園や乳児院など乳児の多様な保育の場における乳児保育の現状と課題を理解します。その上で、３歳未満
児の発育･発達を踏まえ、養護と教育が一体となって展開される保育の基本と内容を学び、運営職員間及び保護者や地域の関係機関との連携･協
働についても理解します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育者として求められる専門的知識と技
術を習得し、実際の保育の場において学んだ
ことを実践できる。

乳児の発達過程を理解するとともに、発
達に応じた遊びや指導計画を立てることがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

乳児における保育とはどのようなものかにつ
いて実践的に考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内評価

： 授業内容理解度レポート42％(6%×7回）
42％

授業内レポート

： 授業内容レポート16％(8%×2回）
16％

乳児のあそび
12％
定期試験
20％
授業への参加度
10％

： 乳児の発達と遊びを踏まえて、乳児が興味をもちたくなる絵本を選んでいる（12点）乳児の絵
本を選んでいる（8点）
： 授業内容を踏まえて，独自の視点から書かれている（20点）
授業内容と課題を踏まえて，書かれている（15点）
課題を踏まえて、書かれている（10点）
： 授業への参加度は，教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし，論理的・積極的な発
言などを評価する。

使用教科書
指定する
著者
高内正子

タイトル
豊田和子

梶美保

・

出版社

健やかな育ちを支える
育Ⅰ・Ⅱ

乳児保

・ 建帛社

参考文献等
「知れば楽しいおもしろい

赤ちゃん学的保育入門」

小西行郎著

フレーベル社

履修上の注意・備考・メッセージ
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乳児保育は，保育士資格取得のための必修科目です。
頑張って単位取得を目指してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 後日伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

乳児保育の意義と目的
乳児保育について現時点での各自の理解程度を認識する

テキストを読んで予習をする

4時間

第2回

乳児保育及び子育て家庭に対する支援をめぐる社会的状況
乳児保育はなぜ必要かを社会的背景から学ぶ

子どもの家庭福祉を復習する

4時間

第3回

乳児保育における養護及び教育
乳児保育について、保育所保育指針から学ぶ

子どもの家庭福祉を復習する

4時間

第4回

「保育所保育指針」における乳児保育のポイント
保育所保育指針 第２章保育の内容における「ねらい」と「内
容について理解する

保育所保育指針を読んで予習をする

4時間

第5回

保育所における乳児保育について学ぶ
保育所における保育とは何かを具体的に学ぶ

テキストを読んで予習をする

4時間

第6回

保育所以外の児童福祉施設（乳児院）における乳児保育
乳児院における保育とは何かを具体的に学ぶ

養護内容について読んで理解しておく

4時間

第7回

３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援の場
３歳未満児の子どもを取り巻く環境について理解する

身近にある育て支援の場について調べる

4時間

第8回

３歳未満児の発達
３歳未満児の発達について理解する

３歳未満児の発達について理解を深める

4時間

第9回

３歳未満児の生活と援助
３歳未満児の睡眠や食事などについて理解する

プリントを読んで理解する

4時間

第10回

援助の実際
乳児の遊びについて、赤ちゃんとのふれあい遊び、絵本などを実
際に演習する

乳児の遊びについて本を読んで理解する

4時間

第11回

３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育における配慮

人的環境の大切さについて参考書などを読ん
で予習をする

4時間

３歳未満児の安全と情緒の安定を図るための配慮について学ぶ
第12回

保護者との連携・協働
乳児保育における課題から、乳児を保育する際に必要な保護者へ
の支援について学ぶ

保育所保育指針解説書を読んで理解する

4時間

第13回

乳児保育の今後の課題
待機児童の対策と乳児保育、乳児保育の質の向上、乳児保育の専
門性

テキストを読んで理解する

4時間

第14回

まとめ
乳児保育の学びを振り返る

これまでの学習内容を復習する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

乳児保育Ⅱ
池内昌美
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
乳児保育とは、３歳未満児を念頭においた保育のことである。この時期の子どもは、成長するうえで心身ともに発達が著しい時期である。そ
の３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方について学ぶ。そして養護及び教育の一体性を踏まえ
た上で、３歳未満児の子どもの生活や遊びと、環境を基盤とした保育の方法及び配慮の実際について、具体的・実践的に学ぶ。また、乳児保
育における計画の作成について理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育者として求められる専門的知識と技
術を習得し、実際の保育の場において学んだ
ことを実践できる。

乳児の遊びや保育者との関わり等を理解した
うえで実際に実践できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

今までの学びを振り返り、自己の課題を省
察することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内評価

： 授業内理解度レポート30％（10％×3回、3％×3回）
39％

授業への参加度
11％
乳児のおもちゃ作成
10％
おもちゃのレシピ
15％
定期試験
25％

： 授業への参加度は、教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的・積極的な発
言などを評価する
： 乳児の発達を遊びを踏まえて、乳児自ら遊びたくなるおもちゃを作成している（10点）、乳児の発
達と遊びを踏まえておもちゃを作成している（8点）
： おもちゃを通して保育者との関わりが記載されて（15点）、おもちゃを通して遊びが記載されてい
る（10点）
： 授業内容を踏まえて、独自の視点から書かれている（25点）
授業内容を踏まえて、書かれている（20点）

使用教科書
指定する
著者
高内正子

タイトル
豊田和子

梶美保

・

出版社

健やかな育ちを支える
育Ⅰ・Ⅱ

乳児保

・ 建帛社

参考文献等
「知れば楽しいおもしろい

赤ちゃん学的保育入門」小西行郎著

フレーベル社

履修上の注意・備考・メッセージ
乳児保育は、保育士資格取得のための必修科目です。頑張って単位取得を目指してください。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 後日伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

乳児保育の意義について
授業計画について理解する。また、乳児保育Ⅰを振り返ることに
より、乳児保育の意義について理解を深める

「乳児保育Ⅰ」を復習する

2時間

第２回

子どもと保育士や大人などとの関係の重要性
乳児の発達にもとづいて関係の重要性について理解する

保育所保育指針解説書を読んで予習をする

2時間

第３回

個々の子どもに応じた援助や受容的・応答的な関わり

子どもの発達について映像を見ることで理
解をする

2時間

乳児と大人との関係の大切さを理解したうえで、受動的や応答
的なやりとりについて学ぶ
第４回

子どもの主体性の尊重と自己の育ち
主体性を尊重することの大切さについて理解をする

保育所保育指針解説書を読んで予習をする

2時間

第５回

乳児の１日の生活の流れと保育の環境
保育所における乳児の１日の生活について学ぶ

保育所保育指針を読んで理解を深める

2時間

第６回

乳児保育における計画の実際
乳児保育における指導計画について理解する

プリントを読んで理解する

2時間

第７回

乳児の発達と遊びの特徴
乳児の発達と遊びの特徴

乳児の発達について復習しておく

2時間

第８回

乳児の発育・発達を踏まえた生活の援助の実際
保育所や乳児院などの施設で実践できるよう乳児の援助の実際に
ついて学ぶ

テキストを読んで理解をしておく

2時間

第９回

乳児の発育・発達を踏まえた遊びの実際

３歳未満児の遊びや関わりについて本を読ん
で理解を深める

2時間

３歳未満児の遊びについておもちゃを作成することにより理解を
する
第10回

乳児の発育・発達を踏まえた保育者の援助の実際
３歳未満児の援助についておもちゃを通した指導案を作成するこ
とにより理解をする

保育所保育指針を読んで理解を深める

2時間

第11回

乳児保育の展開
作成したおもちゃと指導案を発表する

指導案がきちんと書けているか確認をする

2時間

第12回

子どもの心身の健康・安全と情緒の安定を図るための配慮
子どもの発達を支える情緒の安定や事故などについて学ぶ

乳児の事故について調べる

2時間

第13回

環境での変化や移行に対する配慮
環境での変化や移行の際に対する保育者の配慮について学ぶ

テキストを読んで予習をする

2時間

第14回

まとめ
乳児保育の学びを振り返る

これまでの学習内容を復習をする

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

障害児保育
池内昌美
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
発達の道筋は障害のある子どももそうでない子どももみな同じです。障害はさまざまであり，子ども一人ひとり個性があります。そのため，障
害児保育は家庭や関係諸機関の連携のもとに子ども一人ひとりを理解することを大切に展開していきたいものです。本講では，障害児保育の理
念や障害の特性を捉えつつ，療育のあり方や育ちあいの保育について学ぶことによって，障害児保育の基礎を培っていきます。また，保育
所や幼稚園などで障害のある子どもの保育の現状と課題についても理解することを目的としています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

子どもの障害について理解をすることを目
標とする

子どもの障害について理解をし、援助のあ
り方を学ぶとともに，障害のない子ど
も達と育ち合う大切さを理解することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

討議を実施することにより，課題の重要
性を認識することができ，解決に向けた自
分の意見を伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度数
24％
定期試験
20％
レポート課題
20％
授業理解小レポート
36％

： 授業への参加度は，教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし，論理的・積極的な発
言などを評価する
： 授業内容を踏まえて，独自の視点から描かれている（20点）
授業内容を踏まえて，書かれている（15点）
： 授業内容が整理されており，独自の視点から描かれている（20点）
授業内容が整理されており，書かれている（15点）
： 課題レポート ６点×６回（36点）
授業内容を踏まえて，独自の視点から描かれている（６点）
授業内容を踏まえて，書かれている（４点）

使用教科書
指定する
著者
小川圭子・矢野正

タイトル
編著

・

出版社

「特別支援教育・保育の理
解と支援ー実践にいかす方法

出版年

・ 嵯峨野書院

・

参考文献等
「シリーズ知のゆりかご

ライフステージを見通した障害児の保育・教育」小林徹・栗山宣夫
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修がもとめられる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 後日伝達します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 障害児保育とは
障害の概念，障害のある子どもへの保育とは

障害の捉え方を考える

4時間

第2回

障害児保育の理念
障害のある子どもの地域社会への参加・包容及び合理的配慮につ
いて学ぶ

障害のある子どもへの配慮について考える

4時間

第3回

障害児保育の現状と課題

現在の障害のある子どもの保育について調べ
る

4時間

障害児保育の現状と課題について学ぶ
第4回

障害児保育の歴史
障害児保育の歴史的変遷及び現在の障害児保育について学ぶ

障害がある子どもの本を読んで理解をする

4時間

第5回

肢体不自由児の理解と援助

これまでの子どもや友達との関わり
を振り返る

4時間

肢体不自由がある子どもへの理解，および，援助について学ぶ
第6回

発達障害がある子どもの理解と援助：自閉症スペクトラム障
害など
自閉症スペクトラム障害がある子どもへの理解，および，援助に
ついて理解する

自閉症スペクトラム障害の特性について予
習をする

4時間

第7回

発達障害がある子どもの理解と援助：注意欠如多動性障害，学
習障害など
注意欠如多動性障害，学習障害がある子どもの理解，および，援
助について理解する

注意欠如多動性障害，学習障害について予
習をする

4時間

第8回

知的な障害がある子どもへの理解と援助
知的障害がある子どもの理解，および援助について理解する

知的障害がある子どもの本を読み理解する

4時間

第9回

特別な配慮を要する子どもの理解と援助

これまでの子どもや友達との関わり
を振り返る

4時間

障害のある子どもの保育の場について復習を
する

4時間

特別な配慮を要する子どもの理解，および援助について理解する
第10回

子ども同士の関わりと育ち合い
障害のある子どもと障害のない子どもとが関わることによ
り，育ち合っていく姿について理解する

第11回

個々の発達を促す生活や遊びの環境、障害のある子ども
が通う保育と教育の場について
発達を促す環境や障害のある子どもが通う施設について学ぶ

障害のある子どもが生活しやすい環境を考え
る

4時間

第12回

障害受容について
障害のある子どもの保護者の気持ちについて理解する

テキストを読んで理解する

4時間

第13回

保護者や家庭に対する理解と支援・まとめ
障害のある子どもの保護者の気持ちについて理解し、保護者や家
庭に対する支援について学ぶ

テキスト・プリントを読んで予習をする

4時間

第14回

まとめ

これまでの学びをテキスト・プリン
ト等を読んで振り返りをする

4時間

障害児保育における現状と課題について考えるとともに、これま
での学びを振り返る
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

社会的養護Ⅱ／社会的養護内容
今井涼
3年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
児童相談所で児童虐待等に従事した経験あり（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では社会的養護の内容、実際、実態等についてより具体的に学び、子どもの権利擁護としての社会的養護の意義を理解し、課題と展
望について考える。また、社会的養護における計画、記録、アセスメント、相談援助等の技術について、その方法と活用する力を習得すること
で、子どもの支援を組み立て、実践し、課題に取り組む保育士としての専門性を養う。これらの知識、技術、見識は、ワークや事例の検討、カ
ンファレンス、ロールプレイング等をとおして、より実践に即した形で身につける。こうした学びをとおして保育士としての専門性と役割を認
識し、他職種と円滑に協働、連携するための共通の基礎理解と実践力を築く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会的養護の現状及び実際と、アセスメン
ト、記録、計画などの手法及び相談援助の理
論・方法・技術を理解する。

社会的養護の実態や各形態の特徴を理
解し、子どもの権利擁護を実現する支援のあ
り方について考えを記述することができ
る。また、アセスメント、記録、計画、相談
援助の理論・方法・技術について説明でき
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育専門職として子どもの権利を擁護する立
場から、支援に取り組み、課題の解
決を図る実践力。

アセスメント、計画、記録、相談援助技術
等の実践手法を活用して課題に取り組むこと
ができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

グループワークやカンファレンス、ロールプ
レイング等をとおした意見交換及び事例の検
討をとおして、多様な考えを尊重し合いなが
ら合意形成を行い、協働して課題の解
決に取り組むことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業毎のリアクションペーパー
40％
事例カンファレンス、ロールプレイ
30％
期末レポート
30％

： 授業毎に感想と質問等を求める。授業を通して、自己の学びを進化させているか、新たな気づき
を得ているか、問いを投げかけることができているかの3点について評価する。
： 具体的な事例をもとに展開されるカンファレンスやロールプレイに対して、保育士としての専門
性を高める意識を持ち、積極的に関与できているか。 また対人援助の基本姿勢を獲得できている
か。
： 与えられたテーマについて、子どもの権利擁護を基盤とした保育専門職の観点から、論理的に述べ
ることができているか評価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

6291
公益財団法人児童育成協会（監
修）

・

新基本シリーズ⑱
護Ⅱ

社会的養

・ 中央法規

・

2019 年

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示する。

場所：

初回授業時に提示する。

備考・注意事項： 初回授業時に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、子どもの権利擁護
①本授業の目標、内容、授業計画、評価方法に関する説
明を行う。
②児童の権利条約に規定される子どもの権利を確認し、子ども
の権利を擁護するための取り組みやしくみを学ぶ。

第2回

社会的養護における子どもの理解
社会的養護のもとで生活する子どもの実態、家庭環境、アセスメ
ントのための基本的な視点を学ぶ。

第3回

社会的養護における日常生活支援

社会的養護のもとで生活する子どもの日常生活の実際を理
解し、子どもの権利擁護の実践としての支援のあり方を考える。
第4回

社会的養護における心理的支援
社会的養護のもとで生活する子どもの心理的なダメージをケアす
る支援について学ぶ。

第5回

社会的養護における自立支援

社会的養護のもとで生活する子どもの自立について、リービング
ケア、アフターケアなどの支援について学ぶ。
第6回

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設の生活特性と実際

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設について、それぞれ
の実態や実際の生活について理解する。
第7回

児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児施設の生活特
性と実際
児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児施設について、そ
れぞれの実態や実際の生活について理解する。

第8回

家庭養護の生活特性と実際

養育里親、専門里親、親族里親、小規模居住型児童養育事業につ
いて、それぞれの生活の実際を学び、家庭養護の意義を理解す
る。
第9回

アセスメントと個別支援計画

社会的養護における支援の指針となる個別支援計画と、計画を策
定するために必要なアセスメントについて学ぶ。
第10回

記録と自己評価

記録や自己評価の意義について理解する。また、記録の練
習を行い、技術や方法を身につける。
第11回

社会的養護に関わる専門的技術
保育の専門性に関わる知識、技術、実践と、社会的養護に関わ
る相談援助の知識、技術、実践について学ぶ。

第12回

社会的養護におけるソーシャルワーク

社会的養護におけるソーシャルワークについて、知識、技術、実
践を学ぶ。
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予習としてテキスト第1講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

1時間

予習としてテキスト第2講を熟読しておくこ
と。復習としてテキスト第2講の演
習2-③に取り組むこと。

1時間

予習としてテキスト第3講を熟読しておくこ
と。復習として、テキスト第3講のCOLUMNにつ
いて、授業の内容をふまえて自分の考えをま
とめること。

1時間

予習としてテキスト第4講を熟読しておくこ
と。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

1時間

予習としてテキスト第5講を熟読しておくこ
と。復習としてテキスト第5講の事
例を一つ選び、自分の考えをノート等にまと
めること。

1時間

予習としてテキスト第6講を熟読しておくこ
と。復習として、乳児院、児童養護施設、母
子生活支援施設について、要点を整
理し、ノート等にまとめること。

1時間

予習としてテキスト第7講を熟読しておくこ
と。児童心理治療施設、児童自立支援施
設、障害児施設について、要点を整
理し、ノート等にまとめること。

1時間

予習としてテキスト第8講を熟読しておくこ
と。復習として、第6講、第7講の内容もふま
えつつ、家庭養護の意義について自分の考え
をノート等にまとめること。

1時間

予習としてテキスト第9講を熟読しておくこ
と。復習として、授業で行ったアセスメン
トや個別支援計画のワークについて、自
分の感想をノート等にまとめておくこと。

1時間

予習としてテキスト第10講を熟読しておくこ
と。復習として、支援を行う上で記録が果た
す役割や意義についてノート等にまとめるこ
と。

1時間

予習として、テキスト第11講及び第12講を熟
読しておくこと。復習として授業内容につい
て要点を整理し、ノート等にまとめること。

1時間

予習として、テキスト第13講を熟読しておく
こと。復習として、自分の家族もしくは架
空の家族について、ジェノグラムとエコマッ
プを作成すること。

1時間

6291

第13回

社会的養護における家庭支援

社会的養護のもとで生活する子どもについて、保護者の支援、家
族再統合等の支援を学ぶ。
第14回

今後の社会的養護の課題と展望
現在の日本が抱える社会的養護の課題とその施策について学ぶ。
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予習として、テキスト第14講を熟読しておく
こと。復習として、保護者と離れて生活す
る子どもにとっての家庭支援の意義と
は何か、自分の考えをノート等にまとめるこ
と。

1時間

予習として、テキスト第15講を熟読しておく
こと。復習として授業内容について要点を整
理し、ノート等にまとめること。

1時間

6295

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子育て支援【2019年入学生～】
山本智也
4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（全14回）

授業概要
保育士の行う保育の専門性を背景とした保護者に対する相談、助言、情報提供、行動見本の提示等の支援といった保育相談支援の在り方につ
いて、その特性と展開を具体的に理解する。その上で、 保育士の行う子育て支援について、様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技
術を、実践事例等を通して具体的に理解する。
こうしたことについて、子ども家庭支援論や子ども家庭支援の心理学など既習科目と関連づけながら、子どもの最善の利益と福祉を重視し
た子育て支援の基本を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

今日の保育現場での多様な場面における保護
者に対する支援に関する知識と技術を修得す
る。

他者を援助するための知識・技術を理解する
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育士の行う保護者支援の意義と原則を踏ま
えた保護者支援の展開過程を理解する。

保護者に対する支援について個々のケー
スを踏まえた支援の計画、実施、評価をする
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

保護者支援の計画を考えることを通して、課
題解決のための計画を立案していくことがで
きる。

2 ．DP6.行動・実践

保護者支援の具体的実践を理解すること
を通して、課題解決のための実践に取り組む
ことができる。

3 ．DP7.完遂

保護者支援の具体的実践を理解すること
を通して、課題を解決していく実践力を体
得できる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

保育士としての専門性を理解することを通し
て、期待された役割に応じて、的確に行動す
ることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

保育士としての専門性を理解することを通し
て、他者を思いやることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
小テスト

： 授業での諸活動への参加状況及び授業終了時のふりかえりを通して、授業への理解度を評定しま
す。
： 各回授業において、前回授業内容に関する小テストを実施し、理解の定着度を評定します。

35％
定期試験（レポート）
35％

： この授業を通して学んだ保護者への支援に関して、レポートを作成してもらいます。保護者支
援の場を具体的に想定しているか、支援理論、技法などの具体性を中心に評定します。

使用教科書
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6295

指定する
著者

タイトル

才村純・芝野松次郎・新川泰弘編 ・
著

出版社

子ども家庭支援・子育て支援入
門

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2021 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育相談支援：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

子育て支援の意義
子育てをめぐる保護者支援の今日的意義を考えていきます。

第2回

保育の特性と保育士の専門性を生かした支援
子育て支援の原理について、保育士の専門性と保育相談支援にか
かわる技術を中心に考えていきます。

第3回

子育て支援の基本１
上に資する支援

子どもの最善の利益と保護者の養育力向

子どもの最善の利益の意味とそれを考慮する視点についてとらえ
た上で、家族の置かれた社会的状況を踏まえた子育て支援につい
て考えています。
第4回

子育て支援の基本２

信頼関係を基本とした支援

対人援助者の基本的姿勢・態度を踏まえた上で、事例を通し
て、ソーシャルワークの過程について考えていきます。
第5回

子育て支援の基本３

地域の資源の活用と関係機関との連携

事例を基にして、子育てを支援する地域のさまざまな資源とそ
の活用について考えていきます。

「全国保育士会倫理綱領」に関する小レポー
トの作成

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした保育
士として保護者に関わる上でのポイントにつ
いて。具体的内容は授業において指示する）

1時間

小レポートの作成（現代の子育て家庭が抱え
るストレスに対処するための支援・手立てに
ついて）

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした援助計
画の検討。具体的内容は授業において指示す
る）

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした地
域の子育て支援の資源の活用について。具体
的内容は授業において指示する）

1時間

第6回

子育て支援の実際１ 保育に関する保護者に対する指導及び支
援の内容
具体的な事例を通して、保育の特性に基づく子育て支援につい
て考えた上で、子ども・家庭への支援のあり方を考えていきま
す。

小レポートの作成（促進サービス、予防サー
ビスについて）

1時間

第7回

子育て支援の実際２ 子育て支援の方法と技術
保育支援の基本技術として、傾聴・受容的・共感的理解につい
て考えていきます。

小レポートの作成（共感的理解について）

1時間

第8回

子育て支援の実際３

小レポートの作成（効果的な助言のあり方に
ついて）

1時間

小レポートの作成（保育場面におけるＤＥＳ
Ｃ法について）

1時間

小レポートの作成（保育場面におけるＤＥＳ
Ｃ法について）

1時間

小レポートの作成（地域子育て支援の場にお
ける保護者への対応において大切にすべきこ
とについて）

1時間

小レポートの作成（特別な対応を要する家
庭への支援について）

1時間

小レポートの作成（保育所以外の児童福祉施
設における家庭に対する支援について）

1時間

ケースアセスメント

具体的なアセスメント技法について学ぶと共に助言のあり方を中
心とした援助技術について理解を深めます。
第9回

子育て支援の実際４

保育相談支援の展開場面と評価

ソーシャルワークの展開過程を踏また保育相談支援の展開につい
て考えていきます。
第10回

保育所等における子育て支援の内容・方法・技術
保育における子育て支援の場面について、具体的なやりとりを中
心に支援の内容・方法・技術について考えていきます。

第11回

地域の子育て家庭への支援の内容・方法・技術
地域子育て支援拠点事業における支援の内容・方法・技術のあ
り方について考えていきます。

第12回

こども虐待の予防と対応・障害のある子どもと家族への対応
特別な対応を要する家庭への支援の意義を踏まえた上で、虐待な
ど特別な対応を要する家庭及び障害のある子どもと家族への支
援を考えていきます。

第13回

要保護児童等の家庭に対する支援
要保護児童等の家庭に対する支援について、児童養護施設・障害
児施設・母子生活支援施設等で行う家庭に対する支援を中
心に、様々な事例を通して家庭支援を考えていきます。
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第14回

多様な支援ニーズを抱える子育て家庭の理解
子育て家庭の多様な支援ニーズを理解した上で、今後の子育て支
援のあり方について、具体的な関わりとともに考えていきます。
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小レポートの作成（保育場面におけるリフ
レーミングについて）

1時間

6296

434

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育相談支援【～2018年入学生】
山本智也
4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（全14回）

授業概要
保育士の行う保育の専門性を背景とした保護者に対する相談、助言、情報提供、行動見本の提示等の支援といった保育相談支援の在り方につ
いて、その特性と展開を具体的に理解する。その上で、 保育士の行う子育て支援について、様々な場や対象に即した支援の内容と方法及び技
術を、実践事例等を通して具体的に理解する。
こうしたことについて、子ども家庭支援論や子ども家庭支援の心理学など既習科目と関連づけながら、子どもの最善の利益と福祉を重視し
た子育て支援の基本を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

今日の保育現場での多様な場面における保護
者に対する支援に関する知識と技術を修得す
る。

他者を援助するための知識・技術を理解する
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育士の行う保護者支援の意義と原則を踏ま
えた保護者支援の展開過程を理解する。

保護者に対する支援について個々のケー
スを踏まえた支援の計画、実施、評価をする
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

保護者支援の計画を考えることを通して、課
題解決のための計画を立案していくことがで
きる。

2 ．DP6.行動・実践

保護者支援の具体的実践を理解すること
を通して、課題解決のための実践に取り組む
ことができる。

3 ．DP7.完遂

保護者支援の具体的実践を理解すること
を通して、課題を解決していく実践力を体
得できる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

保育士としての専門性を理解することを通し
て、期待された役割に応じて、的確に行動す
ることができる。

5 ．DP10.忠恕の心

保育士としての専門性を理解することを通し
て、他者を思いやることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
小テスト

： 授業での諸活動への参加状況及び授業終了時のふりかえりを通して、授業への理解度を評定しま
す。
： 各回授業において、前回授業内容に関する小テストを実施し、理解の定着度を評定します。

35％
定期試験（レポート）
35％

： この授業を通して学んだ保護者への支援に関して、レポートを作成してもらいます。保護者支
援の場を具体的に想定しているか、支援理論、技法などの具体性を中心に評定します。

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

才村純・芝野松次郎・新川泰弘編 ・
著

出版社

子ども家庭支援・子育て支援入
門

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2021 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育相談支援：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

保育相談支援の意義
子育てをめぐる保護者支援の今日的意義を考えていきます。

第2回

保育の特性と保育士の専門性を生かした支援
子育て支援の原理について、保育士の専門性と保育相談支援にか
かわる技術を中心に考えていきます。

第3回

子育て支援の基本１
上に資する支援

子どもの最善の利益と保護者の養育力向

子どもの最善の利益の意味とそれを考慮する視点についてとらえ
た上で、家族の置かれた社会的状況を踏まえた子育て支援につい
て考えています。
第4回

子育て支援の基本２

信頼関係を基本とした支援

対人援助者の基本的姿勢・態度を踏まえた上で、事例を通し
て、ソーシャルワークの過程について考えていきます。
第5回

子育て支援の基本３

地域の資源の活用と関係機関との連携

事例を基にして、子育てを支援する地域のさまざまな資源とそ
の活用について考えていきます。

「全国保育士会倫理綱領」に関する小レポー
トの作成

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした保育
士として保護者に関わる上でのポイントにつ
いて。具体的内容は授業において指示する）

1時間

小レポートの作成（現代の子育て家庭が抱え
るストレスに対処するための支援・手立てに
ついて）

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした援助計
画の検討。具体的内容は授業において指示す
る）

1時間

小レポートの作成（事例をもとにした地
域の子育て支援の資源の活用について。具体
的内容は授業において指示する）

1時間

第6回

子育て支援の実際１ 保育に関する保護者に対する指導及び支
援の内容
具体的な事例を通して、保育の特性に基づく子育て支援につい
て考えた上で、子ども・家庭への支援のあり方を考えていきま
す。

小レポートの作成（促進サービス、予防サー
ビスについて）

1時間

第7回

子育て支援の実際２ 子育て支援の方法と技術
保育支援の基本技術として、傾聴・受容的・共感的理解につい
て考えていきます。

小レポートの作成（共感的理解について）

1時間

第8回

子育て支援の実際３

小レポートの作成（効果的な助言のあり方に
ついて）

1時間

小レポートの作成（保育場面におけるＤＥＳ
Ｃ法について）

1時間

小レポートの作成（保育場面におけるＤＥＳ
Ｃ法について）

1時間

小レポートの作成（地域子育て支援の場にお
ける保護者への対応において大切にすべきこ
とについて）

1時間

小レポートの作成（特別な対応を要する家
庭への支援について）

1時間

小レポートの作成（保育所以外の児童福祉施
設における家庭に対する支援について）

1時間

ケースアセスメント

具体的なアセスメント技法について学ぶと共に助言のあり方を中
心とした援助技術について理解を深めます。
第9回

子育て支援の実際４

保育相談支援の展開場面と評価

ソーシャルワークの展開過程を踏また保育相談支援の展開につい
て考えていきます。
第10回

保育所等における子育て支援の内容・方法・技術
保育における子育て支援の場面について、具体的なやりとりを中
心に支援の内容・方法・技術について考えていきます。

第11回

地域の子育て家庭への支援の内容・方法・技術
地域子育て支援拠点事業における支援の内容・方法・技術のあ
り方について考えていきます。

第12回

こども虐待の予防と対応・障害のある子どもと家族への対応
特別な対応を要する家庭への支援の意義を踏まえた上で、虐待な
ど特別な対応を要する家庭及び障害のある子どもと家族への支
援を考えていきます。

第13回

要保護児童等の家庭に対する支援
要保護児童等の家庭に対する支援について、児童養護施設・障害
児施設・母子生活支援施設等で行う家庭に対する支援を中
心に、様々な事例を通して家庭支援を考えていきます。
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第14回

多様な支援ニーズを抱える子育て家庭の理解
子育て家庭の多様な支援ニーズを理解した上で、今後の子育て支
援のあり方について、具体的な関わりとともに考えていきます。
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小レポートの作成（保育場面におけるリフ
レーミングについて）

1時間

6311

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国語科内容論
辻村敬三
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都府立聾学校教諭（6年）、京都府小学校教諭(14年）、京都府教育委員会指導主事（7年）の勤務経験
（全14回）

授業概要
小学校国語科の目標と内容について、学習指導要領解説国語編及び実際に使用されている小学校国語教科書に即して概要を理解する。次に国
語に関連する学問分野（国語学・文学理論・コミュニケーション論等）の知見を活用して教科書教材の分析を行い、教材の特性に即した指導
上の留意点を理解する。また、小学校現場では実際にどのように指導するのか、児童用教科書を使いながら、話す・聞く、書く、読むなどの具
体的な言語活動及び書写に関する事項を指導するために必要な知識・技能をワークショップ等を通じて身に付ける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

教科に関する教養

文化的素養として文章教材や伝統的な言語文
化、国語の特質に関する知識を深めることが
できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

専門知識

国語に関連する学問分野（国語学・文学理
論・コミュニケーション論等）の知見を活
用して教材分析を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国語科の内容について、自らの視点から、課
題と問題解決の方向を考察できる。

2 ．DP5.計画・立案力

国語科の年間の学習の流れを想定し、指導計
画を立案することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末テスト
50％
授業内レポート

： 国語科教育の体系、内容、指導理論について基本的な内容を理解しているか、60点以上を最低合格
点として評価する。
： 国語科教育の実践事例に対して､批判的にとらえて考察しているかを基準に評価する。

40％
ワークショップ等への参加
10％

： ワークショップ、グループ討議などに主体的に参加し､省察を深めているか、感想シートなどで評
価する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

辻村敬三

・

国語科内容論・国語科指導法

・ 東洋館出版

・

2019 年

文部科学省

・

小学校学習指導要領（平
成29年3月告示）解説 国語編

・ 東洋館出版

・

2018 年
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光村図書

・

国語四上 かがやき

・ 光村図書

・

2020 年

参考文献等
『小学校

新学習指導要領の展開

国語科編

平成20年版』 新しい国語教育を創造する会

明治図書出版

2008年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。自学自修のために、小
学校、中学校の国語の教科書が役に立ちます。その他、関連する学習参考書など、手元に残っているものがあれば活用できるようにしておくよ
うに。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（10:40－12:10）

場所：

辻村研究室(中央館2階）

備考・注意事項： 授業の前後にも質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

国語教育の意義と目的及び学習指導要領国語科の全体構造

言葉の教育である国語教育の全体像をとらえた上で、小学校国語
科教育の目的や意義について自分自身の経験を振り返りなが
ら考えます。
第2回

〔知識及び技能〕の内容

(1)言葉の特徴や使い方に関する事項

学習指導要領から〔知識・技能〕「言葉の特徴や使い方に関す
る事項」で指導すべき「指導事項」を抽出して整理します。ま
た、小学校の教科書を使った学習体験を通して、具体的なイメー
ジをつかみます。
第3回

〔知識及び技能〕の内容

(2)情報の扱い方に関する事項

学習指導要領から〔知識・技能〕「情報の扱い方に関する事
項」で指導すべき「指導事項」を抽出して整理します。また、小
学校の教科書を使った学習体験を通して、具体的なイメージをつ
かみます。
第4回

〔知識及び技能〕の内容
る事項

(3)我が国の言語文化（書写）に関す

学習指導要領から〔知識・技能〕「伝統的な言語文化に関する事
項」で指導すべき「指導事項」を抽出して整理します。また、小
学校の教科書を使った学習体験を通して、具体的なイメージをつ
かみます。
第5回

〔知識及び技能〕の内容に関する教科書教材の分析と指導
上の留意点
小学校教科書の〔知識・技能〕に関する部分を取り出し、教材内
容について分析、検討します。その上で、指導上の留意点や教
材の課題を明らかにして改善案を作成します。

第6回

〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「話すこと・聞くこ
と」の事項
学習指導要領から〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「話すこ
と・聞くこと」に関する事項で指導すべき「指導事項」を抽出し
て整理します。また、小学校の教科書を使った学習体験を通し
て、具体的なイメージをつかみます。

第7回

「話すこと・聞くこと」の教科書教材の分析と指導上の留意点

小学校教科書の「話すこと・聞くこと」（スピー
チ・話し合い）に関する部分を取り出し、教材内容について分
析、検討します。その上で、指導上の留意点や教材の課題を明ら
かにして改善案を作成します。
第8回

〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「書くこと」の事項
学習指導要領から〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「書くこ
と」に関する事項で指導すべき「指導事項」を抽出して整理しま
す。また、基礎的な「書くこと」について教科書を使った学習体
験を通して、具体的なイメージをつかみます。

第9回

「書くこと」の教科書教材の分析と指導上の留意点

小学校教科書の「書くこと」に関する部分を取り出し、教材内
容について分析、検討します。その上で、指導上の留意点や教
材の課題を明らかにして改善案を作成します。
第10回

〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「読むこと」の事項
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テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の〔知識・技能〕「(1)言葉の特
徴や使い方に関する事項」に関す
る章を読み、疑問点や質問を箇条書きにまと
める。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の〔知識・技能〕「(2) 情
報の扱い方に関する事項」に関す
る章を読み、疑問点や質問を箇条書きにまと
める。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の〔知識・技能〕「(3)我が国の言語文
化に関する事項」に関する章を読み、疑問
点や質問を箇条書きにまとめる。。

4時間

小学校教科書（第4学年）の〔知識・技
能〕に関する部分を読み、教材の特色や疑問
点などを箇条書きにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「話すこと・聞くこと」の内容に関す
る章から該当部分を読み、疑問点や質問を箇
条書きにまとめる。。

4時間

小学校教科書（第4学年）の「話すこと・聞く
こと」に関する部分を読み、教材の特色や疑
問点などを箇条書きにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「書くこと」の内容に関する章から該
当部分を読み、疑問点や質問を箇条書きにま
とめる。。

4時間

小学校教科書（第4学年）の「書くこと」(研
究レポート）に関する部分を読み、教材の特
色や疑問点などを箇条書きにまとめる。

4時間

テキスト「国語科内容論・国語科指導
法」の「読むこと」の内容に関する章から該
当部分を読み、疑問点や質問を箇条書きにま
とめる。

4時間

小学校教科書（第4学年）の説明的な文章教
材に関する部分を読み、教材の特色や疑問
点などを箇条書きにまとめる。

4時間

6311
学習指導要領から〔思考力，判断力，表現力等〕の内容「読むこ
と」に関する事項で指導すべき「指導事項」を抽出して整理しま
す。また、基礎的な「読むこと」について教科書を使った学習体
験を通して、具体的なイメージをつかみます。
第11回

「読むこと」の教科書教材の分析と指導上の留意点
的な文章の教材研究

(1)

説明

説明的な文章について、文章構成、表現、論理構造などを観点と
して教材分析を行い、学習指導の留意点について考察します。
第12回

「読むこと」の教科書教材の分析と指導上の留意点
的な文章の教材研究

(2)

文学

文学的な文章について、文章構成、表現、論理構造などを観点と
して教材分析を行い、学習指導の留意点について考察します。
第13回

「読むこと」の教科書教材の分析と指導上の留意点(3)
書の分析と授業への構想

教科

小学校教科書の「読むこと」に関する部分を取り出し、教材内
容について分析、検討します。その上で、指導上の留意点や教
材の課題を明らかにして改善案を作成します。
第14回

国語科学習指導の課題と展望
これまでのレポートや資料を整理してポートフォリオを作
成し、これまでの授業で学んだ小学校国語科の内容を整理し、自
分なりの視点から課題を探り、ディスカッションを通して思
考を深めてレポートの構想をまとめます。
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小学校教科書（第4学年）の文学的な文章教
材に関する部分を読み、教材の特色や疑問
点などを箇条書きにまとめる。

4時間

小学校教科書（第4学年）の読むことの文章教
材に関する部分を読み、教材の特色や疑問
点などを箇条書きにまとめる。

4時間

これまでの本授業の課題やワークをポート
フォリオとして整理し、考察したことをメ
モにまとめる。

4時間

これまでのレポートや資料を整理しポート
フォリオを作成する準備をする

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会科内容論
丸野亨
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教諭1年、副校
長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
小学校社会科の内容とその構成を理解する。特に、学習指導要領の目標や内容について理解し、小学校社会科の目標である公民的資質を養うた
めに押さえなければならないことや身につけさせなければならないことを知る。さらに、子供が考える社会科の授業をつくるために必要な要
件を考えたり、身近な事柄を社会的事象として教材化するための視点に気付いたりすることを通して、を社会科の授業のイメージ化とよりよ
い社会科の授業を成立するために必要な基礎知識を体験学習する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

学習指導要領に掲載されている内容について
の知識

学習指導要領・教科書に掲載されている内
容について理解を深めることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領の内容をもとに、社会生活で
の課題について把握することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 教員による講義、グループワーク等の場面において、主体的かつ協調的に授業に参加している。
30％

各授業の振り返り

： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。
30％

期末課題

： 子供が考える社会科にするための課題について、本授業内容を活用して考えることができる。
40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説「社会
編」

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年3月告示）東洋館出版
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成20年3月告示）
授業中に適宜紹介する。

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6316
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業に関するオリエンテーションならびに小学校社会科学
習の概観
子供が考える社会科授業に向けた本授業の内容や流れ、評価な
ど。また、小学校3年から始まる社会科について、自身の経
験を思い起こしながら概観する。

学習指導要領解説「社会編」を一読してお
く。

4時間

第2回

学習指導要領の改訂の趣旨について
学習指導要領改訂の背景理解とともに、全教科・領域で共通し
て育成を目指す「資質・能力の3つの柱」について社会科で育
成する資質・能力とは何かを理解する。

学習指導要領改訂の趣旨を整理する。

4時間

第3回

社会的な見方・考え方

知識・技能と思考力・判断力・表現
力を促す「見方・考え方」の働きを整理す
る。

4時間

改訂学習指導要領で強調されている各教科の見方・考え方につい
て、空間、時間、関係でとらえる社会科の見方・考え方につい
て、具体例を挙げながら理解する。
第4回

3年生の学年目標と内容
地域学習のスタートである3年生の内容について、地域にあるも
の・地域に住んでいる人々などとのコミュニケーションの大切さ
を学ぶ。

３年生の学習内容を整理し理解する。

4時間

第5回

4年生の学年目標と内容
防災学習が取り入れられた趣旨を知ると同時に、住民のために公
共の諸機関が意図的・計画的に活動に取り組んでいることに重
点を置く4年生社会科授業の在り方を理解する。

４年生の学習内容を整理し理解する

4時間

第6回

5年生の学年目標と内容
国土の地形・気候・産業・環境について、5年生社会
科で取り扱う重点を理解し、つながりと因果関係を見付けられ
る社会科の在り方を考える。

５年生の学習内容を整理し理解する。

4時間

第7回

6年生の学年目標と内容
学習指導要領の改訂に伴う、政治単元・歴史単元・国際単元の配
列変更の意図やそれぞれの単元の内容を理解する。

６年生の学習内容を整理し理解する。

4時間

第8回

社会科授業における諸資料とその活用
「社会科資料は資料が命」と言われる所以について、体験的に理
解する。また、資料の特徴に合わせた資料読解の要点を理解す
る。

社会科で扱われる諸資料を分類する。

4時間

第9回

社会科授業におけるICT活用

自身のスマホ利用と照らし合わせながらタブ
レットを中心としたICT活用のメリット・デメ
リットを整理する。

4時間

歳入・歳出について費目の内容と目的を整
理する。

4時間

先進的な具体的事例とともにICT機器の特徴を理解する。
第10回

アクティブラーニングとしての財政教育
財務省HPの教材（シミュレーションゲーム）を活用しながら、子
供が考える余地のある課題の重要性と、グループで考えること
の有効性を考えると同時に、求められる主権者教育の視点に気
付く。

第11回

社会科の教科書と副読本の理解
各自治体で使われている３年生・４年生の副読本について、地域
性を考慮した教科書代わりであることを知る。「教科書を教える
のか、教科書で教えるのか」など、教科書・副読本と
の「付き合い方」を理解する。

副読本の役割を考える。

4時間

第12回

教材開発と教材研究
子供の日常生活の中にある事柄を、社会科の学習内容につな
げ、教材化する実例にふれたり、そのための視点を獲得したりす
る。

日常生活の中の教材の「タネ」を見付ける

4時間

第13回

小学校社会科の評価と指導

評価観点と育成をめざす資質・能力の3つ
の柱の関係性を考える。

4時間

社会科と生活科、総合的な学習の共通点と相
違点と整理する。

4時間

社会科授業に関わる評価について概説するとともに、指導と一体
化するための評価の在り方を知る。
評価計画の立案から授業づくりを考える逆向き授業設計につい
て理解する。
第14回

社会科と生活科、総合的な学習の時間との関係について
生活科をベースにして、社会科と総合的な学習の時間に発展する
ことを知るとともに、共通していること違っていることを理
解し、それぞれの教科の特性を知る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

算数科内容論
橋本隆公
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
小学校教員としての実務経験を通した算数科の内容に関する体験知（全14回）

実務経験の概要

授業概要
算数科では「算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、日常の事象について見通しをもち筋
道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとす
る態度を育てる」ことをねらいとし、学年および領域別の知識・技能・考え方の習得を通して、算数のよさを感じる子どもの育成をめざしてい
る。本講義では、学習指導要領「算数科」を深く理解し、学年や領域の特性や能力に見合った授業に必要な知識を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

算数科の授業に必要な知識・技
能・考え方を習得する。

算数科の授業に必要な知識・技
能・考え方を習得し、授業で実践でき
る力を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各学年や領域別の知識・技能・考え方の習
得とそれを利用出来る力を育てる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題ワークシート
60％
期末テスト
40％

： 学修内容に対するワークシートへの記入が適切になされているか、またワークシートをもとにし
て授業中に教員からの質問に対して的確に回答できているかを評価する。
： 学修内容に対する理解が出来ているかを記述式、選択式などの期末テストによる振り返りで確認す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

算数

橋本隆公

・

算数科内容論×算数科指導法

・

2018 年

・ 東洋館出版

・

2017 年

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・金の昼休み

場所：

橋本研究室
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出版年

・ 日本文教出版
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

小学校算数科教育の現状と算数科学習指導要領の概要
算数科学習指導要領の概要の解説と小学校算数科教育の現
状を照らし合わせた解説を聞き理解する。

小学校算数科教育の現状について調査する。

4時間

第2回

算数科学習指導要領の各学年と領域の概要

算数科学習指導要領の各学年と領域の概要に
ついて調べる。

4時間

「数と計算」領域の特性と系統についてまと
める。

4時間

「図形」領域の特性と系統についてまとめ
る。

4時間

「量と測定」領域の特性と系統についてまと
める。

4時間

「数量関係」領域の特性と系統についてまと
める。

4時間

4領域の内容の相互関連や特徴などについてま
とめる。

4時間

低学年の児童の発達と学習内容についてまと
める。

4時間

中学年の児童の発達と学習内容についてまと
める。

4時間

高学年の児童の発達と学習内容についてまと
める。

4時間

算数科学習指導要領を各学年ごとの解説と、各領域ごとの解
説を通して、算数科内容論の目的・概要・スケジュールを理解す
る。
第3回

「数と計算」領域の特性と系統
「数と計算」領域の特性と系統について、具体的な授業実践の場
面を通して考える。

第4回

「図形」領域の特性と系統
「図形」領域の特性と系統について、具体的な授業実践の場
面を通して考える。

第5回

「量と測定」領域の特性と系統
「量と測定」領域の特性と系統について、具体的な授業実践の場
面を通して考える。

第6回

「数量関係」領域の特性と系統
「数量関係」領域の特性と系統について、具体的な授業実践の場
面を通して考える。

第7回

算数科学習指導要領の各領域の特性と系統のまとめ
算数科学習指導要領の各領域の特性と系統について振り返り、算
数科の授業づくりに向けての理解を深める。

第8回

低学年の児童の発達と学習内容の構成
低学年の児童の発達と学習内容の構成について、具体的な授業実
践の場面を通して考える。

第9回

中学年の児童の発達と学習内容の構成
中学年の児童の発達と学習内容の構成について、具体的な授業実
践の場面を通して考える。

第10回

高学年の児童の発達と学習内容の構成
高学年の児童の発達と学習内容の構成について、具体的な授業実
践の場面を通して考える。

第11回

算数科学習指導要領の各学年の児童の発達と学習内容の構成の
まとめ
算数科学習指導要領の各学年の児童の発達と学習内容の構成につ
いて振り返り、算数科の授業づくりに向けての理解を深める。

各学年の児童の発達と学習内容についてまと
める。

4時間

第12回

「算数的活動の楽しさ」について
「算数的活動の楽しさ」について、具体的な授業実践の場
面を通して考える。

「算数的活動の楽しさ」についてまとめる。

4時間

第13回

「表現する能力」について
「表現する能力」について、具体的な授業実践の場面を通し
て考える。

「表現する能力」についてまとめる。

4時間

第14回

「数理的な処理のよさに気づく」について

「数理的な処理のよさに気づく」についてま
とめる。

4時間

「数理的な処理のよさに気づく」について、具体的な授業実
践の場面を通して考える。

218

6326

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

理科内容論
福岡亮治
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都市内の小学校教諭
京都市教育委員会事務局主任主事
京都市教育委員会研究員
（全14回担当）

授業概要
はじめに、小学校現場で使用されている教科書から小学校理科に関する全単元の内容と学習指導要領に記載されている理科の目標と各学年の目
標を把握する。その後，受講生各自が教科・学年・単元を選択し、その単元について各社の教科書を比較分析する。合わせて学習指導要領、同
解説、指導書の検討を行い、その単元についてのイメージを明確にする。さらに，小学校の理科実験で事故やけがの多い実験についての演
習を行い、事故等を未然に防ぐ実験の方法を把握する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

教科に関する教養

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科の内容について理解を深めること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領・教科書の分析・考察から理科
教育の課題を検討できる

2 ．DP7.完遂

学習指導要領・教科書の分析・考察の結果に
ついて指定の形式にそってまとめることがで
きる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 授業の内容に関する知識理解を問う記述式の試験で評価
70％

授業への参加度

： 授業中の小テスト等、その他授業中の論理的、積極的な発言などを評価
15％

研究レポート
15％

： 授業内レポート及び時間外レポート、欠席した日の分も評価に入れるので自学自習を行い提出が必
要

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

福岡亮治

・

元芸人が教える「笑っ
て学ぶ」小学校理科

理科

参考文献等
参考書・参考資料等
授業中に適宜紹介する。
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出版年

・ 東洋館出版

・

2018 年

・ 東洋館出版社

・

2021 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

第1回授業時に伝える

場所：

福岡：研究室（中央館３階）

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
福岡亮治：fukuoka@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「理科内容論：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 評価法と講義目的について
学習指導要領の理科の目標を分析した上で今後の授
業の進め方、評価の方法、授業中のルール等の伝達を行い、１
４回の授業を通して獲得すべき力の見通しを持つ

学習指導要領第2章の読み込み

4時間

第2回

学習指導要領の存在について
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の内容の把握
③事例を使った該当範囲のケーススタディ

学習指導要領第2章の分析

4時間

第3回

学習指導要領の変遷・教科書の歴史
①該当範囲の基礎知識の獲得
②学習指導要領の変遷と社会状況との関りの把握
③歴代の教科書の内容把握

学習指導要領理科目標の考察

4時間

第4回

Ｂ生命・地球「天気の変化」
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領5年の目標の分析・考察

4時間

第5回

Ｂ生命・地球「生物と環境」
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領6年の目標の分析・考察

4時間

第6回

Ｂ生命・地球「季節と生物」
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領4年の目標の分析・考察

4時間

第7回

学習指導要領の範囲を超えた指導について
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領第４章の分析・考察

4時間

第8回

ネットを使用した教材研究の方法
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③ネットを使用した教材研究の体験

学習指導要領第４章の分析・考察

4時間

第9回

研究的視点で歴代教科書を分析 ・ 単元の入替について
①該当範囲の基礎知識の獲得
②「植物」単元に着目し、学習指導要領の変遷を把握
③該当範囲の歴代教科書の分析

学習指導要領第３章の目標の分析・考察

4時間

第10回

理科教育におけるユニバーサルデザインについて
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領第1章の目標の分析・考察

4時間

第11回

理科の各学年の目標及び内容一覧表まとめ
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領第2章の分析・考察

4時間

第12回

最近の教育ワードについて①「エデュテイメント」
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領第1章の目標の分析・考察

4時間

第13回

最近の教育ワードについて②「反転授業」
①該当範囲の基礎知識の獲得
②該当範囲の学習指導要領及び学習指導要領解説の内容の把握
③該当範囲の教科書分析

学習指導要領第4章の目標の分析・考察

4時間

第14回

学習指導要領分析、総括と質疑応答
学習指導要領の文言を覚えるだけに留まらないように目標・内容
区分等を分析し、レポートを作成する

目標・内容区分分析レポートの作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

生活科内容論
丸野亨
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

該当する
丸野：1997～2018

公立小2年

国立大附属小19年（主幹教諭1年

副校長4年）（全14回担当）

実務経験の概要

授業概要
教科誕生・改訂の経緯とその社会背景について理解する。また、楽しい生活科の授業を行えるように基礎的・基本的な知識と技術を身につける
ために、生活科の目標や内容についてしっかり理解するようにする。また、生活科の授業を行える基礎的・基本的な知識と技術を身につけるた
めに、具体的な事例を通して授業づくりのあり方を学ぶ。また、生活科における「遊び」の意味を理解し、楽しい授業が成立するために、気
付きの質の高め方や支援のあり方についても事例をもとに考えていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

楽しい生活科の授業を行うための教養やスキ
ル

授業を楽しくする教養やスキルを身に付ける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領の内容の理解を深めることがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業後の課題
30％
授業への参加度
30％
期末課題

： 楽しい授業を構築するために必要な授業内容の把握について、独自のルーブリックにより評価しま
す。
： 教員とのやり取りや授業中に記入す「振り返りシート」を、独自のルーブリックにより評価しま
す。
： 楽しい授業にするための授業内容についての理解度を評価します。

40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説「生活編」

・ 東洋館出版

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年告示）東洋館出版
その他、授業中に適宜紹介する。

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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出版年
・

2018 年
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回の授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本授業に関するオリエンテーションと生活科の概観
14回分の授業の目的・流れ・評価方法等を説明する。また、小学
校1・2年で行う生活科について、学生自身の経験を思い起こしな
がら教科の特徴を概観する。

学習指導要領解説【生活編】を一読する。

4時間

第2回

学習指導要領の概要（創設の経緯、改訂の趣旨など）
生活科のできた背景について、教育界の流れ、子どもの発達の段
階などを踏まえ説明する。

生活科ができた背景を整理する。

4時間

第3回

学校と生活
幼稚園・保育園から大きく変わる小学校生活について調べ、自
分たちの学校生活を支えるためにいろいろな施設があること
や多くの人に支えられていることを学ぶ。

スタートカリキュラムについて理解する。

4時間

第4回

家庭と生活

家庭との協力を得るためにはどうすればいい
か考える。

4時間

家庭における自分の変化に気付き、家族の役割や自分の役割など
を理解する。
第5回

地域と生活
校区には自分が気付いていないところで、いろいろな人に支えら
れていることに気付く。

地域にはどんな行事があるか整理する。

4時間

第6回

公共物や公共施設の利用

実際に公共物をあるいは公共施設を利用す
る。

4時間

自分の身の回りにはいろいろな公共物や公共施設があること
や、多くの人たちが利用していることを知り、自分たちが利用す
るときに気をつけることなどに気付く。
第7回

季節と生活
日本には四季があることを知り、人々はその季節に応じた生活を
していることや、その季節を感じるためには諸感覚を働かせ
たフィールドワークが有効であること知る。

季節の行事などをまとめる。

4時間

第8回

自然や物を使った遊び
季節のものや生活で不用になったものを利用して、遊び道具をつ
くったりすること。さらに、友だちといっしょに遊ぶことの大
切さなどを知る。

見本となる遊び道具を作る。

4時間

第9回

飼育と栽培

具体的に何を飼育・栽培すればいいか検討す
る。

4時間

実がなり後で食することができるものを栽培したり、昆虫など
の小さな生き物からうさぎや鶏などの小動物の飼育を通して、世
話をすることによって成長することや命の大切さを学ぶ。
第10回

人とのかかわり（生活や出来事の交流）
子どもたちも地域の一員として、いろいろな行事に参加したりし
ながら地域の人たちとのコミュニケーションをとることの大切さ
を学び、その方法として自分たちの生活やいろいろな出来
事を伝え合うことが最もいいことを知る。

より効率的な発表方法を考える。

4時間

第11回

自分の成長
生まれてから今までの成長のあとを振り返り、多くの人たち
に支えられて大きくなったことを知る。

自分の成長を記録する。

4時間

第12回

生活科の評価と支援
生活科の評価は、それぞれの子どもたちの成長をしっかり見るこ
とからスタートしていることを知り、その方法としてポートフォ
リオ評価がよく使われることを学ぶ。授業中などの支援で大切な
ことは子どもに寄り添うことがいちばんであることを学ぶ。

評価規準や評価方法などを整理する。

4時間

第13回

生活科における気付きと遊びについて
気付きは生活科特有の評価項目であり、他教科の理解に当たるも
のであるが、具体的な活動を通して行う部分が違うこと
を学ぶ。生活の誕生で今まで学ぶことと正反対であった遊びが学
習の一貫として認められたことを知る。

気付きを高める方法を考える

4時間

第14回

事例研究 生活科の授業（時期が合えば、研究発表会で授業参
観、参観後の討議会）
実際の生活科の教科書や授業を見ることにより、自分で授業して
みたい単元をイメージしたり、先生の支援のあり方や授
業の進め方などを学ぶ。
また、授業の総括として質疑応答を行う。

支援のあり方を整理する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

音楽科内容論
大澤弘之
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、音楽の基礎的な理論である楽典およびその応用である和音、コードネームなどを学び、歌唱による読譜練習、教育楽器（リコー
ダー、鍵盤ハーモニカなど）による独奏練習、及びアンサンブル実習などを通して、音楽の構成要素や仕組みを理解する。また小学校音楽科共
通歌唱教材（全24曲）や教科書等に掲載されている歌唱作品をピアノを用いて弾き歌い・独唱することや歌詞の意味を理解することを通し
て、小学校音楽教科内容を理解しその指導能力を身につけることを目標にしています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

音楽基礎理論と和音の理解

音名、音程、和音を理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校歌唱教材の理解

音楽理論の知識に結びつけて、小学校歌唱教
材を理解するすることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

理解した専門知識や技能を、音楽科指導に活
用する力を身につけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

楽典テスト

： 楽典と和音の内容理解
20％

リコーダー実技テスト

： リコーダーの正しい奏法の理解と実演
20％

読譜テスト

： 音程・リズムの理解を評価します。
20％

小学校歌唱共通教材の弾き歌い

： 歌詞と音楽の要素を理解した表現
20％

音楽科の内容に関する筆記試験（レ
： 音楽科の内容に関する理解を評価します。
ポート）
20％

使用教科書
指定する
著者
笹野恵理子

タイトル
・

はじめて学ぶ教科教育
楽科教育

出版社
初等音

・ ミネルヴァ書房

参考文献等
『小学校学習指導要領解説-音楽編』（文部科学省2018年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜、火曜の午後

場所：

大澤研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、音楽の構成要素の理解①～音部記号、階
名と音名
授業のスケジュールと進め方、成績評価の説明など
楽典① 音部記号、階名と日本語・英語音名を理解する。
小学校１年生歌唱教材（「うみ」「かたつむり」）の歌詞理
解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：階名、音名、歌唱教材）

4時間

第2回

音楽の構成要素の理解②～嬰♯記号、四分音符と二分音符

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：全音と半音、嬰♯記号,）

4時間

楽典② 嬰♯記号、四分音符と二分音符を理解する。
読譜練習 長・短２度音程
小学校１年生歌唱教材（「日のまる」「ひらいたひらい
た」）の歌詞理解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理
解する。
第3回

音楽の構成要素の理解③～変♭記号、デュナーミク記号、声
域の理解
楽典③ 変♭記号、デュナーミク（強弱）記号、混声合唱各声
部（ソプラノ、アルト、テナー、バス）の声域の理解
読譜練習 長・短２度音程
小学校２年生歌唱教材（「かくれんぼ」「春がきた」）の歌詞理
解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：変♭記号、声域）

4時間

第4回

音楽の構成要素の理解④～全音と半音、長・短２度音程

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：箏、日本の音楽）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：長・短２度音程、タンギング）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：文部省唱歌）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：リコーダーの運指）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：速度標語、メトロノーム）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：倍音）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：三和音）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：派生音）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：三和音の種類）

4時間

楽典④ 全音と半音、長・短２度音程
読譜練習 長・短２度音程
小学校２年生歌唱教材（「虫のこえ」「夕やけこやけ」）の歌詞
理解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー① タンギングによる奏法を理解し実演する。
第5回

音楽の構成要素の理解⑤～全音と半音、長・短２度音程
楽典⑤
全音と半音、長・短２度音程
小学校３年生歌唱教材（「うさぎ」「茶つみ」）の歌詞理解と歌
唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
歌唱教材（小学校１～２年生）の歌唱小テスト
リコーダー② 左手の運指を理解し実演する。
文部省唱歌について知る。

第6回

音楽の構成要素の理解⑥～長・短２度音程
楽典⑥ 全音と半音、長・短２度音程
読譜練習 長・短２度および長・短３度音程
小学校３年生歌唱教材（「春の小川」「ふじ山」）の歌詞理
解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。

第7回

音楽の構成要素の理解⑦～リコーダーの運指
リコーダー③ 運指の替え指を理解し実演する。
速度標語とメトロノームについて
文部省唱歌について知る。

第8回

音楽の構成要素の理解⑧～歌唱教材の理解、速度標語
楽典⑦ 楽典小テスト①（全音と半音、長・短２度音程）
読譜練習 長・短２度および長・短３度音程
小学校４年生歌唱教材（「さくらさくら」「とんび」）の歌詞理
解と歌唱練習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー④ 右手の運指を理解し実演する。

第9回

音楽の構成要素の理解⑨～倍音と運指
楽典⑧ 長・短３度音程
読譜練習 歌唱教材を用いた読譜練習
小学校４年生歌唱教材（「まきばの朝」）の歌詞理解と歌唱練
習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー④ 倍音を理解しその運指を実演する。

第10回

音楽の構成要素の理解⑩～三和音の基本形
楽典⑨ 長・短３度音程、三和音の基本形
読譜練習 歌唱教材を用いた読譜練習
小学校５年生歌唱教材（「こいのぼり」）の歌詞理解と歌唱練
習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー⑤ リコーダー小テスト①

第11回

音楽の構成要素の理解⑪～派生音
楽典⑩ 楽典小テスト②（長・短３度音程、三和音の基本形）
読譜練習 歌唱教材を用いた読譜練習
小学校５年生歌唱教材（「冬げしき」）の歌詞理解と歌唱練
習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー⑥ 派生音を理解しその運指を実演する。

第12回

音楽の構成要素の理解⑫～三和音の種
類（増、長、短、減）の理解
楽典⑪ 三和音の種類（増、長、短、減）の理解
読譜練習 歌唱教材を用いた読譜練習
小学校６年生歌唱教材の歌詞理解と歌唱練習を行うとともに音
楽の仕組みを理解する。
リコーダー⑦ 小学校音楽科教科書などに掲載されている作
品を理解し実演する。

224

6336
第13回

音楽の構成要素の理解⑬～コードネーム
楽典⑫ 三和音の種類とコードネーム
読譜練習 歌唱教材を用いた読譜練習
小学校６年生歌唱教材（「おぼろ月夜」）の歌詞理解と歌唱練
習を行うとともに音楽の仕組みを理解する。
リコーダー⑧

第14回

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：コードネーム）

4時間

授業についてプリントにまとめる（キーワー
ド：小学校音楽科）

4時間

リコーダーによる合奏教材を理解し実演する。

まとめと質疑応答、小テスト（楽典、歌唱）
楽典⑭ 楽典小テスト③（三和音の種類とコードネーム）
歌唱教材（小学校３～６年生）の歌唱小テスト
リコーダー⑨ リコーダーによる合奏実習および小テスト②
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

図画工作科内容論
白波瀬達也
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、小学校学習指導要領に示された図画工作科の「目標と学年別の内容｣｢指導計画の作成と内容の取扱い」について具体例をあげなが
ら解説し、その背景となる幼児の「造形表現の発達」や「図画工作教育の変遷」を知ることを通して指導の前提となる教科内容の深い理解を目
指す。加えて後半には、今日求められる「社会との連携・協働」や「幼小中の連携」について、授業につながる｢指導と評価」「アクティブラー
ニングの視点からの学習過程」などについて、を知ることで、教科指導に資する図画工作科の本質理解を目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

図画工作科の教科内容と取扱いに関する知識

新学習指導要領における図画工作科の目
標や内容と今日求められる課題について理
解できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

他人の意見によく耳を傾け、自分の意図や意
見を伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験

： 学習内容の理解について正答率で評価します。
60％

課題とレポート

： 内容の妥当性と構成について独自のルーブリックに基づいて評価します。
30％

討議・質問への参加

： 論理的で積極的な発言・姿勢などを独自のルーブリックに基づいて評価します。
10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省

・

出版社

小学校学習指導要領解説
工作編

図画

・ 日本文教出版

出版年
・

2018 年

参考文献等
『幼稚園教育要領』『保育所保育指針』等、授業中に適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

研究室

備考・注意事項： 授業・会議・研究日等の時間を除いて、できるだけ対応をします。昼休みなどを利用して相談時間の調整に来てください。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義目的と評価基準及び学修プランについてオリエンテーショ
ン
学習指導要領(図画工作科)の内容理解と授業の関係から、その必
要性を知り、学修プランについて理解します。授業の約束、姿
勢、評価基準等について確認します。

学習指導要領を通読し、疑問点を見つだす。

4時間

第2回

図画工作科の目標と内容構成
学習指導要領における図画工作科の目標について、その意味を理
解し、目標達成に向けた内容理解に向けて構成について学びま
す。

目標を設定した背景を整理する。

4時間

第3回

各学年別「絵や立体、工作に表す活動」の内容（１）

「A表現」のイの事項について低中高の内
容を比較して整理する。

4時間

「A表現」のイの事項について低中高の内
容を比較して整理する。

4時間

表現のアの事項について、低中高学年の内容
比較して整理する。

4時間

表現と鑑賞の関係や鑑賞する活動の低中
高の違いを整理する。

4時間

子どもの成長と絵の変化について調べ、まと
める。

4時間

黎明期と現行の図画工作の違いについて調べ
る。図画工作科で扱う材料や用具について経
験を振返りながら整理する。

4時間

「絵や立体」に表す活動の学年による内容の変化について、具体
例とともに考えます。また、方式の絵等の絵の指導法について交
流し、是非を整理することから目指す指導について考えます。
第4回

各学年別「絵や立体、工作に表す活動」の内容（２）
「工作」に表す活動の学年による内容の変化について、具体例と
ともに考えます。また、方式の絵等の絵の指導法について交
流し、是非を整理することから目指す指導について考えます。

第5回

各学年別「造形遊びをする活動」の内容
「造形遊び」の誤解や現状をふまえ、内容･方法を具体例ととも
に確認整理します。
本学の「造形遊び」の授業における演習と関連させ、具体的に整
理します。

第6回

各学年別「鑑賞する活動」の内容
「鑑賞する活動」の現状・目的・指導方法を学び、表現と一体
化した鑑賞のあり方を考えます。
また、ＩＣＴ機器の積極的な活用の可能性について交流・整理し
ます。

第7回

子どもの造形表現の特徴（幼児期～小学校）
子どもの成長・発達と造形表現の変化や特徴を作品や活動の実
例を通して学び、連続的な学びの必要性と課題について考えま
す。

第8回

図画工作教育の変遷

黎明期～戦後～現代

図画工作(美術)教育の黎明期と現在に比較、民間美術教育運
動や視覚テクノロジーの発達を踏まえ、学習指導要領の変
遷を通して美術教育の流れを学び、現行を生かす授業のイメー
ジを交流します。
第9回

内容の取扱いについて
内容の取扱いに示された配慮事項について、材料・用具の具体
的な取扱いや安全について、具体例を挙げて整理し含めて確
認し、理解を深めます。

図画工作科におけるICT活用法を考える。

4時間

第10回

図画工作科と言語活動
形・色・イメージが中心になる教科における有効な言語活動のあ
り方（価値や方法）について考えます。

授業における活用法を検討する

4時間

第11回

幼小中のつながりから見た図画工作教育

造形美術教育における幼小の連携について意
見をまとめる。

4時間

子どもの発達、校園種の違いを知り、幼小連携の必要性及び現
状と課題について考えます。
第12回

図画工作科授業における指導と評価のあり方
指導と評価の関係と意義について知り、今日的な評価や支援の具
体的な方法について学びます。

評価の為のツールについて調べ、考える。

4時間

第13回

指導計画と学習指導案の作成について
領域や内容、育みたい資質や能力を意識した学習指導のあ
り方と基本的な指導案の作成について学びます。

様々な学習指導案を集め、比較する。

4時間

第14回

図画工作教育の現状と課題

学習指導要領における図画工作科の変遷をま
とめる。

4時間

自らの経験を振り返りながら、現状と課題を明らかにし、課題解
決に向けてすべきことについて考えます。とりわけ高学年から中
学校にかけての苦手意識の急増への対応について交流検討しま
す。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

家庭科内容論
横山和子
2年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市立小学校及び教育大学附属小学校で教員として勤める。大阪市では教育研究会の家庭部で共同研究や研
修会等の普及に当たり、附属小学校では家庭科部員として公開発表や共同執筆で家庭科研究に努めた。教頭経
験が5年ある。（全14回担当）

授業概要
家庭科領域における、家庭経営・家庭経済、家族関係、衣食住生活、地域・社会とのかかわり、消費者・生活者としての主体形成などのテー
マ別に、事例の紹介、または実習機会を設けながら、理論的・実証的に把握・検討する。また、衣食住、環境等に関する実践的、体験的な活
動を通して日常生活に必要な知識技能を理解する。そして、調理実習、小物づくり（手縫い、ミシン縫い）、模擬授業等を通して基礎的、基本
的な知識技能を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

家庭科の内容を科学的に理解し、知識や技
能を身に付ける。

家庭科の内容を理解し、自分の興味ある課
題を設定できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

基礎的な技能を習得し、具体的な場面で活
用できる力を養う。

習得した知識を実践につなぐことができるよ
うになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日常生活に目を向け、四季折々の衣食
住に関する人々の暮らしを観察し、課題をつ
かむ。

2 ．DP6.行動・実践

課題を自分自身のものとして捉え、よりよ
い者へと改善しようとする実践的態度。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 家庭科の内容を理解し、習得した知識を生活に生かす力を試験として評価する。
40％

提出物

： 製作作品、レポート、ワークシート等を評価する
40％

授業への参加態度

： 建設的、意欲的な発表や討議への積極的な発言参加度を評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者
鳴海

タイトル
多恵子他

文部科学省

出版社

・

わたしたちの家庭科5.6

・

小学校学習指導要領解説

家庭
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出版年

・ 開隆堂

・

2021 年

・ 東洋館出版

・

2018 年

6346

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・学習指導要領と目標、内容
授業について確認し、学習指導要領における家庭科の目標や内
容をまとめる

学習指導要領解説「家庭」の内容を読む。

4時間

第2回

「家族･家庭生活」について（１）家庭の仕事と生活時間

普段は気にかけていないような家庭の仕
事を見つける。

4時間

「家族･家庭生活」の内容を理解し、家庭の仕事と生活時間の学
習内容を知る
第3回

「家族･家庭生活」について（２）家族や地域との関わり
家族や地域との関わりに関する学習内容を知り、課題例につい
て考える

家族・近隣社会について調べる。

4時間

第4回

「食生活」について（１）栄養

食事の役割について、自分の考えをまとめ
る。

4時間

「食生活」の内容を理解し、栄養に関する学習内容を食育との関
連で捉える
第5回

「食生活」について（２）調理の基礎・基本と料理例
調理の基礎･基本の習得と児童の課題解決面から、作る料理例に
ついて考える

調理について基礎的な調理法を調べる。

4時間

第6回

「食生活」について（３）日本の食文化

日本の食文化（行事食・郷土食等）につい
て調べる

4時間

和食の基本であるご飯と味噌汁の意義や行事食や郷土料理、旬食
材の意義を考える
第7回

「衣生活」について（１）季節に合わせた衣生活
「衣生活」の内容を理解し、洗濯や衣服の役割・季節に応じた着
方の学習内容を知る

季節による衣生活を振り返る。

4時間

第8回

「衣生活」について（２）手縫いの基礎
製作実習についての内容を知り、手縫いの基礎の練習として簡
単な小物を作る

手縫いの用具やフェルトを用意する

4時間

第9回

「衣生活」について（３）布を使った製作
布を使って生活を豊かにするものを自分で考え、製作計画に従っ
て製作する

手縫いで作る物を考え、材料を用意する

4時間

第10回

「住生活」について（１） 整理・整頓と掃除
「住生活」の内容を理解し、整理･整頓、掃除に関する学習内
容について知る

整理・整頓や掃除の方法を調べる

4時間

第11回

「住生活」について（２）季節に応じた住まい方と環境にやさ
しい住まい方
季節に応じた住まい方に、省エネや環境の視点を加えた学習内
容や工夫について知る

季節に応じた住まい方や環境に優しい住ま
い方について調べる

4時間

第12回

「消費生活･環境」について（１）ESDの取り組みとSDGｓ
｢消費生活･環境｣の内容を確認し、ESDの取り組みやSDGsとの関
連を知る

ESDやSDGｓについて調べる

4時間

第13回

「消費生活･環境」について（２）消費者教育
推進法での消費者教育の目標を理解し、消費者市民の育成をめざ
す視点を考える

消費者教育推進法について調べる

4時間

第14回

「消費生活･環境」について（３）持続可能な社会の構築と3R

３Rや物を大切にする生産や消費について調べ
る

4時間

持続可能な社会の構築をめざして3Rを基にプラごみや食品ロスに
ついて考える
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

体育科内容論
安部惠子
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
小学校体育科教育は、「自らが運動する意欲を培い、生涯にわたって積極的に運動に親しむ姿勢や能力を育成するとともに基礎的な体力を高め
ること」を柱に運動体験を通して達成感、粘り強さ、社会性を身につけることが目的とされている。本授業では、「小学校学習指導要領解
説 体育編」の内容理解と、①学年別にみた運動発達特性と種目特性および各種目の「こつ」について②運動が幼児、児童期の身体に及ぼす影
響について、③体力向上の目的と測定方法、評価法および得られたデータの活用法について、科学的根拠の基遂行できる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校学習指導要領を理解できる

指導要領の改訂について深く理解する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

各種目ごとに指導内容とその評価について理
解する

指導要領の改訂について深く理解する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

小学校体育授業おいて、現代の課題を抽
出し解決策を提案できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 設問について学んだ専門知識を基に記述がなされているか。
50％

課題レポート
40％
授業の取り組み状況

： ①出されたテーマに沿って丁寧に記述されている
ら学園共通ルーブリックをもとに評価する。
： ①質疑応答に積極的に参与しているか

②参考文献を活用しているか

以上の観点か

②グループ発表の準備等積極的に取り組んでいるか。

10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省

・

小学校学習指導要領

出版社
体育編

・ 東洋館出版

参考文献等
『スポーツ指導者のためのスポーツと法』

三村寛一・安部惠子他

嵯峨野書院

2011

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日の２限

場所：

中央館２階安部研究室
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出版年
・

2018 年

6351
備考・注意事項： それ以外の時間帯を希望の場合は、要相談。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてオリエンテーション
発育発
達（１） 幼児、児童の形態と体組成および測定方法
幼児児童の発育発達特性・形態・体組成およびその測定方法（直
説法・間接法）について解説する。また、保育教育現場での実践
的な測定方法・活用法と注意点について解説する

体組成について予習する

4時間

第2回

発育発達（２） 幼児、児童の体力・運動能力と測定方法
幼児児童の体力・運動能力およびその測定方法について解説す
る。また、保育教育現場での実践的な測定方法・活用法と注意
点について解説する

幼児児童の発育発達について予習する

4時間

第3回

発育発達（３） 幼児、児童の神経・循環器系・骨の特性
幼児児童の神経・循環器系・骨の特性について解説する。ま
た、保育教育現場での運動遊びの意義について解説する

幼児児童の骨について予習する

4時間

第4回

幼児、児童の身体活動量とエネルギー供給機構
幼児児童の身体活動量とエネルギー供給機構について解説す
る。また、保育教育現場での身体活動量確の意義と課題につい
て解説する

身体活動量について予習する

4時間

第5回

体育科教育の理解（１） 運動領域の改定とその背景につい
て科学的根拠を基にして解説する
体育科指導要領改訂の読み解きと課題を科学的根拠を基に理解し
その要因についてデイスカッションする

運動領域について予習する

4時間

第6回

体育科教育の理解（２） 教科体育の役割と目標と指導計
画の立て方と注意点について
本講義までの講義内容を総括し系統立てた種目別指導案につい
て議論し提案する

体育授業の意義について予習する

4時間

第7回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（１）跳び箱・マット運動・鉄棒
本講義までの講義内容を総括し系統立てた跳び箱・マット運
動・鉄棒の指導案について議論し提案する

器械運動の内容と評価について予習する

4時間

第8回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（２）走り幅跳び・短距離走
本講義までの講義内容を総括し系統立てた走り幅跳び・短距離
走の指導案について議論し提案する

跳躍種目の内容と評価について予習する

4時間

第9回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（３）ハードル走
本講義までの講義内容を総括し系統立てたハードル走の指導案に
ついて議論し提案する

ハードル走の内容と評価について予習する

4時間

第10回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（４）球技
本講義までの講義内容を総括し系統立てた球技の指導案につい
て議論し提案する

球技種目の内容と評価について予習する

4時間

第11回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（５）体つくり運動・表現ダンス
本講義までの講義内容を総括し系統立てた体つくり運動・表現ダ
ンスの指導案について議論し提案する

体つくり運動・ダンスについて予習する

4時間

第12回

学年別にみた種目の特性と動きの分析および目標と評価の理
解（６）水泳
本講義までの講義内容を総括し系統立てた水泳の指導案につい
て議論し提案する

水泳の名用途評価について予習する

4時間

第13回

施設用具の活用法と体育授業におけるリスク管理
体育科指導中の怪我の種類と要因および対応について解説する

怪我の要因について予習する

4時間

第14回

体育科指導案作成の目的と方法について総括と質疑応答
体育科指導案の立案の意義と目的について総括
（具体的な事例をあげ、要因と予防策の提案を行いまとめる）
体育科教育および子どもの健康課題について質疑尾応答を行う

質疑応答内容をまとめレポートを提出する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外国語（英語）科内容論
伊藤由紀子
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市の公立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（全14回）

授業概要
急速なグローバル社会の進展に伴い、世界各国で外国語学習の低年齢化が進んでいる。日本においても2011年度より高学年で「外国語活
動」が導入され、2020年度からは教科「外国語」（高学年）、「外国語活動」（中学年）が導入されている。本講義では、日本の小学校教育課
程における外国語教育の位置づけや目標、また外国語を学ぶ際の発達段階、言語習得を踏まえ、英語に関する基本的な事項（音声、語彙、文構
造、正書法など）について学修を進めていく。またその際には、小学生に外国語（英語）を指導するという視点を持って学修していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

小学校外国語教育（外国語活動含）につい
て、学習指導要領で示されている目標や方
針を理解するとともに、発達段階や言語習得
理論などの理論的基盤について理解する。

小学校外国語（外国語活動含）の授業を実
践する際に必要な教科内容について理解でき
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

小学校外国語教育（「外国語」「外国語活
動」）をめぐる理論的知見を理解するととも
に、実践的な指導力の基礎となる教科内
容を身に付けることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート・授業内課題
30％
最終発表
30％
最終レポート
20％

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に発言し、仲間と協力して活動できているか、自身でまと
めノートを整理できているかを総合的に評価する。（20点）
： 授業内課題(20点）において基礎的な知識を踏まえて課題に取り組めたかを評価する。各授業で
の振り返り（10点）や、外国語教育に関するさまざまな理論を理解しているかを評価する。
： 模擬授業において、小学校英語教育に関する理論をもとに、効果的な授業を行う視点とティーチン
グスキルをどれだけ身につけられたかを評価する。（30点）
： 模擬授業の指導案および振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案の書き方を習
得し、分かりやすく簡潔に書かれているか、自身の模擬授業を客観的に見つめ、改善できるかを評
価する。（20点）

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

232

出版年

6352
文部科学省

・

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説 外国語活動・外国
語編

・ 開隆堂

・

2018 年

アレン玉井光江ほか

・

NEW HORIZON Elementary 6

・ 東京書籍

・

2020 年

参考文献等
・柏木賀津子・伊藤由紀子『小・中学校で取り組む

はじめてのCLIL授業づくり』大修館書店

2020年。ISBN978-4-469-24638-4

・赤沢真世（編著）『小学校外国語科・外国語活動の授業づくり』2022年。ISBN978-4-316-80496-5

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：小学校外国語、外国語活動の意義と目
標、コミュニケーション能力
グローバル化の進展、英語話者・英語学習者の人口推移、ＣＥＦ
Ｒ、多言語主義について触れ、これから求められる英語教育、小
学校での英語教育の必要性、コミュニケーション能力につい
て考えます。また、外国語や外国語活動の授業のイメージを体
験します。

英語でself-introductionを考える。

4時間

第2回

学習指導要領に示された外国語、外国語活動の内容・指導方
法、世界の小学校英語教育
新学習指導要領の外国語、外国語活動の目標・内容や指導方法に
ついて整理します。また、背景として、アジア・ヨーロッパ諸
国における英語学習、ESLとEFL、早期英語教育の是非につい
て学びを深めます。

外国語・外国語活動の理念について整理す
る。

4時間

第3回

小学校外国語に関わる理論：言語習得理論、第二言語習得理論
発達段階や第二言語習得理論からみる、外国語活動の利点やカリ
キュラムの構成についての注意点について考えます。TPRの理
念や実践を学びます。

TPRを活用した活動を考える。

4時間

第4回

英語の音声から文字へ（１）「外国語活動・外国語」：英
語の音声、発音と綴りの関係
外国語活動において、特に音声を重視した活動の内容を体験しな
がら、英語音声の特徴をとらえ、指導のポイントを考えます。
外国語活動、外国語を橋渡しする、発音と綴りの関係につい
て学びます。また、教科書をその視点から分析し、指導のポイン
ト（教材の体験、教材づくりなど）を考えます。

外国語のフォニックス指導をとりあげ、分
析する。

4時間

第5回

英語の音声から文字へ（２）「外国語活動・外国語」：英
語の書き方、ローマ字法
外国語（高学年）における読み書きの指導内容を理解します。と
くに書き方について指導のポイントとなる部分を分析します。

ワークシートの分析を行う。

4時間

第6回

指導内容 中学年：チャンツと歌、高学年：語いと文構造、ス
モール・トーク
「外国語活動」におけるチャンツや歌、語彙や文構造の指導につ
いて理解し、指導者と子どもおよび子ども同士の短いやりとり
を含むスモールトークを見たり体験したりして授業のイメー
ジを持つとともに、具体的な指導内容と指導のポイントを理解し
ます。

スモールトークを考える。

4時間

第7回

指導内容の検討（１）中学年「外国語活動」のテーマ学習：絵
本（児童文学）とその選び方
英語指導における絵本の扱い方や目的について知り、実際に英語
絵本を使った指導を体験します。また、どのような観点で絵
本を選ぶと良いかを考えます。

指導に使える絵本を検索する。

4時間

第8回

指導内容の検討（２）高学年「外国語」のテーマ学習：教科内
容との結びつき
高学年の授業における教科内容との結びつきの重要性を踏ま
え、これからの社会で求められる力について考えます。

教科内容との連携授業を提案する。

4時間

第9回

パフォーマンス課題：相互作用の中での言語の働き、4技能統合
型の活動
小学校英語教育における４技能統合型の活動（パフォーマンス課
題）とその評価の位置づけおよび在り方を学びます。また、逆
向き設計についても学びます。

パフォーマンス課題と評価についてまとめ
る。

4時間

第10回

デジタル・ICT機器を活用した指導、グループ討議
外国語を指導するにあたり、効果的なデジタル・ICT教材の活用
方法について考えます。
デジタル教科書の使用例やコンテンツについて学びます。
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業に向けての相談・準備を行います。

模擬授業の相談。

4時間

第11回

異文化理解を深めるための学習内容、模擬授業にむけての授
業づくり
副読本、教科書、デジタル教科書にある異文化理解の側面につい
て理解します。また、授業におけるポイントについて理解しま
す。
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業に向けての相談・準備を行います。

模擬授業に向けての取組み。

4時間

第12回

グループ発表（１）、相互評価

相互評価を参考に、模擬授業を振り返る。

4時間
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コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業を行います。また、その授業について全体を振り返り、相互
評価をしながら授業改善について考えます。
第13回

グループ発表（２）、授業改善
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業を行います。授業後は相互評価を通して、より良い授
業に向けての改善案を考えます。

模擬授業を振り返り、授業改善を考える。

4時間

第14回

授業のまとめと振り返り
授業全体を通してのふり帰りを行います。
外国語・外国語活動の目標・内容、指導内容の整理をします。

レポート課題に向けた準備。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国語総合
辻村敬三
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都府立聾学校教諭（6年）、京都府小学校教諭(14年）、京都府教育委員会指導主事（7年）の勤務経
験（全14回）

授業概要
本授業は、国語科における実践研究の動向を知り、主体的・対話的で深い学びを実現する国語科授業の在り方を実践的に探求することを目標と
します。まず、小学校国語科の各領域ごとに実践研究の動向を概説し基本的な理解を図ります。次に、優れた実践事例を分析し、授業設計にお
ける視点を明確にします。その上でグループごとに研究授業案を作成し、模擬授業を通して実践的な検討を加えます。これら一連の実践的研
究を考察し、各自が授業研究レポートを作成し、交流・検討を通してさらに深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教科に関する教養

国語科教育の基礎理論及び関連する学問分
野の知見を援用して、創造的で効果的な授業
設計ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

指導技能

授業分析・検証の基礎を理解し、実践事
例の分析､検討を通して授業改善の視
点を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業研究を通して国語科授業の在り方につい
て探求し、自らの課題を明確にする。

2 ．DP5.計画・立案力

主体的・対話的で深い学びを実現する国語科
授業の単元を構想する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研究授業の分析レポート
60％
総括レポート
30％
模擬授業への参加
10％

： 講義、グループディスカッションの内容を踏まえ、授業研究の成果を盛り込んだ研究授業分析レ
ポートが作成できていることを基準に評価する
： 国語科の授業に係る理論の基本を理解した上で、実践的に研究授業の考察がされていることを基
準に評価する。
： 模擬授業の事前準備、グループディスカッションへの参加、授業研究会での発言を総合的にとらえ
て評価する。

使用教科書
指定する
著者
辻村敬三

タイトル
・

出版社

国語科内容論×国語科指導法
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・ 東洋館出版

出版年
・

2019 年

6355

参考文献等
文部科学省 『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）解説 国語編』 東洋館出版
参考書・参考資料等
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年3月告示）』東洋館出版 2017年

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「国語科内容論」「国語科指導法」で身につけた知識や技能をさらに発展、深化させることをめざした授業である。自ら課題を設定し、主体
的に授業研究に取り組もうとする態度が求められる。原則として国語科内容論・国語科指導法を修得または履修中のこと

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜２限（10:40－12:10）

場所：

辻村研究室(中央館2階）

備考・注意事項： 授業の前後にも質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学習指導要領国語科に示された学習理論と実践化への視点・展
望
国語科の学習指導理論について、読むことを中心に取り上げ、国
語科の授業の基本的な在り方について理解し、主体的・対話
的で深い学びを実現する国語科授業の在り方を考察します。

第2回

「読むこと（文学的な文章）」の実践研究の動向と実践事例
「読むこと（文学的な文章）」の実践研究の動向につい
て学び、代表的な実践事例を取り上げてグループで分析、検討し
て特徴や優位性、課題などについて考察します。

第3回

授業分析・検証の方法
践事例の分析・検討

～「読むこと（文学的な文章）」の実

教育実習等で実践した自らの実践事例や収集した実践事
例を持ち寄って分析し、読むことの授業の課題と改善方向につい
て考察します。
第4回

「読むこと（文学的な文章）」の研究授業案の作成
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「文学的な文章を読むこ
と」）を作成します。

第5回

模擬授業及び授業研究会の実施

～物語を読むことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。
第6回

研究論文作成の基礎

～授業研究レポートの作成～

授業分析の方法を学び、その手法を使って自グループが作成し
た指導案を分析、検討します。グループ相互の交流を通して考
察を深め、指導案に改善を加えます。模擬授業、授業研究
会を通して得た結論や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トにまとめます。
第7回

「書くこと」の実践研究の動向と実践事例の分析・検討
「書くこと」の実践研究の動向について学び、代表的な実践事
例を取り上げてグループで分析、検討して特徴や優位性、課題な
どについて考察します。

第8回

「書くこと」の研究授業案の作成と検討
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「書くこと」）を作成し
ます。

第9回

模擬授業及び授業研究会の実施

～書くことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。模擬授業、授業研究会を通し
て得た気付きや考察を国語教育理論と関連付けてレポートにまと
めます。
第10回

授業研究レポートの作成と交流・検討会

～書くことの授業～

各自が作成した「話すこと・聞くこと」に関する研究レポー
トを発表、交流し、研究視点を明確にしたうえで、「話すこ
と・聞くこと」の学習指導の在り方と課題を検討します。
第11回

「話すこと・聞くこと」の実践研究の動向と実践事例の分
析・検討
「話すこと・聞くこと」の実践研究の動向について学び、代表
的な実践事例を取り上げてグループで分析、検討して特徴や優位
性、課題などについて考察します。

第12回

「話すこと・聞くこと」の研究授業案の作成
前時に分析、検討した実践例をもとにして、授業の改善案を設
計し、研究的視点を含んだ研究授業案（「話すこと・聞くこ
と」）を作成します。
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「国語科内容論×国語科指導
法」のP66~P74を読み､P74の「ワー
ク５」に取り組む

4時間

「国語科内容論×国語科指導
法」のP138~P148を読み､P148の「ワー
ク1」に取り組む

4時間

「国語科内容論×国語科指導
法」のP149~P157を読み､疑問点や質問を箇条
書きにまとめる

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間

本時の模擬授業について、評価できる点と改
善すべき点を箇条書きにまとめる。

4時間

読むことに関する授業研究レポートを作成す
る

4時間

授業で取り上げた書くことの実践理論の中か
ら1つを取り上げて、特徴と課題をレポートに
まとめる。

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間

模擬授業、授業研究会を通して得た気付き
や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トを作成する。

4時間

授業での議論を踏まえ、作成したレポー
トを改善し、完成させる。

4時間

授業で取り上げた話すこと・聞くことの実践
理論の中から1つを取り上げて、特徴と課
題をレポートにまとめる。

4時間

担当グループは、模擬授業の準備と練
習を行う。その他のグループは、自グルー
プの学習指導案の解説、提案を準備する。

4時間
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第13回

模擬授業及び授業研究会の実施

~話すこと・聞くことの授業～

担当グループによる45分の模擬授業を実施し、事後に授業研究
会をもち授業分析を行います。模擬授業、授業研究会を通し
て得た気付きや考察を国語教育理論と関連付けてレポートにまと
めます。
第14回

総括と質疑

～今後の実践研究の課題と展望～

本授業で作成した授業研究レポートを振り返り、各自の実践研
究の成果と課題について交流し、今後の実践研究に向けての展
望を明らかにします。
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模擬授業、授業研究会を通して得た気付き
や考察を国語教育理論と関連付けてレポー
トを作成する。

4時間

これまでの授業案作成、模擬授業で作成し
た教材やワークプリント等を見直し、成
果と課題を整理する。

4時間

6360

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

算数総合
橋本隆公
3年

後期

開講時期

単位数

2

演習

該当する
小学校教員としての実務経験を通した算数科の指導に関する体験知（全14回）

実務経験の概要

授業概要
教育現場に就くことで児童の学習状況を評価する立場となる。そこで、本授業では、教科書研究の方法や児童の実態の捉え方、教材開発や学習
評価の視点を理解した上で、算数科指導法の課題にスポットをあてた「算数科における問題解決学習」を中心とした算数科指導法の実践を遂
行する。特にそのための指導のあり方や実践に即した指導案作成などの授業実践力を十分に身につけるとともに、教材開発や学習評価ができる
ことを目的とする。具体的には、教員による模擬授業と指導案作成の指導後、協同的に指導案作成、および、模擬授業に取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

算数科指導法の課題に即した算数科におけ
る問題解決学習に関する実践力

指導のあり方や実践に即した指導案作成など
の授業実践力を十分に身につけるととも
に、教材開発や学習評価ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

教材開発や学習評価が伴う指導案作成、およ
び、模擬授業実践ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中に行う期末試験

： 算数科指導法の課題に即した算数科における問題解決学習に関する実践に関する知識
40％

授業中に行う模擬授業

： 課題に即し、自ら作成した指導案と、その指導案に基づく模擬授業の技能面
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などをワークシー
トの記述や討議会を通して評価する。

使用教科書
指定する
著者
橋本隆公他

タイトル
・

小学校算数
実践編

出版社
授業力を磨く

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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新

・ 啓林館

出版年
・

2021 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火・金の昼休み

場所：

個人研究室７６
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －算数科指導法の振り返りと算数総
合の課題設定－
授業の目的・概要・スケジュール、および、教員による模範授
業と課題の抽出

抽出した課題に関する教材研究

4時間

第2回

算数科における教材開発と学習評価の視点についての説明
課題抽出ワークシートを活用して、教材開発構想を交流し、模擬
授業担当者を決定する。

教材開発と学習評価の文献研究

4時間

第3回

指導法の課題の解決に向けた指導法（１）板書や発問に着目し
て
板書や発問に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解
決する。

指導案作成・修正、および、板書や発
問に関するふり返り

4時間

第4回

指導法の課題の解決に向けた指導法（２）学習のめあてやまと
めに着目して
学習のめあてやまとめに着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、学習のめあてや
まとめに関するふり返り

4時間

第5回

指導法の課題の解決に向けた指導法（３）個別指導や机間指
導に着目して
個別指導や机間指導に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、個別指導や机間
巡視に関するふり返り

4時間

第6回

指導法の課題の解決に向けた指導法（４）学び合いやグルー
プ活動に着目して
学び合いやグループ活動に着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、学び合いやグ
ループ活動に関するふり返り

4時間

第7回

指導法の課題の解決に向けた指導法（５）ノート指導やワーク
シートに着目して
ノート指導やワークシートに着目した模擬授業と研究討議を通し
て、課題を解決する。

指導案作成・修正、および、ノート指
導やワークシートに関するふり返り

4時間

第8回

指導法の課題の解決に向けた指導法（６）言語活動や発表方
法に着目して
言語活動や発表方法に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、言語活動や発表
方法に関するふり返り

4時間

第9回

指導法の課題の解決に向けた指導法（７）活用力や発展教
材に着目して
活用力や発展教材に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、活用力や発展教
材に関するふり返り

4時間

第10回

指導法の課題の解決に向けた指導法（８）メタ認知や学習感
想に着目して
メタ認知や学習感想に着目した模擬授業と研究討議を通して、課
題を解決する。

指導案作成・修正、および、メタ認知や学習
感想に関するふり返り

4時間

第11回

指導法の課題の解決に向けた指導法（９）学習評価に着目して

指導案作成・修正、および、学習評価に関す
るふり返り

4時間

学習評価に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解決す
る。
第12回

指導法の課題の解決に向けた指導法（１０）評価計画に着目し
て
評価計画に着目した模擬授業と研究討議を通して、課題を解決す
る。

指導案作成・修正、および、評価計画に関す
るふり返り

4時間

第13回

教材開発構想ポスターセッション（準備と練習）
各自の教材開発（模擬授業担当者は、模擬授業と研究討議の内
容も含めて）をポスターセッション形式を想定してまとめ、プレ
ポスターセッションに取り組む。

教材開発構想ポスターセッションの準備

4時間

第14回

教材開発構想ポスターセッション（発表と評価）
各自のポスターセッションによる相互評価を通して、教材開発構
想を自己評価する。
教員による模擬授業

教材開発構想ポスターセッションの省察

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

理科総合
福岡亮治
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

京都市内の小学校教諭
京都市教育委員会事務局主任主事
京都市教育委員会研究員
（全14回担当）

授業概要
本授業は、小学校の理科における理科教育および自然科学的な理論的要素と教育現場における実践的要素のつながりを図りながら、小学校の理
科授業の在り方全体を把握し、理科指導法の知識や技能の育成を目指すことを目的とする。特に児童の実態に即した授業づくりや教材作成、板
書作成および授業実践に重点を置き、工夫された指導案の立案と授業の実践力を獲得する。さらに、小学校教科書と学習指導要領に記載されて
いる内容から逸脱しないように注意しながら安全で理解が深まる発展的な理科実験の展開を考えるとともに教材開発を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

理科実験に関する教養

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の発展的な内容について理
解を深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

理科実験に関する知識・技能

安全に配慮しながら結果が明瞭になる理科実
験を実践するために学習指導要領・教科
書の分析・考察を行う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習指導要領・教科書の分析・考察を通し
て初等理科実験の発展的な内容について理
解を深めることができる。

2 ．DP7.完遂

理科実験の学習指導要領・教科書の分析・考
察の結果について指定の形式にそってまとめ
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
40％
グループ課題達成度
10％
授業発表（指導案作成・模擬授業）
50％

： 授業中のミニ課題レポート・ミニ課題発表等、その他授業中の論理的、積極的な発言などを評価す
る。
： 毎時与えられる理科実験の課題を解決するために理科実験の教材研究を行い、その結果の分析・考
察したレポートの内容と研究プロセスを評価する.
： 研究開発した実験を含む授業の指導案作成とその授業の発表を行う。「わかりやすく安全であるこ
と」「現場での実践が可能であること」の２観点で評価を行う。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年
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文部科学省

・

小学校学習指導要領解説
編

福岡亮治

・

元芸人が教える「笑っ
て学ぶ」小学校理科

理科

・ 大日本図書

・

2018 年

・ 東洋館出版社

・

2021 年

参考文献等
参考書・参考資料等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日３限

場所：

福岡：研究室（中央館３階）

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
福岡亮治：fukuoka@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「理科指導法Ⅱ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価法と講義目的についてオリエンテーション
理科内容論・理科指導法Ⅰを振り返った上で今後の授
業の進め方、評価の方法、授業中のルール等の伝達を行い、１
４回の授業を通して獲得すべき力（実践力）の見通しを持つ

グループ課題に向けての研究計画の立案

4時間

第2回

理科における問題解決学習における授業モデルの模範授業と指
導案作成の説明
①模擬授業を児童の立場で受ける
②模擬授業を教員の立場で分析する
③①②で得た情報・知識をもとに授業および教材の分析を行う
④①～③をもとに模擬授業の指導案を作成する

模擬授業の指導案の作成

4時間

第3回

教科書内容把握と各社教科書の比較・分析
①教科書の調査・分析
②学習指導要領分析

各社教科書の比較・分析レポート

4時間

第4回

指導案立案と指導法および教材研究
①教科書の調査・分析（第3回からの続き）
②学習指導要領分析（第3回からの続き）
③①②をもとに指導案を作成

指導案立案と授業準備

4時間

第5回

授業づくり （１）「教材研究・教材開発」
①第4回目の授業を振り返り教材開発を視点としてテーマを探求
②見つけたテーマをもとに教材、授業、カリキュラムなどを探究

授業づくりに必要な材料研究と収集活動

4時間

第6回

授業づくり（２）「協働で行う授業づくり」
①第5回目の授業を振り返り授業づくりを視点としてテーマを探
求
②見つけたテーマをもとに教材、授業、カリキュラムなどを探究

授業づくりに必要な材料研究と収集活動

4時間

第7回

小学校の単元での授業実践
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのマイクロティーチングの実施

作成する授業についての全体発表交流会

4時間

第8回

小学校の単元の授業事後研究「授業を振り返ってのディスカッ
ション」
①開発した教材の発表
②それぞれの教材についての交流
③まとめ

授業事後研究議事録作成

4時間

第9回

教科書内容把握と各社教科書の再調査
第8回の交流会での学びを生かして
①教科書の再調査・分析
②学習指導要領分析

各社教科書の比較・分析レポート

4時間

第10回

指導案の再検討と指導法および教材研究
①教科書の再調査・分析（第9回からの続き）
②学習指導要領分析（第9回からの続き）
③①②をもとに指導案を再検討

指導案再構築と授業準備

4時間

第11回

小学校の単元での授業実践 リハーサル
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使ってのリハーサル授業の実施

リハーサルを振り返り授業改善を行う

4時間

第12回

小学校の単元での授業実践 本番
①開発した教材の紹介
②開発した教材を使っての授業の実施

マイクロティーチング振り返りレポート

4時間

第13回

小学校の単元の授業事後研究「授業を振り返ってのディスカッ
ション」
①開発した教材の発表
②それぞれの教材についての交流
③まとめ

授業事後研究議事録作成

4時間

第14回

課題発表会と総括
本授業に参加して理科教育に対して自分の教育観がどのように変
化したかしなかったかについての自己考察を行う。また、大学で
の学びが教育現場でどのように生かすことができるかについて
も考える。

省察レポート

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

社会総合
丸野亨
4年

開講時期

前期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

1997年4月～2018年3月まで、公立小学校教員2年、国立大学附属小学校教員19年（うち主幹教諭1年、副校
長4年）の実務経験がある。（全14回担当）

授業概要
暗記教科のイメージが強い社会科から脱却し、子供が考える社会科の授業が展開できるように、実践的な指導力の育成を図る。教材開発・研
究、発問、ワークシート、学習形態、評価といった視点から具体的な指導法を理解し、指導案作成、教材準備、模擬授業の実施によってそれら
を身に付ける。模擬授業においては授業担当班以外の学生は子供役として参加することで、子供の立場で授業づくりを捉えられるようにす
る。また、模擬授業後のリフレクションを重ねることを通して「授業の見方」も身に付けられるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

導入の工夫と体験的な学習

体験的な学習を取り入れた導入の工
夫を考え、模擬授業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

体験的な学習を取り入れた導入の工夫を考え
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
各授業の振り返り

： 教員のレクチャー、ディスカッション、模擬授業等の場面において、授業づくり上の課題を解決す
るために、主体的かつ協調的に参加している。
： 各授業について、自身の学びを整理しまとめることができている。

30％
期末課題
40％

： 子供が考える社会科授業づくりに向け、自身の模擬授業で見出した成果と課題を踏まえて、さら
に工夫することができる。

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

小学校学習指導要領解説「社会
編」

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成29年3月告示）東洋館出版
文部科学省『小学校学習指導要領』（平成20年3月告示）
その他授業中に適宜紹介する

2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 東洋館出版社

出版年
・

2018 年

6370
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

個人研究室

備考・注意事項： 詳細は、初回授業時に提示
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションと授業目標立案
授業の流れ・内容・評価に関するガイダンス。また、この授
業で学びたいことを考え、各自の授業の目標を設定するととも
に模擬授業単元を決める。

第2回

教材研究と授業準備
模擬授業に向けそれぞれの単元の目標・内容について確認し、模
擬授業で扱う教材について考える。

『小学校学習指導要領解説・社会編』を読ん
でおく

4時間

模擬授業で取り上げるべき教材について考え
をまとめる。

4時間

第3回

学習形態と授業準備
子供が学習の主体となって進む問題解決学習における様々な学習
形態について理解するとともに、模擬授業計画と結び付けなが
ら考える。

模擬授業の流れについて考えをまとめる。

4時間

第4回

ワークシートの工夫・資料読解指導と授業準備
子供が考えを広げたり深めたりすることのできるワークシー
トの工夫や資料読解指導の在り方について理解するとともに、模
擬授業計画と結び付けながら考える。

模擬授業に向けてワークシートを作成する。

4時間

第5回

子供の思考を促す板書と授業準備
社会科における板書の役割や特徴、バリエーションについて生活
科における板書の重要性について理解するとともに、模擬授業計
画と結び付けながら考える。

模擬授業に向けた板書計画を立てる。

4時間

第6回

評価計画と授業準備

構想している模擬授業計画に評価計画を位置
付ける

4時間

暗記科目のイメージの大きな原因となっている知識・理解を中
心とした評価観を転換し、育成したい資質・能力に合った評
価の在り方について理解するとともに、模擬授業計画と結び付け
ながら考える。
第7回

身近な地域や市区町村の様子に関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第3学年の内容(1)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第8回

地域にみられる生産や販売の仕事に関する単元の模擬授業とリ
フレクション
第3学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第9回

人々の健康や生活環境を支える事業に関する単元の模擬授
業とリフレクション
第4学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第10回

自然災害から人々を守る活動に関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第4学年の内容(3)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第11回

我が国の農業や水産業における食料生産に関する単元の模擬授
業とリフレクション
第5学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第12回

我が国の産業と情報の関わりに関する単元の模擬授業とリフレ
クション
第5学年の内容(4)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第13回

我が国の政治の働きに関する単元の模擬授業とリフレクション

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

それぞれの立場から模擬授業をふりかえ
り、詳述する

4時間

第6学年の内容(1)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。
第14回

我が国の歴史上の主な事象に関する単元の模擬授業とリフレク
ション
第6学年の内容(2)に関する単元の模擬授業を実施し、そのリフレ
クションを行う。
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体育実技Ⅰ

授業科目名

中村公美子・小林志保・濱口幹太

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

1

実技

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
自身の能力に応じた身体運動の実践方法を理解し、幼稚園・小学校の体育実技における各種目を学習するとともに、仲間との協力や体を動かす
ことの楽しさと達成感を体験することを目的とする。また本授業で実施する、「走る・投げる・跳ぶ」ことに得意な生徒も多いとは言えず、個
人差も少なくない。この基本動作を身に付けさせるとともに、個人あるいはグループで「気づき、理解する」ことを促す。あわせて、生涯にわ
たって健康を保持増進し、豊かなライフスタイルを実現することを理解させる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自分の体を意識してコントロールできる

体を動かすことの楽しさを体験学習する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

幼稚園・小学校の体育実技における屋外種
目の技能を習得できる

「気づき、理解する」ことを促し実践できる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

他者と協力して授業を遂行できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技の習得状況

： ①各種目の技能習得状況、②自身のつまづきを理解して練習を行っているか
40％

期末レポート

： ①指示した型式と提出期限を守っているか、②参考文献等を活用して丁寧に作成されているか
20％

授業の取り組み状況
40％

： ①自分の体調を管理し万全の状態で受講しているか、②当初に連絡しているルールを遵守している
か、③授業中に指導内容を理解し技の習得に積極的に取り組んでいるか

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜資料を配付する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の場所
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価および授業遂行にあたってのルールについ
てオリエンテーション
授業の進め方と評価および授業遂行にあたってのルールを正し
く理解する。

245

体育実技における安全管理について

1時間

6401

第2回

体力・運動能力測定
体力・運動能力測定の正しい測定方法を理解し、実践する。

体力・運動能力測定方法について

1時間

第3回

走る基本技術①
正しい立ち方、姿勢、歩き方、走り方について知る。

速く走るための基本動作について

1時間

第4回

走る基本技術②
スピードをコントロールする体の傾きについて知る。

スタート方法について

1時間

第5回

走る基本技術③
ピッチとスライド動作について知る。
自身の走るフォーム改善点の確認。
リレー、鬼ごっこなどにおいて実践する。

リレーのルールについて

1時間

第6回

跳ぶ基本技術①
正しい跳び方について知る。

高く・遠く跳ぶための基本動作について

1時間

第7回

跳ぶ基本技術②
ハードルを越える技術を知る。
踏切と助走の特徴を知る。

踏切、ディップ、抜き脚について

1時間

第8回

跳ぶ基本技術③
自身の跳ぶフォーム改善点の確認。
ハードル走と幅跳びなどにおいて実践する。

ハードル走と幅跳びの特性について

1時間

第9回

投げる基本技術①
正しい投げ方について知る。

遠く・速く投げるための基本動作について

1時間

第10回

投げる基本技術②
重心移動と腕の使い方を身に付ける。

投げる動作における全身の連動性について

1時間

第11回

投げる基本技術③
自身の投げるフォーム改善点の確認。
遠投、キャッチボール、ドッヂボールなどにおいて実践する。

ドッヂボールのルールについて

1時間

第12回

蹴る基本技術①
正しい蹴り方について知る。

正確に蹴るための基本動作について

1時間

第13回

蹴る基本技術②
サッカーのパス、ドリブル、シュートを理解する。

サッカーの特性について

1時間

第14回

蹴る基本技術③
自身の蹴るフォーム改善点の確認。
ミニゲームなどにおいて実践する。

サッカーの戦術について

1時間
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体育実技Ⅱ

授業科目名

中村公美子

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

1

実技

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
自身の能力に応じた身体運動の実践方法を理解し、幼稚園・小学校の体育実技における各種目を学習するとともに、仲間との協力や体を動かす
ことの楽しさと達成感を体験することを目的とする。また本授業では、体つくり運動、バスケットボール、バレーボールなど屋内で実践可
能な種目の技能習得を目指し、各種目の「こつ」を自らが体験して理解することや、関連器具・備品の安全な取り扱いと配置について学ぶ。あ
わせて、生涯にわたって健康を保持増進し、豊かなライフスタイルを実現することを理解させる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

自分の体を意識してコントロールできる

体を動かすことの楽しさを体験学習する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

幼稚園・小学校の体育実技における屋内種
目の技能を習得できる

各種目の「こつ」を理解し実践できる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

他者と協力して授業を遂行できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

技の修得状況

： ①各種目の技能習得状況、②自分のつまづきを理解して練習を行っているか
40％

期末レポート

： ①指示した型式と期限を守っているか、②参考文献等を活用して丁寧に作成されているか
20％

授業の取り組み状況
40％

： ①自分の体調を管理し万全の状態で受講しているか、②当初に連絡しているルールを遵守している
か、③授業中に指導内容を理解し技の習得に積極的に取り組んでいるか

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜資料を配付する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の場所

備考・注意事項： オフィスアワー等についての詳細は、初回の授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価および授業遂行にあたってのルールについ
てオリエンテーション

247

体育授業中におこりやすい怪我について理
解する

1時間

6406
授業の進め方と評価および授業遂行にあたってのルールと、怪我
予防のための注意事項を理解する。
第2回

準備運動とストレッチング
準備運動の重要性と様々なストレッチングの用途について理解す
る。

目的に合わせたストレッチング方法について

1時間

第3回

体つくり運動①
体つくり運動領域における巧緻性を高める様々な運動を理解し
て実践する。

体つくり運動の特性について

1時間

第4回

体つくり運動②
体つくり運動領域における操作性を高める様々な運動を理
解し、プログラムを作成して実践する。

体つくり運動のプログラムを作成

1時間

第5回

バスケットボール①
バスケットボールのパス、ドリブル、シュートを理解して実践す
る。

バスケットボールの特性について

1時間

第6回

バスケットボール②
バスケットボールのパス、ドリブル、シュートを理解して、ミニ
ゲームにおいて実践する。

バスケットボールの戦術について

1時間

第7回

バスケットボール③
バスケットボールの戦術を理解して、ゲームにおいて実践する。

バスケットボールのゲーム運営について

1時間

第8回

バレーボール①
バレーボールのパス・サーブ（オーバーハンド・アンダーハン
ド）を理解して実践する。

バレーボールの特性について

1時間

第9回

バレーボール②
パス・サーブ（オーバーハンド・アンダーハンド）を理解してミ
ニゲームにおいて実践する。

バレーボールの戦術について

1時間

第10回

バレーボール③
バレーボールの戦術を理解して、ゲームにおいて実践する。

バレーボールのゲーム運営について

1時間

第11回

バドミントン①
バドミントンのストロークを理解して実践する。

バドミントンの特性について

1時間

第12回

バドミントン②
バドミントンのストロークを理解してミニゲームにおいて実践す
る。

バドミントンの戦術について

1時間

第13回

バドミントン③
バドミントンの戦術を理解して、ゲームにおいて実践する。

バドミントンのゲーム運営について

1時間

第14回

表現ダンス
音楽やリズムに合わせて全身で表現する。

ダンスの特性について

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ基礎科学
臼井達矢
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年、大きな社会問題となっている子どもの運動離れや体力低下、小児生活習慣病に関する基礎知識とその改善方法について理解を深め
る。特に幼少期における運動の効用と脳機能との関連、小児肥満やメタボリックシンドローム、運動不足によるロコモティブシンドローム、ス
トレスが及ぼす発育発達への影響、脳機能の成長などに関する最近の論文や知見、社会状況を踏まえて学習する。さらにスポーツ医科学に関す
る知識の理解と習得から、自己の健康管理や生活習慣改善に関する基礎知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

スポーツ医科学に関する基礎知識

健康とスポーツ、運動と生活習慣病に対す
る理解とその予防方法を学び、実践すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自己のライフスタイルを見つめ直し、生活習
慣病予防のための方法を理解し、説明でき
る。

2 ．DP6.行動・実践

生活習慣病の予防方法を理解し、正しい健康
管理を実践することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
42％
振り返りシート
14％
受講態度
14％
期末試験
30％

： 授業内容を踏まえてワークシートを完成できていれば2点とし、さらに自己の考えや具体的事例な
どを示していれば3点、誤りや内容不足の場合は0点または1点とする。これを全14回実施する。
： 振り返りシートを記入し、自己の考えや具体的事例などを示していれば1点とする。内容不足また
は未提出の場合は0点とする。これを全14回実施する。
： 各回授業への積極的参加（発言や質問）や授業態度（受講マナー、私語や携帯電話の使用など、授
業の妨げになる場合は減点）を独自のルーブリックを基に総合評価する。
： 健康管理の重要性および疾病予防の理解とその具体的予防法、実践的具体策について理解を求め
る問題から評価する。14回授業終了後（定期試験期間）に実施（提出）する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

月曜日お昼休み

場所：

中央館2階

臼井研究室

備考・注意事項： 上記以外の対応に関しては、授業開始時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要、運動あそびの必要性
「健康」という観点から自己のライフスタイルを見つめ直し、生
活習慣の課題や問題を発見し、なぜ生活習慣が乱れているのか
をグループで話し合い、健康のための生活習慣について考え
る。さらに運動やスポーツの必要性についても理解を深める。

第2回

体力とは何か？健康とは何か？
生きていくために必要な「体力」や「健康」とは何か、その概
念や定義について理解を深め、どのようにすれば体力を高めた
り、健康を増進したりすることができるのかを考える。

第3回

スポーツ指導に必要なこととは？
スポーツを子どもに指導する場合、何をどのように教えるの
か、指導者は哲学を持つことが必要である。近年のスポーツ問
題として挙げられる勝利至上主義、バーンアウト、体罰、保護
者の過干渉など、さまざまな問題が子どもに与える影響を考え
る。

第4回

スポーツ中に起こりうる外傷・障害
誤ったトレーニングや過度な運動に伴い、スポーツ障害で悩む場
合も多いとされている。特に発育発達の途上である幼児期や児童
期において、スポーツ中に起こりやすい外傷や障害を理解するこ
とは重要である。さらにスポーツ外傷に対する応急処置などにつ
いても考える。

振り返りシートの作成（自己の生活習
慣を見つめ直す）

4時間

振り返りシートの作成（体力や健康の増進方
法を考える）

4時間

振り返りシートの作成（現代のスポー
ツが抱える諸問題を考える）

4時間

振り返りシートの作成（スポーツ中に起こり
うる外傷や障害を考える）

4時間

第5回

心肺蘇生法とAEDの活用
スポーツ指導をするうえで、安全管理や安全教育が重要とされて
いる。特にスポーツ中の突然死は問題とされており、その対処方
法の理解が求められている。そこで心臓の構造や機能を理
解し、正しい心肺蘇生法の方法やAEDの正しい活用について考え
る。

振り返りシートの作成（心肺蘇生法の実際）

4時間

第6回

ストレスと社会環境

振り返りシートの作成（身の回りのストレッ
サーを挙げる）

4時間

振り返りシートの作成（骨と筋肉の名称・機
能について）

4時間

振り返りシートの作成（心臓、血管、血
液の構造）

4時間

現代社会において健康を阻害している社会環境を具体的に考え
る。特に運動不足、食習慣の乱れ、栄養バランスの乱れ、睡眠不
足、ストレス過多に関して考える。
第7回

骨の健康と筋肉について
生活習慣病の1つとされる骨粗鬆症について学ぶ。具体
的に骨の構造や働きを理解し、骨を丈夫にするための運動方
法や食事、栄養バランスを学び、具体的な骨密度を高める方
法を考える。また、筋肉の構造についても学ぶ。

第8回

高血圧と虚血性心疾患について
死亡原因の上位である心疾患について学ぶ。具体的には心臓の構
造と機能、血管の仕組み、血液の働き、血圧のメカニズムなど
を学び、心疾患や高血圧の予防方法を考える。

第9回

脳血管疾患について
死亡原因の上位である脳血管疾患について学ぶ。具体的に
は脳の構造と機能について理解を深め、さらに脳機能を高めるた
めの運動や栄養、脳の病気を予防する方法を考える。

振り返りシートの作成（脳の構造）

4時間

第10回

肥満について

振り返りシートの作成（脂肪細胞の働きと作
用）

4時間

振り返りシートの作成（睡眠の質を高めるた
めの方法）

4時間

振り返りシートの作成（日常生活において下
肢筋力を高める工夫を考える）

4時間

振り返りシートの作成（実践できるトレーニ
ング計画を考える）

4時間

振り返りシートの作成（生活習慣を見直す）

4時間

肥満は血管系の病気を招く危険因子でもある。肥満になるメカニ
ズムを理解し、その予防方法を学ぶ。具体的には、肥満になる生
活習慣や内臓脂肪が病気を引き起こす理由を学ぶ。
第11回

正しい睡眠習慣とは
現代社会は睡眠不足に陥りやすい環境と言われており、睡眠不
足が身体に及ぼす影響について学ぶ。具体的には、睡眠不足と肥
満の関係、睡眠不足と生活習慣病との関係、効果的な睡眠を知る
ための睡眠メカニズムについて学ぶ。

第12回

ロコモ、サルコペニアとは
超高齢社会の日本では、運動器の障害のために移動機能の低下を
きたした状態であるロコモ（ロコモティブシンドローム：運動器
症候群）や、サルコペニアが大きな問題となっている。そのメカ
ニズムや具体的な予防法について考える。

第13回

効果的な運動やトレーニング
健康の維持増進のためにスポーツクラブやフィットネスクラ
ブに通い運動する者が増加してきている。さらにメディアを通じ
て様々な健康情報が取り上げられているが、その中には誤った方
法や健康を害する内容も含まれている。そこで、効果的かつ安
全に筋力、筋量を高めるトレーニングや脂肪燃焼や持久力を高め
るトレーニングについて学ぶ。

第14回

生活習慣病を予防する運動方法とは
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これまでの授業を通して生活習慣病の成り立ちや病理学的理
解が身に付いているが、それを基に生活習慣病予防に必要な運動
方法や健康管理について学ぶ。特に過度な運動（ストレス）やト
レーニングに関する弊害に関しても最近の知見を基に理解を深め
る。さらに生活習慣病や疾病予防のための生活習慣確立に向け
て、具体的手法を学ぶ。最終的に自己の生活習慣を良くするため
の具体的な実践方法を作成する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

幼児体育指導論
可兒勇樹・坂本拓巳
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年、子どもの体力低下が問題視されており、幼児期をはじめとした早期の対応が特に重要であると言われている。そのため幼児教育におい
て、子どもの体力を向上させるためのアプローチができるかどうかが求められており、本授業では、保育者として必要な指導力を習得する
と共に、運動あそび指導に必要な用具の特性を理解し、安全で効果的な指導方法について学習する。それらに加え、幼児が興味・関心を示すよ
うな遊びの展開や方法を身につけることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育現場における幼児体育指導者としての専
門的な力と専門技能を身に付ける

・身体表現活動を適切に実践するための技
能を修得できる
・運動遊びを安全かつ効果的に実践するため
の技能を習得できる
・幼児の運動能力および身体表現、運動あそ
びについて理解できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

事前に子どもの遊びを中心とした運動指導
案を班で計画・立案する。授業時間では班ご
との模擬保育形式にて実践を行う。また、終
了後、問題点などの改善を話し合う時
間を設け問題解決にあたる。

①模擬保育形式で行うことにより実践
力を養う。
②運動遊びの実践を通して保育における具体
的な援助の方法を学ぶ。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子ども理解及び、これから保育現場に必
要な自己の課題をみつける

2 ．DP8.意思疎通

指導案作成および模擬保育を通してコミュニ
ケーション能力を育てる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

実技を通し考える力を体得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業の取り組み状況
40％
模擬保育

： 各回授業への積極的参加（授業参加の積極性や協調性）や授業態度（受講マナー、身だしなみ、携
帯電話の使用や集合時に集まらないなど授業の妨げになる行為は減点）などをもとに総合評価す
る。
： 言葉かけや援助の仕方、進行のスムーズさなどの模擬保育中の指導について評価を行う。

15％
指導案作成
15％
レポート
30％

： 指導案の内容によって評価を行う。指導内容だけではなく、準備物や子どもへの配慮、時間配分な
ども実際の指導を想定して詳しく記載されているかも評価の対象とする。
： 「幼児期における運動遊びの重要性」に関するレポートを作成する。１４回授業終了後（定期試験
期間）に実施（提出）する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、教育学部指定のトレーニングウェアとシューズを着用し、授業開始までに更衣を済ませておくこと。
また、腕時計やピアスなどの装飾品は実技中に大きな損傷を招く恐れがあるため、全て取り外すこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： 連絡方法は初回授業時に伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価方法と講義目的について）・身
体の動き
本講義の目的と意義について解説し、講義内容と評価について説
明する。
また、幼児期における運動の重要性について解説し、運動指
導を行うにあたっての注意点を説明する。
身体を動かし、自分自身の身体機能や動きの癖などを知る。

子どもの発育発達について調べる

4時間

第2回

からだを使った運動遊び
幼児を対象としたからだを使った運動遊びを展開する。
指導時の注意点などを理解しながら、幼児役と指導者役に分かれ
て実践指導を行う。

体を使った様々な運動遊びについて調べる

4時間

第3回

ごっこ遊び
幼児を対象とした鬼ごっこなどのごっこ遊びを展開する。
指導時の注意点などを理解しながら、幼児役と指導者役に分かれ
て実践指導を行う。

様々なごっこ遊びについて調べる

4時間

第4回

用具を使った運動遊び①：ボール遊び
幼児を対象としたボールを使った運動遊びを展開する。
ボールを使用するときの注意点、ボール遊びをするときのルー
ルなどを理解しながら、幼児役と指導者役に分かれて実践指
導を行う。

ボールを使った運動遊びについて調べる

4時間

第5回

用具を使った運動遊び②：なわ・フープでの運動遊び

縄跳びやフープなどを使った遊びの具体的方
法や内容について調べる

4時間

幼児を対象としたなわ・フープを使った運動遊びを展開する。
なわやフープを使って遊ぶ時の注意点などを理解しながら、幼児
役と指導者役に分かれて実践指導を行う。
第6回

移動遊具を使った遊び①：マット運動
幼児を対象としたマット運動を展開する。
マット運動をする際の注意点や補助の仕方などを理解しなが
ら、幼児役と指導者役に分かれて実践指導を行う。

マット運動の具体的な内容を調べる

4時間

第7回

移動遊具を使った遊び②：跳び箱・平均台

跳び箱・平均台を使った運動遊びの具体的内
容を調べる

4時間

幼児を対象とした跳び箱・平均台を使った運動遊びを展開する。
跳び箱・平均台を使用して遊ぶ際の注意点や補助の仕方などを理
解しながら、幼児役と指導者役に分かれて実践指導を行う。
第8回

サーキット遊び
幼児を対象としたサーキット遊びを展開する。
移動系（走る・這う等）、平衡系（静的・動的に姿
勢を保つ等）、操作系（投げる・蹴る等）、非移動系（ぶら下が
る・押す等）などの多種多様な運動課題を理解しながら、幼児
役と指導者役に分かれて実践指導を行う。

サーキット運動の効用について調べる

4時間

第9回

指導案の作成
各グループに分かれ、指導案を作成する。
指導案作成時の注意点などを理解しながら、グループ内で実施す
る運動を話し合い作成する。

運動指導案の作成方法を調べる

4時間

第10回

運動指導の模擬保育①
各グループで作成した指導案をもとに、運動指導を行う。
担当グループ以外の学生は、幼児役として参加し、指導終了
後に授業の評価を行う。
担当グループはその評価をもとに反省会を行う。

指導案をもとに指導ができるように準備する

4時間

第11回

運動指導の模擬保育②
各グループで作成した指導案をもとに、運動指導を行う。
担当グループ以外の学生は、幼児役として参加し、指導終了
後に授業の評価を行う。
担当グループはその評価をもとに反省会を行う。

指導案をもとに指導ができるように準備する

4時間

第12回

運動指導の模擬保育③
各グループで作成した指導案をもとに、運動指導を行う。
担当グループ以外の学生は、幼児役として参加し、指導終了
後に授業の評価を行う。
担当グループはその評価をもとに反省会を行う。

指導案をもとに指導ができるように準備する

4時間

第13回

レクリエーション・運動会種目
幼児を対象としたレクリエーション・運動会種目を展開する。
レクリエーション・運動会種目を行う際のプログラムの設定方
法や注意点などを理解しながら、実践指導を行う。

運動会のプログラムについて調べる

4時間

第14回

運動と安全管理
幼児の運動遊びを安全効果的に実践するために事例をあげて解
説する。

幼児の遊びと安全について調べる

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

水泳
外林大輔
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
水泳は全身を使った運動であり、生涯スポーツとしても適切なスポーツであり多くの人々によって親しまれている。しかし、水中運動体験のあ
る児童と全く体験していない児童と二極化傾向にあり、水泳指導は一工夫必要である。そこで、本授業では水泳・水中運動の指導における安
全で有効な指導方法として、年齢、性差、発達段階における特性を理解し、水慣れから初歩の泳ぎ、クロール、平泳ぎを中心として、さらに発
展的なものとして、背泳ぎ、バタフライを加えた4泳法の基本的な技能および知識の修得を目指す。また、水の事故防止と安全管理、救急・救助
法についても学修する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

水中活動の楽しさを体験学修する

水中活動に関するスキルとリスク管理、安全
管理が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

水泳の実技と指導法を体験する。

泳ぐコツとその指導方法を修得する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

水の特性を理解し、4泳法を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

泳法実技試験

： 泳法の修得状況に応じて評価する。
60％

授業の取り組み状況
30％
水泳実習レポート
10％

： 泳法の修得に対して理論を理解し、反復練習を積極的に実践しているかなど取り組み状況を評価す
る。
： 14回の授業終了後に、毎回の学習内容の振り返りと指導の目的、課題を明確したレポートを書けて
いるかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考書・参考資料等
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後
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場所：

授業の場所

備考・注意事項： オフィスアワー・授業外での質問方法については、初回の授業でインフォメーションする。
急を要する場合は、メールで対応する。
sotobayashi@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価方法と授業目的と注意点および実技スケジュールについ
てオリエンテーション
シラバスを基に講義の目的と15回の授業内容、評価方法につい
て説明する。
特に、安全管理について：プール（水温、塩素残量）、着衣、貴
重品の管理、各自の体調管理、バディシステム、点呼等について
も学修する。
配布される授業ノートの記録について、振り返り、復習を兼ね
て、毎回の授業内容を詳細に記録し、自身が指導する際に役
立つ記録ノートとするよう心掛ける。

水泳環境について予習する

1時間

第2回

聞き取り調査を基にしたクラス分けの確定とリスク管理につい
て
健康調査と泳力調査を基にクラス分けをする。
プールの水温、塩素残量、更衣室、準備・整理体操、体調チエッ
ク等の安全管理を確認する。

安全管理について予習する

1時間

第3回

プールで楽しく泳ぐためには

楽しく水中運動を行うために必要なポイン
トを予習する

1時間

健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
実際の泳力確認を行い、クラス分けの再調整と個人が得意な泳
法で泳ぎ、指導法についても学修する。また、水の特性につい
て、浮く、沈む、推進、抵抗、補抵抗について実技を行いなが
ら学ぶ。
30分の授業の後、点呼の後10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。
第4回

クロール 水慣れと伏し浮き・泳法確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
初級コースでは水慣れと伏し浮きを中心に行う。中級および上
級コースでは泳法確認後、指導法について学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

自由形の特性について予習する

1時間

第5回

クロール プル練習とローリングの習得・上級は泳ぎこみ
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
初級コースはプル練習とローリングの習得、中級および上級コー
スでは泳ぎこみ、後半は指導法や泳力確認方法について学修す
る。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

自由形の「こつ」について予習する

1時間

第6回

平泳ぎ 平泳ぎのキック
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
平泳ぎのキックについて、正しいキックと誤ったキックについ
て行う。初級コースはブレス修得と25ｍ完泳を目指す。中級およ
び上級コースでは指導法について学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

平泳ぎの指導法について予習する

1時間

第7回

平泳ぎ 平泳ぎのプルと呼吸法、コンビネーションと長く続け
て泳ぐ
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
平泳ぎのプルと息継ぎの方法を身につけ、コンビネーショ
ンで長く続けて泳ぐ練習をする。後半は指導法について学習す
る。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

平泳ぎの特性について予習する

1時間

第8回

背泳ぎ 背浮き、背面キックとプル、25ｍ完泳・背泳ぎ確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
初級はプルと25ｍ完泳、中級および上級はクロールと背泳ぎ確
認、後半は指導法について学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

背泳の「こつ」について予習する

1時間

第9回

バタフライ ドルフィンキック・バタフライ泳法確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
初級コースはドルフィンキックを中心に練習する。中級および上
級コースはバタフライの泳法確認と後半は指導法について学修す
る。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

バタフライの指導法について予習する

1時間

第10回

バタフライ

バタフライの特性について予習する

1時間

プル・4泳法確認
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健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
初級コースはプル動作を中心に練習を行い、中級および上級コー
スでは4泳法の確認と後半は指導法について学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。
第11回

水中運動（アクアビクス）
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
音楽に合わせて水中で楽しく踊る。後半は指導法についても学
修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

アクアビクスについて予習する

1時間

第12回

着衣泳法
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
各班毎に着衣泳法を練習し、後半は指導法について学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。

着衣泳法について予習する

1時間

第13回

水の安全と救助法
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
水の安全と救助法を学び、後半は指導法についても学修する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする

水の事故について予習する

1時間

第14回

泳力別、4泳法の確認

授業で習得した救内容を再学習し、現場で実
践できること。

1時間

健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
各班毎に4泳法で練習し、後半は新しい班編成で4泳法のレー
スを行なう。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールから出水し、各班
毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をする。
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授業科目名

ピアノ実技Ⅰ

担当教員名

楠田陽子・岡野七恵・堀田久美・高田正子・瀬崎紀子・平石葉子・河野佑美・宮崎真沙
美

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
学校教育や保育の場で豊かな音楽表現活動を実践するにあたり、指導者として必要なピアノ演奏力と弾き歌いの技能を修得する。そのため
に「弾く、聴く、弾き歌う」という活動を行い、聴取力、演奏の技能、楽典の知識も平行して身に付けていく。学校教育や保育の場で必要とな
る「人前で演奏する力」を養うため、中間交流会および実技試験では一人ずつ演奏発表する形式をとる。大阪成蹊学園ピアノグレードに照ら
し合わせた進度目標を意識しながら、計画的に演奏技術の修得を目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

演奏技術の基礎を修得し、人前で演奏するこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達するよう、積極
的に自主練習を実施できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い曲合格数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

音楽教育センター

監修・編曲

・

こどもが大好きなうた
の本 130 Children’s

音楽教育センター

監修・編集

・

Seikei・Piano

Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他
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・ 大阪成蹊学園

・

2019 年

・ 大阪成蹊学園

・

2021 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学習が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分以上の自主練習を行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

西館6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・楽譜の基本・音符の基本・ブラインド
タッチの基礎・学生個人のレベルに応じた曲選定
半期ピアノ授業の流れを説明し、目標設定する。
鍵盤図、大譜表、指番号、小節、拍、音符と休符と音価、拍子記
号を学修する。
1～5指までを使った片手奏と両手奏、左右異なる動きで演奏す
る。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第2回

ポジション移動
左手のポジションを下げて演奏する。
長調と短調の響きの違いを学修する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第3回

ナチュラルポジションからの指広げ
片手で１オクターヴまで広げて演奏する。
和音の成り立ち（ハ長調におけるⅠ・Ⅴ）を学修し演奏する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第4回

付点４分音符とポジション移動
付点４分音符と８分音符のリズム、アーティキュレーション、オ
クターヴ記号を学修し演奏する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第5回

４分音符と８分音符を用いた弾き歌い
４分音符と８分音符を用いた楽曲である「大きな栗の木の下で」
「むすんでひらいて」「手をたたきましょう」を弾き歌いする。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第6回

移調
発声練習用曲を用いて移調を学修し演奏する。
ハ長調以外の調（ト長調、ヘ長調等）について学修する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第7回

色々なリズム
馴染み深い曲を用いて複雑なリズムの練習を行う。
左手で拍を打ちながら歌う、または左手で拍を打ちながら右手部
分の演奏をする。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第8回

付点８分音符と16分音符を用いた弾き歌い
付点８分音符と16分音符を用いた楽曲である「おかえりのうた」
「ちょうちょう」「おべんとう」を弾き歌いする。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第9回

重音
重音の演奏技術を身につける。
手首に力が入らないよううまく脱力しつつ、次の重音を弾く。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第10回

８分の６拍子
８分の６拍子、強弱変化、楽語について学修し演奏する。
８分音符３つごとのグループが１小節に２つずつ入る感覚を身に
つける。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第11回

分散和音
分散和音、速度記号について学修し演奏する。
左手の伴奏形からどの種類の和音であるかを判別し、また逆にあ
る和音から分散和音に変える方法を学修する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第12回

これまでの要素が含まれた弾き歌い
これまでの様々なリズムや音域を扱った楽曲である「朝のうた」
「チューリップ」「さよならのうた」「やきいもグーチー
パー」を弾き歌いする。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第13回

プレ試験体験（授業内演奏会）
前期実技試験の課題曲を一人ずつ発表形式で演奏する。
一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る。

宿題課題曲の毎日の練習

1時間

第14回

個人アドバイス
前期実技試験に向けて最終個人アドバイスを行う。

実技試験課題曲の毎日の練習

1時間
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授業科目名

ピアノ実技Ⅱ

担当教員名

楠田陽子・岡野七恵・堀田久美・高田正子・中井由貴子・永井理子・深井千聡・平石葉
子・河野佑美

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
学校教育や保育の場で豊かな音楽表現活動を実践するにあたり、指導者として必要なピアノ演奏力と弾き歌いの技能を修得する。そのため
に「弾く、聴く、弾き歌う」という活動を行い、聴取力、演奏の技能、楽典の知識も平行して身に付けていく。授業の一環として人前で一
人で演奏発表する場を設定する。試験は履修者一人ずつの演奏発表形式で行う。
大阪成蹊学園ピアノグレードに照らし合わせた進度を意識しながらピアノ演奏力の修得を目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

指導者として必要なピアノ演奏力と弾き歌い
の技能を修得する

小学校、幼稚園、保育園でよく使われてい
る楽曲のレパートリーを増やし、演奏技
能を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

設定された目標のグレードレベルの課題
曲が弾けるようになる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する。
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合計数により配点する。
10％

使用教科書
指定する
著者
音楽教育センター監修・編曲

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうた
の本 130 Children’s

Songs

参考文献等
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・ 大阪成蹊学園

出版年
・

2019 年

6461
バイエル 新訂バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー 25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻 音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
授業外学修課題に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
「ピアノ実技Ⅰ」の単位修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。
ピアノ技術修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分以上の自主練習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

西館６階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・ピアノ実技Ⅰの復習
オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説明、補講シス
テム等）
前期ピアノ実技Ⅰの振り返りを含め、ピアノ演奏の基本を理解す
る。
後期の目標を設定する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第2回

リズムの種類と読譜への活用
リズムを形成する音価の種類を理解する。
読譜における音価の利用方法を理解する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第3回

楽譜の書き方
音高と音価を使用し、大譜表に楽譜を書く。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第4回

コードネームの基本
コードネームの読み方、種類、構成音を理解する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第5回

コードネームを使用した伴奏づけ
楽譜に書かれているコードネームから左手の伴奏
音を読み取り、楽譜に書き込んで演奏する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第6回

伴奏形の種類と演奏方法
伴奏形の種類と演奏方法を理解し、ハ長調の楽曲を様々な伴奏
形で演奏する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第7回

中間発表会
学生一人ずつ演奏発表を行い、他の学生の演奏についてコメン
トを提出する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第8回

指番号の基本
指番号の基本的な考え方について理解する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第9回

指番号の実践
指番号の書かれていない楽譜を使用し、適切な指番号を考えて演
奏する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第10回

表現方法の基本
表現方法の基本を理解し、演奏への影響を理解する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第11回

表現方法の実践
学修中の楽曲の表現方法を考えて楽譜に書き込み、演奏する。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第12回

楽譜の表記
調号・臨時記号、タイ・スラー、反復記号、演奏記号を理解す
る。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第13回

ペダル
ペダルの種類と効果を理解し、楽曲に合わせてペダルを使用す
る。

宿題曲の毎日の練習、提出動画へのコメント

1時間

第14回

個人アドバイス
後期実技試験曲の学生個別アドバイス実施

後期実技試験曲の毎日の練習

1時間
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授業科目名

ピアノ実技Ⅲ

担当教員名

楠田陽子・岡野七恵・瀬崎紀子・竹山陽子・深井千聡・平石葉子・安達萌・園田文
子・宮崎真沙美

学年・コース等

2年

授業形態

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
学校教育や保育の場で豊かな音楽表現活動を実践するにあたり、指導者として必要な演奏技能、弾き歌いの技能を習得する。そのために各
自のレベルに合った教則曲や弾き歌い曲の演習を行い、さらに中間交流発表会など互いの演奏や発表を聴き合う場を通して、より良い演
奏を聴き分ける力を養い、自分の演奏の技能を高める方法を考えながら技能を習得する。個々人の課題に沿って練習を重ねることでより豊か
な音楽性、感受性、表現力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

演奏技術の基礎を修得し、人前で演奏するこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達できるよう、積極
的に自主練習を実施できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

定期試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

定期試験（弾き歌い曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合計数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
音楽教育センター監修・編曲

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうた
の本 130 Children’s

Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 大阪成蹊学園

出版年
・

2019 年

6466
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「ピアノ実技Ⅱ」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

西館6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業概要の説明）、初見演奏方法
・オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説明、ピア
ノの扱い方等）
・半期で学習する自由曲の設定
・初見演奏方法の手順を確認し、課題に取り組む

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第2回

演奏で行う集団への合図
・「おじぎカデンツ」を通して、集団に対する演奏での合図の効
果を学修する
・４分音符を用いた初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第3回

付点８分音符を含むリズム
・共通教材曲「かたつむり」弾き歌い実技演習
・付点４分音符と複付点４分音符を含む初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第4回

付点４分音符と複付点４分音符を含むリズム
・共通教材曲「とんび」弾き歌い実技演習
・これまでに学習したリズムを含む初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第5回

付点４分音符と付点８分音符が混在する楽曲の演奏方法
・共通教材曲「こいのぼり」弾き歌い実技演習
・これまでに学習したリズムを含む初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第6回

３拍子の楽曲
・共通教材曲「うみ」弾き歌い実技演習
・３拍子の初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第7回

都節音階の楽曲
・共通教材曲「さくらさくら」弾き歌い実技演習
・都節音階の学修
・これまでに学習した要素を含む初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第8回

アンサンブル
・教師役と生徒役に分かれ、模擬授業形式でアンサンブ
ル力を養う
・応用初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第9回

楽曲分析（クラシック）
・クラシック曲を用いて楽曲分析（形式、和声、モチー
フ）を行う
・応用初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第10回

楽曲分析（ポピュラー）
・ポピュラー曲を用いて楽曲分析（形式、和声、歌詞）を行う
・応用初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第11回

楽曲分析発表
・各自が選んだ楽曲の分析を発表する
・応用初見課題
・一人ひとりの習熟度をチェックし、技術の徹底を図る

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第12回

共通教材曲を用いた模擬授業
・教師役と生徒役に分かれ、これまでに学習した共通教材
曲を用いて模擬授業を行う。
・応用初見課題

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第13回

中間交流発表会
・各自が選んだ楽曲を演奏発表し、互いの演奏を聴き合うことに
よって自分の演奏の参考とする。
・応用初見課題

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間

第14回

個人アドバイス
・試験曲の演習、個人指導を行う。

ピアノ技術課題、弾き歌い課題の練習

1時間
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授業科目名

ピアノ演習Ⅰ

担当教員名

楠田陽子・岡野七恵・堀田久美・高田正子・竹山陽子・永井理子・深井千聡・中井由貴
子・園田文子

学年・コース等

3

授業形態

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
保育現場や幼児教育の場で必要なピアノのテクニックを身に着ける。音楽表現の場で必要となる移調奏、即興演奏をマスターするためには、自
由にピアノが弾きこなせることと多くのレパートリー曲を持つことが最も重要となる。そのために、個々のレベルに応じた課題曲を毎回
課し、テクニックと共に楽典の知識、読譜力も習得する。
また、教員による個人指導だけではなく、中間交流発表会で演奏し互いに聴き合うことで演奏する力と聴く力を高め、豊かな感受性を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

幼稚園、保育園、学校の現場で必要な演奏技
能を修得し、人前で演奏することができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達できるよう、積極
的に自主練習を実施することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
大阪成蹊学園 音楽教育セン
ター監修・編曲

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうた
の本 130 Children’s

Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「伴奏法」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜2限

場所：

図書館棟6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題曲演奏
・オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説
明、日々の個人練習の在り方など）
・任意の楽曲を演奏し、担当教員と到達目標グレードを設定す
る。

宿題曲への取り組み

1時間

第2回

レガート奏法（ブルクミュラー1～16番より各自に応じて）
・音読み課題（ト音記号）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「むすんでひらいて」の到達度チェック

宿題曲への取り組み

1時間

第3回

16分音符の粒を揃える（ブルクミュラー1～16番より各自に応じ
て）
・音読み課題（ト音記号）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「むすんでひらいて」「手をたたきましょう」の到達
度チェック

宿題曲への取り組み

1時間

第4回

メロディーをなめらかに歌う（ブルクミュラー1～16番より各
自に応じて）
・音読み課題（ヘ音記号）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「手をたたきましょう」「ちょうちょう」の到達
度チェック

宿題曲への取り組み

1時間

第5回

3度と6度の重音（ブルクミュラー1～16番より各自に応じ
て）、中間交流会発表曲設定
・音読み課題（ヘ音記号）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「ちょうちょう」の到達度チェックと弾き歌い模擬保
育発表曲の到達度チェック

宿題曲への取り組み

1時間

第6回

レガート奏法（ブルクミュラー1～16番より各自に応じて）
・音楽室もしくは保育実習室、プレイルームにて弾き歌い曲によ
るワークショップ

宿題曲への取り組み

1時間

第7回

中間交流会
弾き歌い曲を保育実習室で演奏発表する

宿題曲への取り組み

1時間

第8回

10度のユニゾン（ブルクミュラー1～16番より各自に応じて）
・音読み課題（ト音ヘ音記号混合）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「大きな栗の木の下で」

宿題曲への取り組み

1時間

第9回

内声のメロディー（ブルクミュラー1～16番より各自に応じて）
・音読み課題（ト音ヘ音記号混合）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「大きな栗の木の下で」「とんぼのうた」

宿題曲への取り組み

1時間

第10回

32分音符のターン、ロンド形式（ブルクミュラー1～16番より各
自に応じて）
・音読み課題（ト音ヘ音記号混合）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「とんぼのうた」「あさのうた」

宿題曲への取り組み

1時間

第11回

短いスラーと長いスラーの弾きわけ（ブルクミュラー1～16番よ
り各自に応じて）、実技試験曲設定
・弾き歌い「おべんとうのうた」
・課題曲より実技試験弾き歌い曲の決定

宿題曲への取り組み

1時間

第12回

分散奏（ブルクミュラー1～16番より各自に応じて）
・今週の課題曲の到達度チェックと実技試験曲の決定
・実技試験曲の練習
・弾き合い会発表曲の練習

試験曲への取り組み

1時間

第13回

弾き合い会
・弾き歌い曲をアンサンブル室で演奏発表する
・実技試験曲の練習

試験曲への取り組み

1時間

第14回

3連符に表情をつける（ブルクミュラー1～16番より各自に応じ
て）
・実技試験曲の練習
・夏休みの課題曲の設定

試験曲への取り組み

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ピアノ演習Ⅱ
楠田陽子・岡野七恵・堀田久美・高田正子・河野佑美・園田文子・宮崎真沙美
3

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
ピアノ演習Ⅰで修得した読譜力とピアノテクニックを発展させるための課題に取り組む。保育や幼児教育の場で実践するためには、歌唱活
動で子どもの声域に合わせた高さに移調したり、その場で子どもの動きに合わせて伴奏をアレンジしたりする力も必要となる。そのために、教
則本曲でテクニックを身に付けると同時に調号3つまでの長音階とカデンツを修得し、弾き歌い曲を用いて様々な伴奏型（アルベルティ・バ
ス、マーチ、ワルツ）を学修する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

幼稚園、保育園、学校の現場で必要な演奏技
能を修得し、人前で演奏することができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達できるよう、積極
的に自主練習を実施することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
大阪成蹊学園 音楽教育セン
ター監修・編曲

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうたの本 130
Children's Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他

履修上の注意・備考・メッセージ

266

・ 大阪成蹊学園

出版年
・

2019 年

6468
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「ピアノ演習Ⅰ」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

図書館棟6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題曲演奏
・オリエンテーション（授業の進め方、成績評価の説
明、日々の個人練習の在り方など）
・任意の楽曲を演奏し、担当教員と到達目標グレードを設定す
る。

宿題曲への取り組み

1時間

第2回

声部を弾きわける（ブルクミュラー10～21番より各自に応じ
て）
・初見課題（大譜表、ハ長調、４小節）、ハ調長音階とカデンツ
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「こいのぼり」

宿題曲への取り組み

1時間

第3回

ワルツのリズム（ブルクミュラー10～21番より各自に応じて）
・初見課題（大譜表、ハ長調、４小節）、ハ調長音階とカデンツ
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「こいのぼり」「あめふり」

宿題曲への取り組み

1時間

第4回

物語の場面を弾きわける（ブルクミュラー10～21番より各
自に応じて）、中間交流会曲の設定
・初見課題（大譜表、ト長調、４小節）、ト調長音階とカデンツ
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「あめふり」「かたつむり」
・中間交流会曲（弾き歌い曲）の設定

宿題曲への取り組み

1時間

第5回

メロディーを歌う（ブルクミュラー10～21番より各自に応じ
て）
・初見課題（大譜表、ト長調、４小節）、ト調長音階とカデンツ
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「かたつむり」「うみ」

宿題曲への取り組み

1時間

第6回

中間交流会
・弾き歌い曲の演奏発表
・振り返りシートを活用し、自身の演奏を客観的に捉える

宿題曲への取り組み

1時間

第7回

同音連打（ブルクミュラー10～21番より各自に応じて）
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「うみ」「たなばたさま」

宿題曲への取り組み

1時間

第8回

16分休符（ブルクミュラー10～21番より各自に応じて）
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「たなばたさま」「とけいのうた」

宿題曲への取り組み

1時間

第9回

４声を弾き分ける（ブルクミュラー10～21番より各自に応じ
て）
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「とけいのうた」「まつぼっくり」

宿題曲への取り組み

1時間

第10回

舞曲のリズム（ブルクミュラー10～21番より各自に応じて）
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「まつぼっくり」「やきいもグーチーパー」

宿題曲への取り組み

1時間

第11回

レガートの奏法（ブルクミュラー10～21番より各自に応じ
て）、発表曲・試験曲設定
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・弾き歌い「やきいもグーチーパー」
・発表曲（弾き歌い曲）の設定
・試験曲（教則本曲）の設定

宿題曲への取り組み

1時間

第12回

舟歌のリズム、和音のスタッカート（ブルクミュ
ラー10～21番より各自に応じて）
・初見課題（簡易伴奏）
・今週の課題曲、到達度チェック
・発表曲および試験曲の練習

試験曲への取り組み

1時間

第13回

弾き合い発表会
アンサンブル室において弾き歌い曲の演奏発表

試験曲への取り組み

1時間

第14回

実技試験に向けて
・実技試験曲の練習
・担当教員毎に分かれて弾き合い会

試験曲への取り組み

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ピアノ演習Ⅲ
堀田久美・高田正子・永井理子・中井由貴子・河野佑美
4

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では①ピアノ演奏技術の習得と②弾き歌いの力のレベルアップ（レパートリーを増やすことを含む）の2点を通して、保育の現場で自信を
もってピアノを使った音楽表現活動の指導と弾き歌いを実践する力を修得する。
学生個人の習熟度に合わせて、きめ細やかな授業（個人レッスン）を行う。1年次生から継続して身につけてきたピアノ技術の習得
度を更に高め、採用試験に備える。中間発表会では互いの演奏を聴きあい、弾き合うことによって、聴く力を高め、豊かな感受性を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

幼稚園、保育園、学校の現場で必要な演奏技
能を修得し、人前で演奏することができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達できるよう、積極
的に自主練習を実施することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
大阪成蹊学園音楽教育センター

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうたの本 130
Children's Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ 大阪成蹊学園

出版年
・

2019 年

6469
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「ピアノ演習Ⅱ」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

図書館棟6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題曲演奏
・授業（レッスン）の進め方、成績評価の説明など
・春休みの宿題曲チェックとピアノ演習Ⅲでの到達目標設定
・次週の課題曲設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第2回

手の交差（ブルクミュラー15～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第3回

スタッカート、付点のリズムをつかった軽快な演奏（ブルク
ミュラー15～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第4回

レガート奏法（ブルクミュラー１～25番より各自に応じ
て）、模擬保育発表曲設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・第７回目「中間発表会」の場で発表する弾き歌い課題曲の設定

宿題曲への取り組み

1時間

第5回

16分音符の粒を揃える（ブルクミュラー１～25番より各
自に応じて）、中間交流会曲の設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・弾き歌い課題曲レッスン
・第７回目レッスンの課題設定

宿題曲への取り組み

1時間

第6回

メロディーをなめらかに歌う（ブルクミュラー１～25番より各
自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第7回

中間発表会
・音楽室教室などを使って、学生が一人ずつピアノ演奏
曲と弾き歌い曲を発表する
・各自「振り返りシート」を記入し、振り返りの資料として活
用するよう促す。
・グループ毎に分かれて感想を述べ合い、上達するために必要な
ことを考察し発表する。
・講師講評

宿題曲への取り組み

1時間

第8回

３度と６度の重音（ブルクミュラー１～25番より各自に応じ
て）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第9回

レガート奏法（ブルクミュラー１～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第10回

10度のユニゾン（ブルクミュラー1～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第11回

内声のメロディー（ブルクミュラー1～25番より各自に応じ
て）、発表曲・試験曲設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・発表曲設定（弾き歌い曲）
・実技試験曲設定（ピアノ演奏曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第12回

32分音符のパターン（ブルクミュラー1～25番より各自に応じ
て）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲（試験曲）レッスン
・弾き歌い課題曲（発表曲）レッスン

試験曲への取り組み

1時間
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第13回

弾き合い発表会
アンサンブル室において弾き歌い曲の演奏発表

試験曲への取り組み

1時間

第14回

ロンド形式、短いスラーと長いスラーを弾き分ける（ブルク
ミュラー1～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲（試験曲）レッスン

試験曲への取り組み

1時間

270
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434

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ピアノ演習Ⅳ
楠田陽子・瀬崎紀子・竹山陽子・園田文子・宮崎真沙美
4

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、ピアノ演習Ⅲで修得した音楽表現活動の指導と弾き歌いを実践する力を発展させるための課題に取り組む。１年次生から継続し
て身につけてきたピアノ技術の習熟度を更に高め、学校教育や保育の現場に備える。中間発表会では、演奏の弾き合い、聴き合いに加え、互い
の演奏についての意見交換を行い、良い演奏やパフォーマンスとは何かをより深く考察する。毎回の授業では、学生個人の習熟度に合わせ
て、きめ細やかな個人レッスンを行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ピアノ独奏曲、弾き歌い曲の演奏

幼稚園、保育園、学校の現場で必要な演奏技
能を修得し、人前で演奏することができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自設定した目標に到達できるよう、積極
的に自主練習を実施することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の練習状況、受講態度を総合して評価する
30％

実技試験（教則本曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

実技試験（弾き歌い曲）

： 演奏内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
25％

基礎点（教則本演奏課題曲レベル）
： 大阪成蹊学園ピアノグレードを参照し、実技試験で演奏する教則本曲のレベルに応じて配点する
10％
基礎点（弾き歌い合格曲数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
大阪成蹊学園音楽教育センター

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうたの本 130
Children's Songs

参考文献等
バイエル教則本 音楽之友社
ブルクミュラー25の練習曲 音楽之友社
ソナチネアルバム1巻
音楽之友社
ソナタアルバム1巻
音楽之友社 他
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・ 大阪成蹊学園

出版年
・

2019 年

6470
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「ピアノ演習Ⅲ」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限

場所：

図書館棟6階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、課題曲演奏
・授業（レッスン）の進め方、成績評価の説明など
・春休みの宿題曲チェック
・次週の課題曲設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第2回

分散奏、３連符、声部の弾き分け、ワルツのリズム（ブルク
ミュラー１～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第3回

物語場面を弾き分ける、メロディーを歌う、同音連打、16分休
符（ブルクミュラー１～25番より各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第4回

4声の弾き分け、舞曲のリズム、レガート奏法、和音のスタッ
カート（ブルクミュラー１～25番より各自に応じて）模擬保育
発表曲設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第5回

手の交差、付点リズムとスタッカート（ブルクミュ
ラー１～25番より各自に応じて）、中間交流会曲の設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・中間交流会の演奏曲設定（弾き歌い曲１曲）
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第6回

ソナチネの形式について（ソナチネアルバ
ム１巻NO.４、７、８、他から各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第7回

中間交流会
・学生が一人ずつ弾き歌い曲を発表する。
・各自「振り返りシート」を記入し、自身の演奏の振り返りの資
料として活用するよう促す。
・グループ毎に分かれて感想を述べ合い、上達するために必要な
ことを考察し発表する。
・講師講評

宿題曲への取り組み

1時間

第8回

２音間のレガート（ソナチネアルバム１巻NO.４、７、８、他か
ら各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第9回

強弱をつけて（ソナチネアルバム１巻NO.４、７、８、他から各
自に応じて）、中間発表会曲設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第10回

レガートとノンレガート（ソナチネアルバ
ム１巻NO.４、７、８、他から各自に応じて）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・次週の課題設定（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第11回

トリルの弾き方、テンポの変化、左手の動き（ソナチネアルバ
ム１巻NO.４、７、８、他から各自に応じて）、発表曲・試験曲
設定
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲レッスン
・弾き歌い課題曲レッスン
・実技試験曲設定（ピアノ演奏曲１曲）
・発表曲設定（弾き歌い曲１曲）

宿題曲への取り組み

1時間

第12回

16分音符をなめらかに、付点のリズム（ソナチネアルバ
ム１巻NO.４、７、８、他から各自に応じて）、試験に向けて

試験曲への取り組み

1時間
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・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各1曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲（試験曲）レッスン
・弾き歌い課題曲（試験曲）レッスン
第13回

弾き合い発表会
アンサンブル室において弾き歌い曲の演奏発表

試験曲への取り組み

1時間

第14回

後期実技試験に向けて（曲仕上げ）
・今週の課題曲（ピアノ演奏曲と弾き歌い曲各１曲）の到達
度チェック
・ピアノ演奏曲（試験曲）レッスン

試験曲への取り組み

1時間

273
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432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

伴奏法
楠田陽子・岡野七恵・瀨崎紀子・竹山陽子・深井千聡・平石葉子・安達萌・園田文子
2年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
学校教育や保育の場において豊かな音楽表現活動を実践するにあたり、指導者として必要なピアノ伴奏法（コード弾き、伴奏アレンジ）を修
得する。
毎回の個人レッスンに加え、オリジナルテキストの解説を動画に収めたものを個人練習時に視聴する形態をとる。
教材には幼稚園、保育園、小学校低学年で実践されている程度の曲を扱い、ハ・ニ・ヘ・ト長調によるコードネームを用いた両
手の弾き歌い、さらに伴奏形や前奏・後奏など、曲想に応じたアレンジを学び、応用的な実践力を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

コード弾きおよび伴奏アレンジ

ハ・ニ・ヘ・ト長調のコード弾きと伴奏アレ
ンジができる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

指定された課題曲を自らアレンジし
て弾き歌いできる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 課題曲の読譜、各授業で課される課題や自主練習の取組み状況を総合して評価する
30％

実技試験（課題曲の弾き歌い）

： 演奏内容とアレンジ内容を独自のルーブリックに基づいて評価する
30％

筆記テスト

： オリジナルテキストおよび動画内容の理解度を評価する
30％

基礎点（弾き歌い曲合格数）

： 半期で合格した弾き歌い曲の合格数に応じて配点する
10％

使用教科書
指定する
著者
音楽教育センター監修・編曲

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうた
の本 130 Children’s

Songs

・

大阪成蹊学園

参考文献等
必要に応じて適宜指定する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
オリジナルテキストの内容を解説した動画を個人練習時または自主練習時に視聴し、毎回の課題に取り組むこと。
ピアノ技術の修得には継続的な練習が望ましいため、毎日30分の自主練習を行うこと。
「ピアノ実技Ⅲ」単位を修得済みと同等のピアノ技術、楽典知識が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

水曜２限

場所：

西館６階音楽教育センター
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 動画の紹介、英音名・音程・コード
・授業形態と動画の視聴方法について
・英音名と音程、コードの成り立ちの解説
・個人レッスン

次回授業の予習

4時間

第2回

ハ長調のベース弾き
・ハ長調の楽曲「おうま」「たき火」をベース弾きする
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第3回

ハ長調のコード 成り立ちの解説
・調と音階の仕組みを学修する
・ハ長調のコードを学修し、「おうま」「たき火」をコード弾き
する
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第4回

ハ長調のコード弾き
・ハ長調の楽曲「とんぼのめがね」「山のポルカ」をコード弾き
する
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第5回

伴奏形のアレンジ －コード刻み、ベース+上２声－
・ハ長調の課題曲を用いて、コードのアレンジ（コー
ド刻み、ベース+上二声）を学修する
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第6回

伴奏形のアレンジ －アルペジオ、アルベルティ・バス－
・ハ長調の課題曲を用いて、コードのアレンジ（アルペジオ、ア
ルベルティ・バス）を学修する
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第7回

ヘ長調のコード弾き
・へ長調の楽曲「まつぼっくり」「おんまはみんな」をコー
ド弾きする
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第8回

ト長調のコード弾き
・ト長調の楽曲「うみ」をコード弾きする
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第9回

ニ長調のコード弾き
・ニ長調の楽曲「雪」をコード弾きする
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第10回

高度なアレンジ、中間交流会曲・試験曲設定
・「合いの手」「ハモり」「右手和音」等の高度なアレンジを学
修する
・個人レッスン
・中間交流会曲および試験曲を設定する

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第11回

移調
・３種の移調方法を学修する
・個人レッスン

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第12回

課題曲の移調、中間交流会
・「ぶんぶんぶん」をへ長調からニ長調に移調してコード弾きす
る
・各自設定した楽曲を自らアレンジし、弾き歌い演奏を発表する

授業の予習・復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第13回

様々なコード
・様々なコードを含む「虫のこえ」をコード弾きする
・個人レッスン

授業の復習、課題の弾き歌い練習

4時間

第14回

個人アドバイス、まとめ
・試験曲の個人指導、伴奏法のまとめ
・理解度確認テスト

試験曲（弾き歌い）の練習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

器楽指導法
奥田有紀
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
プロの打楽器奏者としてオーケストラ、吹奏楽での演奏、大学での指導の実務経験あり、現在に至る。

実務経験の概要

授業概要
本授業では器楽合奏において必要な基礎知識、楽器の基本奏法や特性を理解することを目的とし、自らの演奏体験を通して子どもへの指導方
法を学ぶ。主に打楽器を用いた合奏に取り組み、まずは小太鼓での基礎練習を通してリズム感覚、読譜力を向上させ、小編成のアンサンブルか
ら合奏へと発展させる。その過程で楽器の音色の多様性、表現技巧の可能性を理解し探究する。また、グループ演習やグループ発表を行うこと
で、観察力とコミュニケーション能力を養うことができる。様々な楽器に触れて演奏技術を習得し、自ら合奏を楽しみ、達成感を味わう経験を
することで子どもへの指導に繋がる力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

器楽に関する知識、演奏技術、指導実践につ
なげる力

各種楽器の特性を理解したうえで、指導実
践の方法を工夫し、考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

音楽に関する自己の課題を省察することがで
きる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見（演奏）を踏まえて、自分の意
志や主張を伝えることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

合奏を通じて自分の役割を理解し、他者と協
力、連携し行動することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加
50％
授業内での発表
20％
実技試験（発表会）

： 授業への関心を持ち意欲的に取り組んでいるか、楽器の準備、セッティングに協力できている
か、発表と鑑賞において他者の課題を的確に伝えられるか、など授業内での積極性及び取り組み状
況について総合的に評価する。
： 楽曲を理解し、音楽表現の工夫をして演奏できているか、合奏に主体的に取り組んでいるかを評
価する。
： 発表会での合奏の完成度、演奏技術（実技）及び指揮の評価をする。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する。
リズム基礎練習用のドラムスティックの購入を推奨する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜3限

場所：

教室

備考・注意事項： メールにて対応します。
yuki.percussion@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション / 器楽を楽しむために
・講師紹介を含めた各種楽器のデモストレーションの鑑賞
・楽器の基礎知識について
・楽器の取り扱い方と注意点
・授業の進め方、評価方法、試験について
・次回から取り組む楽曲の紹介、楽譜の配布

各種楽器の基礎知識についての復習、配布さ
れた楽譜の読譜

4時間

第2回

小太鼓を用いての基礎練習① ４分音符・８分音符を用いて
小太鼓（練習台）を用いて正しいスティッ
クの持ち方を学び、4分音符、8分音符の基本的奏法を確立できる
よう演習する。
グループごとにリズムアンサンブルを発表し考察する。

リズムアンサンブルの復習、テキストの予習

4時間

第3回

小太鼓を用いての基礎練習② ３連符・１６分音符を用い
て／ボディパーカッションについて
小太鼓（練習台）を用いて、4分音符、8分音符に加え、３連
符、１６分音符を含んだエチュードを使い、左右のバランスに注
意して、正しいフォームで安定したリズムを打てるように演習す
る。
グループ、個人で発表し考察する。
小太鼓の特性と仕組み、メンテナンス方法を学ぶ。
次回の授業「ボディパーカッション」についての説明とデモスト
レーションを鑑賞する。

リズムアンサンブルの復習、テキストの予習

4時間

第4回

ボディパーカッション

ボディーパーカッションの復習とリズムの創
作（課題１）、奏法の工夫と音の研究

4時間

からだを使って音楽を奏でよう！

からだを使って音を出す「ボディパーカッション」に取り組む。
作品を用いて、音色が奏法の工夫によって変化すること
を学び、アンサンブルの楽しみを体験する。
グループ発表を行い意見交換をする。
第5回

ボディーパーカッションの発表／鍵盤打楽器でメロ
ディーを弾こう！
ボディーパーカッションのグループ発表を行い意見交換をする。
鍵盤打楽器（木琴、鉄琴）の演奏を鑑賞し、基本奏法と楽器の特
性や仕組みを学ぶ。
次回の楽曲【１】の各楽器のパート割りをリーダーを選出し
て進め、決定する。楽譜の配布

配布された楽譜の読譜

4時間

第6回

打楽器アンサンブルの演習① 楽曲の解説と演習 楽
曲【１】を用いて
木琴、鉄琴など打楽器全般を用いた楽曲【１】を演習する。
使用する楽器の紹介と奏法の解説
譜読み、音名の記入、楽譜の製本などは適宜個人で行うこと。

楽曲【１】の復習、譜読み、音名の記入、楽
譜の製本など

4時間

第7回

打楽器アンサンブルの演習②

楽曲【１】の復習、譜読み、音名の記入、楽
譜の製本など

4時間

配布された楽譜の読譜 （音名の記入、楽
譜の製本）

4時間

楽曲【２】の復習（譜読み、音名の記入、楽
譜の製本など）

4時間

個人、グループ練習

個人練習、グループ練習を中心に行う。
音楽表現に必要な速度記号、強弱記号などに注意しながら練
習しアンサンブル能力を高める。
授業の後半には録画をして鑑賞する。
第8回

打楽器アンサンブルの演習③

音楽表現について学ぼう！

指揮体験と個人練習を行う。
様々なテンポでの合奏を指揮者を中心に練習する。
曲想を感じ取りながら演奏できるよう楽曲の理解を深める。
ビデオを撮影し評価会を行う。
第9回

器楽合奏①

楽曲の解説と指揮の方法について

楽曲【2】

楽曲【２】の紹介と解説
各楽器のパート割りをリーダーを選出して進め、決定する。楽
譜の配布
アンサンブル、合奏を指導する際に必要な知識や準備、楽
器のセッティングについて学ぶ。
個人練習では個々の課題を整理する。
譜読み、音名の記入、楽譜の製本などは適宜個人で行うこと。
第10回

器楽合奏② 表現力を身につけよう 楽曲【２】
個人練習、グループ練習を行う。
豊かな音楽的表現をするための奏法の習得を目標に演習する。
より良い合奏にするにはどうすれば良いのか、奏者の表現
力を引き出すにはどのように振ると良いのかなど、指揮者の役
割について考察する。

楽曲【２】の復習

4時間

第11回

器楽合奏③ テンポや強弱に注意して合奏を楽しもう！ 楽
曲【２】
指揮者を選出し、様々なテンポで強弱記号に注意しながら合
奏を行う。
最終目標のテンポのイメージを持ちながら練習し、グループ発
表ではお互いの課題を指摘する。

楽曲【２】と指揮の復習

4時間

第12回

器楽合奏④ 発表会に向けて合奏を楽しもう！ 楽曲【２】
発表会に向けてのグループ演習を行う。
各種楽器の正しい奏法と特性をより深く理解し、楽曲の表
現と結びつく奏法を工夫する。
指揮者を中心とした合奏をする。録画を鑑賞して問題点を考察す
る。
合奏の完成度によっては、楽曲【3】の取り組みをする。

楽曲の復習、自己課題のレポート

4時間
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第13回

器楽合奏⑤ 合奏をより深く味わおう！ 楽曲【２】
発表会に向けてのグループ演習、個人演習を行う。
発表会の司会進行やスケジュール係を選出する。

楽曲の復習、自己課題のレポート

4時間

第14回

器楽合奏⑥ 合奏のまとめと発表
発表会(試験)に向けてのグループ演習、個人演習を行う。
司会などを入れて全体のリハーサルを行う。
ビデオを撮影し評価会を行う。

楽譜を見直し、振り返りをする

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

合唱指導法【～2018年入学生】
安川裕子・大澤弘之
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
歌唱の基本となる発声や合唱指導に必要な音程・リズム感の技術を身に付け、幼児・児童の発達を踏まえた学校教育における様々な種類の歌
唱・合唱指導のあり方を理解する。アンサンブルや指揮の体験を通して個々の声の特性を活かした合唱を経験すると共に、その指導方法を理
解する。教材としては幼児向け歌唱曲や小学校音楽科教科書に掲載されている作品、また日本の伝統音楽としてのわらべ歌なども取り上げ
る。さらに歌唱指導について理解した内容を踏まえてグループでの合唱アンサンブルを行うとともにその指導について考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

基本的な発声を理解し、アンサンブルの指導
体験を行う。

発声の特性を理解したうえで、指導実践の方
法を工夫し考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

幼保・小学校での合唱指導の実践力を身につ
けることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

数回の小レポート

： 授業内容の理解を評価します。
30％

発声実技

： 発声を実践し評価します。
20％

合唱アンサンブル演奏

： 合唱アンサンブルを実践しその演奏内容を評価します。
30％

歌唱実技試験

： 歌唱実技能力を評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月、火の午後

場所：

大澤研究室
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、発声の基礎、合唱の魅力について
発声の基礎や幼稚園、保育所、小・中学校での歌唱・合唱につい
ての資料を読み考察する。

発声に関する資料を読む。

4時間

第2回

各パートの声域、子どもの声域の考察
歌唱を行うための読譜力を養う。
声域とパート分けについて説明する。

読譜練習を行う。

4時間

第3回

「発声」の理解

発声の資料を読みまとめる。読譜練
習を行う。

4時間

幼稚園・保育園での歌唱曲の読譜練
習を行う。

4時間

幼稚園・保育園での歌唱曲の読譜練
習を行う。

4時間

発声の際の姿勢・呼吸法について資料を読み理解する。正しい姿
勢・呼吸法による色々な発声法を実践する。歌唱を行う為の読譜
力を養う。
第4回

幼稚園・保育園などでの歌唱指導１
幼稚園・保育園における歌唱・合唱曲を知る。
わらべうた・輪唱・手遊びうたを実践する。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

第5回

幼稚園・保育園などでの歌唱指導2
幼稚園・保育園における歌唱・合唱曲の指導ポイントをまとめ
る。
わらべうた・輪唱・手遊びうたの理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

第6回

小学校低学年における歌唱・合唱指導
小学校低学年における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをま
とめる。
２部による合唱のハーモニーを感じながら実践するとともに、そ
の資料を読み理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

小学校低学年合唱曲の読譜練習を行う。

4時間

第7回

小学校高学年における歌唱・合唱指導

小学校高学年歌唱・合唱曲の読譜練
習を行う。

4時間

小学校高学年における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをま
とめる。
２・３部による合唱のハーモニーを感じながら実践するととも
に、その資料を読み理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。
第8回

中学校における歌唱・合唱指導
中学校における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをまとめ
る。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

中学校歌唱・合唱曲の読譜練習を行う。

4時間

第9回

変声期
変声期について知り、そのポイントをまとめる。
変声期における発声指導を考察する。

変声期についての資料を読みまとめる。

4時間

第10回

色々な種類の歌唱・合唱形態を知る。

授業で示された歌唱・合唱曲を聴き感想をま
とめる。

4時間

独唱曲、児童合唱・女声合唱・混声合唱・男声合唱の演奏を鑑
賞し、それらの特徴を知る。
第11回

グループアンサンブル1
グループに分かれての合唱実践1
実践する曲を選び、その練習計画や方法について考察する。

読譜練習を行う。

4時間

第12回

グループ・アンサンブル2
グループに分かれての合唱実践2
練習計画や方法にに沿った練習を各グループで実践する。

読譜練習を行う。

4時間

第13回

グループアンサンブル3
グループに分かれての合唱実践3
各グループでの実践を行い、各パートの役割分担について考察す
る。

読譜練習を行う。

4時間

第14回

グループアンサンブル4
グループに分かれての合唱実践4
他のグループの練習を参考にしながら合唱指揮・伴奏の実
践を行う。

読譜練習を行う。

4時間

第回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

歌唱指導法【2019年入学生～】
安川裕子・大澤弘之
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
歌唱の基本となる発声や合唱指導に必要な音程・リズム感の技術を身に付け、幼児・児童の発達を踏まえた学校教育における様々な種類の歌
唱・合唱指導のあり方を理解する。アンサンブルや指揮の体験を通して個々の声の特性を活かした合唱を経験すると共に、その指導方法を理
解する。教材としては幼児向け歌唱曲や小学校音楽科教科書に掲載されている作品、また日本の伝統音楽としてのわらべ歌なども取り上げ
る。さらに歌唱指導について理解した内容を踏まえてグループでの合唱アンサンブルを行うとともにその指導について考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

基本的な発声を理解し、アンサンブルの指導
体験を行う。

発声の特性を理解したうえで、指導実践の方
法を工夫し考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

幼・保・小学校での歌唱・合唱指導の実践
力を身につけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

数回の小レポート

： 授業内容の理解を評価します。
30％

発声実技

： 発声を実践し評価します。
20％

合唱アンサンブル演奏

： 合唱アンサンブルを実践しその演奏内容を評価します。
30％

歌唱実技試験

： 歌唱実技能力を評価します。
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

こどもが大好きなうたの本

・ 大阪成蹊学園

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月、火の午後

場所：

大澤研究室
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・
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、発声の基礎、歌唱・唱の魅力について
発声の基礎や幼稚園、保育所、小・中学校での歌唱・合唱につい
ての資料を読み考察する。

発声に関する資料を読む。

4時間

第2回

各パートの声域、子どもの声域の考察
歌唱を行うための読譜力を養う。
声域とパート分けについて説明する。

読譜練習を行う。

4時間

第3回

「発声」の理解

発声の資料を読みまとめる。読譜練
習を行う。

4時間

幼稚園・保育園での歌唱曲の読譜練
習を行う。

4時間

幼稚園・保育園での歌唱曲の読譜練
習を行う。

4時間

発声の際の姿勢・呼吸法について資料を読み理解する。正しい姿
勢・呼吸法による色々な発声法を実践する。歌唱を行う為の読譜
力を養う。
第4回

幼稚園・保育園などでの歌唱指導１
幼稚園・保育園における歌唱・合唱曲を知る。
わらべうた・輪唱・手遊びうたを実践する。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

第5回

幼稚園・保育園などでの歌唱指導２
幼稚園・保育園における歌唱・合唱曲の指導ポイントをまとめ
る。
わらべうた・輪唱・手遊びうたの理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

第6回

小学校低学年における歌唱・合唱指導
小学校低学年における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをま
とめる。
２部による合唱のハーモニーを感じながら実践するとともに、そ
の資料を読み理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

小学校低学年合唱曲の読譜練習を行う。

4時間

第7回

小学校高学年における歌唱・合唱指導
小学校高学年における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをま
とめる。
２・３部による合唱のハーモニーを感じながら実践するととも
に、その資料を読み理解を深める。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

小学校高学年合唱曲の読譜練習を行う。

4時間

第8回

中学校における歌唱・合唱指導
中学校における歌唱・合唱を知り、その指導ポイントをまとめ
る。
歌唱を行う為の読譜力を養う。

中学校歌唱・合唱曲の読譜練習を行う。

4時間

第9回

変声期
変声期について知り、そのポイントをまとめる。
変声期における発声指導を考察する。

変声期についての資料を読みまとめる。

4時間

第10回

色々な種類の歌唱・合唱形態を知る。

授業で示された独唱・合唱曲を聴き感想をま
とめる。

4時間

独唱曲、児童合唱・女声合唱・混声合唱・男声合唱の演奏を鑑
賞し、それらの特徴を知る。
第11回

グループアンサンブル１
グループに分かれての合唱実践１
実践する曲を選び、その練習計画や方法について考察する。

読譜練習を行う。

4時間

第12回

グループ・アンサンブル２
グループに分かれての合唱実践２
練習計画、練習方法に沿った練習を各グループで実践する。

読譜練習を行う。

4時間

第13回

グループアンサンブル３
グループに分かれての合唱実践３
各グループでの実践を行い、各パートの役割分担について考察す
る。

読譜練習を行う。

4時間

第14回

グループアンサンブル４
グループに分かれての合唱実践４
他のグループの練習を参考にしながら合唱指揮・伴奏の実
践を行う。

読譜練習を行う。

4時間

第回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

リトミック
日笠みどり
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
幼稚園・保育園・こども園にて音楽講師として勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
リトミックとは、スイスの音楽教育家・作曲家であったダルクローズによって考案された、音楽による身体と心と精神の融合を促す音楽教育の
ための学習方法である。音楽の基礎となるリズム・速度・拍子・強弱等の諸要素を音を通して感じ、指示に合わせて即時反応することや、身
体を用いて表現すること、また、音楽で表現された世界を創造し、そのイメージを身体表現する。自分自身の音楽能力のスキルアップのため
や、現場に即した実践を通して実技と、指導者としての指導方法を学修することを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

音楽の諸要素について、シミュレーション型
学習を実施することにより、リトミッ
クに関わる確かな知識と・技能を身につける
ことができる

音楽の基本的な知識を理解し、リトミッ
クを指導する上の基本的知識、表現法、指導
方を習得すること

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

シミュレーション型学習を実施すること
で、実践的に指導者として行動をすることが
できる。

ねらいを定めた授業案を立てられ、適切な模
擬授業が行えること

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

リトミックのねらいを理解した上で、適
切な指導案が立てられること

2 ．DP6.行動・実践

課題のねらいを理解し、積極的にかつ適
切な表現活動ができること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
実技・提出物共に、基本全体に向けてコメントをするが、必要に応じて個別にコメントを行う。提出物は添削後返却。

成績評価
注意事項等
原則3分の2以上出席した場合にのみ評価対象となる。以下の項目に基づいて合計100点で評価する。項目の内容基準は以下の通り
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度と表現の工夫
15％
模擬指導案
20％
振り返りシート

： 指示を的確に聴き、真面目に積極的に参加しているか。ねらいに即した指導者を目指す者とし
て、適切な表現をしているか。また独自性があるか。
： ねらいを明確にした指導案が作成されているか。年齢に応じた案であり、工夫された独自の案であ
るか。
： 授業のねらいを理解して記述しているか。

15％
実技試験
20％
筆記試験

： 基礎リズム10％リトミック伴奏10％。的確なステップが踏め、複リズムが行えているか。リトミッ
クを行うために必要な伴奏を考え、演奏することができるか。
： リトミックについての基礎知識・理論について等授業の総括が記述できているか。

30％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
『ダルクローズのリトミック』

エリザベス・バンドゥレスパー著

石丸由理訳

（ドレミ出版、2012年）

履修上の注意・備考・メッセージ
体育館シューズを持参し、動きやすい服装で参加のこと。本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められ
る。予習として配布資料を読んでくること。毎回の授業の振り返りをまとめ、復習を行うこと。特に、技術的なものは授業の積み重ねが必要と
なり、繰り返し授業内で行うので取りこぼしの無いように努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

T17横体育教官室

備考・注意事項： 授業前後で質問を受け付ける。その他連絡がある場合はＥメールで【hikasa＠osaka-seikei.ac.jp】
Ｅメールの場合は件名に「リトミックについて（学生番号・氏名）」と記入のこと
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、リトミックの概要、即時反
応、音の長さ・言葉とリズム・ビート
講義の内容・目的、評価の方法、履修についての注意点等を確
認。最初にリトミックについての概要を学ぶ。更にリトミッ
クの基本的な考え方の動きや即時反応と、音符・音の長さ、強
弱、速度、ビートを感じることや、リズムに言葉を対応させるこ
とを学び、音楽用語の確認を行う。

リトミックの概要、音符の名称長さ、音楽用
語を覚えること。以後毎回振り返りの記
入と、次回のレジュメを読む

4時間

第2回

基礎リズム・音の長さ・強弱・速度・高さ、手具を用いたリト
ミック（ボール・スカーフ）
基礎リズムを覚える（以後毎回基礎リズ
ム行う）。音を聞き分け、主に音の長さ・強弱・速度・高さにつ
いてのリトミックの方法を学ぶと共に、ボール・スカーフを用い
た方法を学ぶ。

基礎リズムを覚える。授業内容をまとめ、リ
トミックの方法を覚える。

4時間

第3回

基礎リズム（ステップ）拍子、指揮のある動き、手具を用い
た表現（フープ・スティック）

基礎リズムのステップ方法・拍子の指揮
法を覚える。色々な手具の使用方法をまとめ
る。

4時間

複リズムについてまとめる。ソルフェー
ジュの方法を記載する。ハンドサインを覚え
る

4時間

基礎リズムのステップの方法を学ぶ。新しく色々な拍子の違い
を身体表現や、指揮のある動きで違いを表現する方法を学ぶ。ま
た、ボール・スカーフを用いた拍子の表現や、フープやスティッ
クを用いたリトミックの方法を学ぶ。
第4回

複リズム・ソルフェージュ
複リズムについて学ぶ。音階をハンドサインで表現する方
法を学ぶ。歌うことや、聴音など、ソルフェージュの方
法を学ぶ。

第5回

リトミックを用いた表現遊び
基礎リズムや、色々な曲想の表現方法を基に、ストーリーのあ
る物語の中に、リトミックを取り入れる方法を学ぶ。

授業で行った方法をまとめて記述する

4時間

第6回

プラスティックアニメ
色々な曲を聴き、感じたままを身体を用いて表現する「プラス
ティックアニメ」を学ぶ。

自分が授業で行った表現を記述する

4時間

第7回

実践の様子をDVD視聴・検討、ダンス

DVD視聴後のデスカッションのまとめ。ダン
スの方法を記述する。

4時間

補足リズム、倍加と半減、リズムカノンにつ
いて授業で行った内容を記述する。

4時間

実践の子ども達や指導者の様子をＤＶＤを視聴し、内容につい
てディスカッションを行う。また、基礎リズムを基にした、ダン
スを学ぶ。
第8回

補足リズム、倍加と半減、リズムカノン
補足リズムについて学ぶ。基礎リズムの倍加と半減につい
て学ぶ。リズムカノンについて学び、指導方法を知る。

第9回

指導案の作成方法（音の長さ・強弱）、指導法、即興演
奏（コードネーム・コードパターン）
指導案の基本的な作成方法を学ぶ。更に、音の長さ・強弱につい
ての指導案を学ぶ。それを基に指導方法を学ぶ。即興演奏に必
要なＣ・Ｆ・Ｇ7のコードを基に、コードの構成音を学び、必
要なコードパターンをキーボードを使用して学ぶ。

指導案の作成方法を覚える。コードの構成
音とパターンを覚える。

4時間

第10回

指導案の作成方法（音の高さ・速さ・拍子）、指導法、即興演
奏（メロディの作成方法）

簡単な伴奏が弾けるようになること。指導
案の作成方法、指導方法を覚える。メロ
ディが作れるようになる。

4時間

8分の6拍子の基礎リズムを覚える。今回まで
に学習したことを基にグループで指導案を作
成する。

4時間

8分の6拍子の基礎リズムを覚える。今回まで
に学習したことを基にグループで指導案を作
成する。

4時間

音の高さ・速さ・拍子に関した指導案の作成方法を学ぶ。その指
導案を基に指導方法を学ぶ。前回のコードパターンを基に、メロ
ディの作成方法を学ぶ。目的に合わせた伴奏方法を学び、模擬授
業に合わせて曲を弾くことを体験する。
第11回

指導案の作成方法（音のニュアンス等）、指導方法、即興演
奏(色々な伴奏型）、8分の6拍子基礎リズム
音のニュアンスを指導目的とする指導案のの作成方法を学び、そ
の指導方法・色々な伴奏方法を学ぶ。新たに、8分の6拍子の基
礎リズムを学ぶ。

第12回

グループ作成の指導案前半グループ発表・振り返り
グループで作成した指導案を用いて、模擬指導を発表する。全
員でグループ発表の批評、検討を行う。（テストに向けてリト
ミックの伴奏の確認をする）

284

6485
第13回

グループ作成の指導案後半グループ発表・振り返り
グループで作成した指導案を用いて、模擬指導を発表します。全
員でグループ発表の批評・検討を行う。（テストに向けて２拍
子の基礎リズム、リズムカノンの確認をする。）

第14回

実技試験と統括
２拍子の基礎リズム、リズムカノンの実技テストと、ピアノ伴
奏のテストを行う。今まで学んだ内容の総復習を行う。
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グループ発表の批評をまとめて記述する。発
表したグループは批評を基に作成し直す。

4時間

筆記試験に向けて総復習を行う

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

造形遊び
辻大地
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

講師が運営する造形教室において、小学１～６年生を対象にした絵や工作、造形遊びに関する指導を20年ほど
おこなっている。

授業概要
この授業では初等教育の造形遊びを軸に、絵や立体、工作に表すなどの造形活動を実際に実践しながら、様々な用具や方法に触れることで造
形活動の基礎・基本を学びます。
具体的には絵の具セットや粘土の取り扱い、立体の紙工作や版画の方法を学んだり、新聞遊びや光影遊びを経験します。
また授業で学んだ知識・技能や、自ら実践したことについての考察をおこない、それらを授業ノートにまとめて言語化することで、造形活
動の基本的な理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

絵の具セットや粘土の取り扱い、版画など
の方法について学びます。

造形遊びを軸に、絵や立体、工作に表すなど
の造形活動の知識・技能を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

発想力を発揮し、課題に創造的に取り組むこ
とができる。

2 ．DP7.完遂

様々な課題に積極的に関わり、最後までや
り遂げることができる。

3 ．DP8.意思疎通

他者の考えや取り組みに目や耳を傾け、自
分の意図を言葉や物（作品）で伝えることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価をおこなわない。原則３分の２以上出席した場合の
み成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習課題
35％
レポート・振り返りシート

： 課題はすべて提出することが前提である。授業意図を理解しながら、さらに自分なりに工夫してい
ることを評価する。
： 授業を通して得た知識と、自分の考えをまとめて書いることを評価する。

35％
授業への積極的参加

： 作品づくり楽しみながらおこない、授業内容に熱心に取り組んでいるかを評価をする。
20％

期末レポート

： 課題のレポートが授業で学んできたことを活かして記述できているかどうかを評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
小学校教科書「図画工作」

日本文教出版、開隆堂、東京書籍

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて準備や予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日２限３限の前後

場所：

図工室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の手引き・案内
授業の目標と内容や進め方、評価について知る。
作品袋や授業ノートを準備する。

第2回

はさみの基本
貼り絵（コラージュ）をおこない、児童期におけるハサミやノ
リの扱い方の基本を学ぶ。

第3回

水彩絵の具の扱いと表現
個人で扱うチューブ入り透明水彩絵の具の扱い方について学ぶ。

第4回

絵の具の技法遊び
絵の具を使ったいろいろな表し方、モダンテクニックについ
て知る。

第5回

半立体の紙工作
絵の具の技法遊びでつくった柄紙を使って、飛び出しカードをつ
くる。

シラバスの理解と授業内容の確認をする。作
品袋を完成させる。

4時間

貼り絵、コラージュの方法について調べ
て、まとめる。

4時間

水彩絵の具の扱い方について調べ、まとめ
る。

4時間

水彩絵の具の技法、モダンテクニックについ
て、まとめる。

4時間

飛び出し、ポップアップカードについて調べ
て、まとめる。

4時間

第6回

光で遊ぶ
光る画材の取扱いを知り、経験する。

光る画材について調べ、まとめる。

4時間

第7回

立体の紙工作①

はさみ、のり、紙の扱い方についてまとめ
る。

4時間

紙の特性を知り、立体の紙工作の基本を学ぶ。
四角柱、円柱、三角柱などの作り方を学ぶ。
第8回

立体紙工作②
立体の紙工作を展開する。
庭を作り、箱を使ったジオラマ工作に展開する。

立体の紙工作についてまとめる。

4時間

第9回

軽量型粘土の扱い
軽量型粘土の扱い方を知り、自立した人形をつくる。
作ったものを写真にとってノートに貼って提出する。

軽量粘土の扱い方について、まとめる。

4時間

第10回

新聞遊び

学年別の新聞遊びについて調べて、まとめ
る。

4時間

さまざまな新聞遊びを経験して遊ぶ。
第11回

彫刻刀の技能
木版画の版木を彫ることで、彫刻刀の使い方や種類につい
て知り、技能を身につける。

彫刻刀の扱い方について調べ、まとめる。

4時間

第12回

さまざな版元の理解

紙版画やスチレン版画などさまざまな版
元の作り方について調べ、まとめる。

4時間

紙版画や、スチレン版画などの版の表現の広がりを知る。
第13回

版による表現
作った版元を実際に刷って、その知識と技能を身に付ける。

版の刷り方について調べ、まとめる。

4時間

第14回

まとめ
これまでの作品の表現を深めたり、授業ノートをさらに考察し
て完成させる。

授業ノートを完成させる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

子どもとワークショップ
安部永・辻大地
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
国公立高等学校勤務4年（教諭4）その間、美術科の教科内容と指導法の実践研究を行った

実務経験の概要

授業概要
土・紙・絵の具・身近な材料・映像などの様々な材料・場所・環境に関わって、実際に感じたり、考えたり、つくったりするワークショッ
プ形式の演習を行い、つくり出す楽しみを体全体の感覚を通して体験することを目指す。その体験を通して発見したことや感じたことについ
て常に「子どもの視点」と「指導者の視点」から整理することで、子ども理解を深めるとともに、より子どもがつくり出す喜びを味わうことの
できる授業やワークショップにつながる可能性を考える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

造形活動の楽しさと指導についての理解

多様な造形活動の経験を踏まえて、子ども
と指導者の視点から指導について考えること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

豊かに発想し、構想しながら創造
的に取り組むことができる。

2 ．DP6.行動・実践

目標に向かって主体的に、積極的に行動する
ことができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

状況に応じて役割を理解し、相互に調整し
て取り組みを進めることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

演習課題

： 内容の独創性、造形性、計画性について独自のルーブリックに基づいて評価します。
50％

小レポート

： 内容の妥当性、意見の論理性や独創性について、独自のルーブリックに基づき評価します
30％

討議・活動への参加

： 論理的で積極的な発言・姿勢などを独自のルーブリックに基づいて評価します。
10％

期末レポート

： 内容の妥当性、論理性を独自のルーブリックに基づいて評価します。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

非常勤講師控室

12：30～13：10

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（目的の理解と評価基準及び学習プランに
ついて）
簡単な造形体験とともに、講義の目的・学習プランと演
習の進め方・準備等について説明・確認する。併せて、目的達
成のための受講姿勢について確認する。

ワークショップとはどのようなものか
を調べ、自分なりのイメージを持っておく

4時間時間

第2回

演習①：ワークショップ（高さ・バランス）

自らの自然に関わる体験を振り返り、設
定・感想・理由などを整理する

4時間時間

材料として扱えるものを考え、それぞれの特
性を踏まえて整理する。

4時間時間

紙に関わる自他の方法やアイデアを整
理し、題材化を考える。

4時間時間

身近な材料を具体的にあげ種類や特徴、収集
法等で整理する。

4時間時間

絵の具のさまざまな技法について整理し、具
体的な活用法を考える。

4時間時間

身の回りの作品や状況から魅力的な組合せ
を収集する。

4時間時間

新しい材料・機器が造形に関わる可能性につ
いて考えをまとめる。

4時間時間

生活に「鑑賞の能力」が活用される場面を具
体例をあげてまとめる。

4時間時間

個人制作と共同制作を比較し長所や短所を整
理する。

4時間時間

課題をもとに共同制作のあり方について自
分の考えをまとめる。

4時間時間

「高さと安定」を意識して、アイデアを形にする造形ワーク
ショップをとおして、既習の経験や知識を活用してつくる姿勢に
ついて考え、学びます。
第3回

ワークショップ検討（１）自然物から
身近な自然材料によるワークショップの検討を通して材料の可能
性を検討するとともに、場の設定や指導の留意点について学びま
す。

第4回

演習②：ワークショップ（紙）
もっとも身近な素材である紙を使ったワークショップをとおし
て、その基本的な扱いや可能性、特性を生かす大切さを学びま
す。

第5回

ワークショップ検討（２）身近な材料から
身の回りに目をむけ、手に入れやすい素材の収集法、活用の可能
性について考え、情報の交流と整理をします。

第6回

演習③：ワークショップ（絵の具）
水彩絵の具の基本的な扱いに加えて、多様な活用法・表現技法
等の魅力について体験を通して学びます。

第7回

ワークショップ検討（３）組み合わせて
「組み合わせ」をキーワードに、材料・アイデア・作品な
ど様々な組み合わせの可能性についてワークショップを通して検
討する。

第8回

演習④：ワークショップ（写真・映像）
デジタルカメラ・スマートフォン等を用いて「みる・みつけ
る」ワークショップを行い、写真・映像メディアを含むＩＣＴ機
器の活用と可能性を作品の鑑賞交流を通して学びます。

第9回

ワークショップ検討（４）みる・みせる
「みる・みせる」をキーワードに、楽しくできる鑑賞ワーク
ショップをミニ体験し、可能性と工夫について学びます。

第10回

演習⑤：共同ワークショップ（力を合わせて）
共同で制作や作品を組み合わせるワークショップを通して、共
同して考えたり、つくったりすることのよさや楽しさについ
て学びます。

第11回

ワークショップ検討（５）みんなでつくろう
共同制作のワークショップを考案・検討することを通して、留意
点や課題について学びます。

第12回

演習⑥：ワークショップ（線とペン）
線に関わるワークショップを経験し、線による表現と表現技法に
ついて考える。同時に、多様なペンの特性について学びます。

身近描画材料について特性を整理する。

4時間時間

第13回

子どもの成長と表現
子どもの成長とそれにもなう表現の方法の違いや変化を映像と体
験を通して学びます。

幼児の絵の表現について調べ、整理する。

4時間時間

第14回

演習⑦モダンテクニックの活用

モダンテクニックについて調べ、活用
法を含め整理しておく。

4時間時間

モダンテクニックと総称される技法とそれを活用した造形表
現の可能性について体験・交流し、授業での活用を考えます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

材料研究
白波瀬達也
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では造形活動に必要な材料や用具について、実践しながら研究をおこないます。楽しみながら絵や立体、工作で表したり、鑑賞す
る活動を通して児童の発達過程に沿った、材料や用具の操作方法について学んでいきます。具体的には絵の具を使って絵を描いたり、紙や木
材,粘土などをつかって造形活動を行います。。
また授業で学んだ知識・技能や、自ら実践したことについての考察をおこない、それらを研究ノートにまとめて理解を深めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

造形活動で使用する材料や用具を実際に扱っ
て、その知識や技能を身につける。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

造形活動で使用する様々な材料や用
具の扱い方について、児童の発達過程に沿っ
て理解を深める。

2 ．DP4.課題発見

研究ノートの作成を通して、自身で課題を発
見し考察する力を身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価をおこなわない。原則３分の２以上出席した場合の
み成績評価の対象となる。制作に参加し、材料・用具の体験や課題の展開方法を体得することが重要であるので、作品提出、授業態度を中
心に評価をする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加
30％
研究ノートの作成
20％
作品提出
40％
期末レポート
10％

： 造形活動を楽しみながらおこない、集中して取り組んでいるかを評価する。また授業内での積極
的な発言や協働活動への参加を評価する。
： 毎回の授業内容ごとに作成する研究ノートを評価する。習得した技能、理解した知識を的確にまと
めていることと、さらに自分の考えを整理して書いていることを評価する。
： 授業内で出した課題作品は、すべて提出することが前提である。授業意図を理解しながら、さら
に自分なりに工夫して制作していることを評価する。
： 材料研究の授業で習得した技能、理解した知識をもとに自分の考えがまとめられていることを評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
小学校教科書「図画工作」

日本文教出版、開隆堂

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

研究室

３限

備考・注意事項： 注意事項：詳細は初回の授業時に連絡する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス

材料用具の扱いについて

授業の目標と内容、進め方や評価の説明。材料用具の扱い方、研
究ノートについて説明する。
第2回

クレヨンやパスの技能と表現
面塗り、混色、ステンシル、ぼかしなどの技能と表現を経験す
る。

第3回

水彩絵の具の扱いと表現
個人で使う絵の具の扱い方を確認する。濃淡、混色、明暗、透
明、不透明、重色、にじみ、ぼかしなどをおこなう。

シラバスの理解と授業内容を確認する。作品
袋の表紙を完成させる。

4時間

クレヨンやパスの扱いと技法につい
て調べ、まとめる。

4時間

水彩絵の具の扱い方について調べ、まとめ
る。

4時間

第4回

軽量粘土による表現
軽量粘土の特性を理解し、粘土による表し方のよさを味わう。

軽量粘土の特性ついて調べ、まとめる。

4時間

第5回

土粘土による表現
土粘土の特性を理解し、粘土による表し方のよさを味わう。

土粘土の特性ついて調べ、まとめる。

4時間

第6回

のこぎりの技能と、木の扱い方。
のこぎりの安全な使い方を知り、経験する。

のこぎりの扱い方について調べ、まとめる。

4時間

第7回

金づちと釘、きりとねじの扱い方。

金づちと釘、きりとねじ、ペンチの扱い方に
ついて調べ、まとめる

4時間

木を使った表現についての広がりを考えて研
究ノートに記す。

4時間

金づちと釘、きりとねじの安全な使い方を知り、経験する。
第8回

木を使った表現
木と毛糸やダンボールなどを組み合わせて、壁飾りをつくり表
現する。

第9回

板材を使った制作の研究
板材と糸のこぎりを使った制作を経験する。

板材と糸のこぎりについて調べ、まとめる。

4時間

第10回

彫刻刀の技能

彫刻刀の種類や扱い方について調べ、まとめ
る。

4時間

紙版画やスチレン版画などさまざまな版
元の作り方について調べ、まとめる。

4時間

木版画の版木を彫ることで、彫刻刀の使い方や種類につい
て知り、技能を身につける。
第11回

さまざな版元の理解
紙版画や、スチレン版画などの版の表現の広がりを知る。

第12回

版による表現
作った版元を実際に刷って試す。

版の刷り方について調べ、まとめる。

4時間

第13回

はり金とペンチの扱い方と表現。

はり金の立体作品を写真にとり印刷して、研
究ノートにまとめる。

4時間

材料・用具の研究ノートを完成させる。

4時間

アルミはり金とペンチの扱いを知り、その特性を理解し表現す
る。
第14回

材料研究のまとめ
これまでの作品の表現を深めたり、研究ノートをさらに考察し
て完成させる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外国語活動(小学校英語Ⅰ)【～2018年入学生】
伊藤由紀子
4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市の公立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（全14回）

授業概要
急速なグローバル社会の進展に伴い、世界各国で外国語学習の低年齢化が進んでいる。日本においても2011年度より高学年で「外国語活
動」が導入され、2020年度からは教科「外国語」（高学年）、「外国語活動」（中学年）が導入されている。本講義では、日本の小学校教育課
程における外国語教育の位置づけや目標、また外国語を学ぶ際の発達段階、言語習得を踏まえ、英語に関する基本的な事項（音声、語彙、文構
造、正書法など）について学修を進めていく。またその際には、小学生に外国語（英語）を指導するという視点を持って学修していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

小学校外国語教育（外国語活動含）につい
て、学習指導要領で示されている目標や方
針を理解するとともに、発達段階や言語習得
理論などの理論的基盤について理解する。

小学校外国語（外国語活動含）の授業を実
践する際に必要な教科内容について理解でき
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

小学校外国語教育（「外国語」「外国語活
動」）をめぐる理論的知見を理解するととも
に、実践的な指導力の基礎となる教科内
容を身に付けることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート・授業内課題
30％
最終発表
30％
最終レポート
20％

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に発言し、仲間と協力して活動できているか、自身でまと
めノートを整理できているかを総合的に評価する。（20点）
： 授業内課題(20点）において基礎的な知識を踏まえて課題に取り組めたかを評価する。各授業で
の振り返り（10点）や、外国語教育に関するさまざまな理論を理解しているかを評価する。
： 模擬授業において、小学校英語教育に関する理論をもとに、効果的な授業を行う視点とティーチン
グスキルをどれだけ身につけられたかを評価する。（30点）
： 模擬授業の指導案および振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案の書き方を習
得し、分かりやすく簡潔に書かれているか、自身の模擬授業を客観的に見つめ、改善できるかを評
価する。（20点）

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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文部科学省

・

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説 外国語活動・外国
語編

・ 開隆堂

・

2018 年

アレン玉井光江ほか

・

NEW HORIZON Elementary 6

・ 東京書籍

・

2020 年

参考文献等
・柏木賀津子・伊藤由紀子『小・中学校で取り組む

はじめてのCLIL授業づくり』大修館書店

2020年。ISBN978-4-469-24638-4

・赤沢真世（編著）『小学校外国語科・外国語活動の授業づくり』2022年。ISBN978-4-316-80496-5

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：小学校外国語、外国語活動の意義と目
標、コミュニケーション能力
グローバル化の進展、英語話者・英語学習者の人口推移、ＣＥＦ
Ｒ、多言語主義について触れ、これから求められる英語教育、小
学校での英語教育の必要性、コミュニケーション能力につい
て考えます。また、外国語や外国語活動の授業のイメージを体
験します。

英語でself-introductionを考える。

4時間

第2回

学習指導要領に示された外国語、外国語活動の内容・指導方
法、世界の小学校英語教育
新学習指導要領の外国語、外国語活動の目標・内容や指導方法に
ついて整理します。また、背景として、アジア・ヨーロッパ諸
国における英語学習、ESLとEFL、早期英語教育の是非につい
て学びを深めます。

外国語・外国語活動の理念について整理す
る。

4時間

第3回

小学校外国語に関わる理論：言語習得理論、第二言語習得理論
発達段階や第二言語習得理論からみる、外国語活動の利点やカリ
キュラムの構成についての注意点について考えます。TPRの理
念や実践を学びます。

TPRを活用した活動を考える。

4時間

第4回

英語の音声から文字へ（１）「外国語活動・外国語」：英
語の音声、発音と綴りの関係
外国語活動において、特に音声を重視した活動の内容を体験しな
がら、英語音声の特徴をとらえ、指導のポイントを考えます。
外国語活動、外国語を橋渡しする、発音と綴りの関係につい
て学びます。また、教科書をその視点から分析し、指導のポイン
ト（教材の体験、教材づくりなど）を考えます。

外国語のフォニックス指導をとりあげ、分
析する。

4時間

第5回

英語の音声から文字へ（２）「外国語活動・外国語」：英
語の書き方、ローマ字法
外国語（高学年）における読み書きの指導内容を理解します。と
くに書き方について指導のポイントとなる部分を分析します。

ワークシートの分析を行う。

4時間

第6回

指導内容 中学年：チャンツと歌、高学年：語いと文構造、ス
モール・トーク
「外国語活動」におけるチャンツや歌、語彙や文構造の指導につ
いて理解し、指導者と子どもおよび子ども同士の短いやりとり
を含むスモールトークを見たり体験したりして授業のイメー
ジを持つとともに、具体的な指導内容と指導のポイントを理解し
ます。

スモールトークを考える。

4時間

第7回

指導内容の検討（１）中学年「外国語活動」のテーマ学習：絵
本（児童文学）とその選び方
英語指導における絵本の扱い方や目的について知り、実際に英語
絵本を使った指導を体験します。また、どのような観点で絵
本を選ぶと良いかを考えます。

指導に使える絵本を検索する。

4時間

第8回

指導内容の検討（２）高学年「外国語」のテーマ学習：教科内
容との結びつき
高学年の授業における教科内容との結びつきの重要性を踏ま
え、これからの社会で求められる力について考えます。

教科内容との連携授業を提案する。

4時間

第9回

パフォーマンス課題：相互作用の中での言語の働き、4技能統合
型の活動
小学校英語教育における４技能統合型の活動（パフォーマンス課
題）とその評価の位置づけおよび在り方を学びます。また、逆
向き設計についても学びます。

パフォーマンス課題と評価についてまとめ
る。

4時間

第10回

デジタル・ICT機器を活用した指導、グループ討議
外国語を指導するにあたり、効果的なデジタル・ICT教材の活用
方法について考えます。
デジタル教科書の使用例やコンテンツについて学びます。
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業に向けての相談・準備を行います。

模擬授業の相談。

4時間

第11回

異文化理解を深めるための学習内容、模擬授業にむけての授
業づくり
副読本、教科書、デジタル教科書にある異文化理解の側面につい
て理解します。また、授業におけるポイントについて理解しま
す。
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業に向けての相談・準備を行います。

模擬授業に向けての取組み。

4時間

第12回

グループ発表（１）、相互評価

相互評価を参考に、模擬授業を振り返る。

4時間
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コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業を行います。また、その授業について全体を振り返り、相互
評価をしながら授業改善について考えます。
第13回

グループ発表（２）、授業改善
コミュニケーション場面における指導のポイントを意識した模擬
授業を行います。授業後は相互評価を通して、より良い授
業に向けての改善案を考えます。

模擬授業を振り返り、授業改善を考える。

4時間

第14回

授業のまとめと振り返り
授業全体を通してのふり帰りを行います。
外国語・外国語活動の目標・内容、指導内容の整理をします。

レポート課題に向けた準備。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外国語活動(小学校英語Ⅱ)【～2018年入学生】
伊藤由紀子・石田雅子
4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

（伊藤）大阪市の公立中学校英語教師として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験あり（全14回）
（石田）大阪・奈良・京都・三重の小・中・高等学校の英語科教員として通算22年間勤務し、英語教育、異文

授業概要
小学校外国語の目標および内容についての理解を踏まえて、特に小学校高学年の発達段階を考慮した外国語の指導法を学ぶ。次に外国語（英
語）科内容論での指導内容の学修および授業づくりの基本を踏まえ、指導案作成、授業実施ができる力量を高める。その際には、各指導過程の
ねらいを理解し、ねらいに応じた活動例をワークショップ形式で学んでいく。また、教科を横断した指導について学び、外国語と他教科とどの
ように連携できるのかを考える。最後にグループでの模擬授業を通して外国語の指導を行うための技能を高める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）について、学習指導要領等で示されて
いる目標や方針を理解し、具体的な指導計
画を立てる。

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）の授業を実践する際に必要な実践
的な指導方法について理解し、一時間の指導
案を作成、吟味するとともに、担当教員とし
て授業を行うことのできる指導技術を身につ
ける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

小学校外国語教育（「外国語活動」「外国
語」）において、子どもの個性に応じた教
材の工夫や留意点について意識した指
導を行う。

クラスにおいて、多様な子どもの発達状
況を意識した外国語の指導を行うことができ
る（特に読むこと、書くことの指導）。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

小学校外国語教育（「外国語」「外国語活
動」）をめぐる理論的知見をふまえ、授
業を構想する力および実践的な指導力を身に
つけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート、授業内課題、ミニ
テスト
30％
最終発表

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に発言し、仲間と協力して活動できているか、自身でまと
めノートを整理できているかを総合的に評価する。（20点）
： 授業内課題（10点）および理論ミニテスト（10点）で新しく得た知識を踏まえて課題に取り組めた
かを評価する。各授業での振り返り（10点）や、外国語に関する理論を理解し、指導に活かせてい
るかを評価する。
： 模擬授業において、小学校英語と他教科と連携した授業を行う視点と、ティーチングスキルをどれ
だけ身につけられたかを評価する。（30点）
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30％
最終レポート
20％

： 模擬授業の指導案作成、振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案がわかりやすく丁
寧に書かれているか、自身の模擬授業の反省から改善点を客観的に省察できているかを評価する。
（20点）

使用教科書
指定する
著者

タイトル

柏木賀津子・伊藤由紀子

・

小・中学校で取り組む
てのCLIL授業づくり

文部科学省（内容論より継続し
て使用）

・

検定教科書（内容論より継続し
て使用）

・

出版社
はじめ

出版年

・ 大修館書店

・

2020 年

小学校学習指導要領（平成29年
告示）解説 外国語活動・外国
語編

・ 開隆堂

・

2018 年

New Horizon Elementary 6

・ 東京書籍

・

2019 年

参考文献等
・「小学校外国語科・外国語活動の授業づくり」赤沢真世 教育出版
・「とっておき！魅せる！英語授業プラン
書 2020年。SBN978-4-183-87713-0

2021年。ISBN978-4-316-80496-5

思考プロセスを重視するCLILの実践」柏木賀津子・伊藤由紀子

明治図

履修上の注意・備考・メッセージ
てキスとは、内容論より継続して使用する2冊および、CLIL本の計3冊となります。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
（石田）授業の前後に対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、外国語活動・外国語における課題と教
材の意義、学習指導要領での目標および内容
本授業について。
小学校外国語教育（「外国語活動」「外国語」）において現
場で課題となっていることについて考える。
学習指導要領での目標や内容、中学校・高等学校に繋げていくた
めの指導の流れを整理する。
コミュニケーション活動を行う。

小学校外国語教育の課題について整理する。

4時間

第2回

活動・指導方法（1）チャンツ、歌、絵本指導、フォニックス

音声指導、音と文字の指導について
の振り返りをする。

4時間

音韻意識活動、フォニックスについて再確認し、英語絵本を使
用した指導の意義、効果、活用方法について考える。
音声から文字への5ステップスによる段階的指導のありかたにつ
いて学ぶ。
小学校外国語教育における「読むこと」「書くこと」の指導の目
的について再確認する。
さらに、文字指導が中学校へどのように繋がっていくのか
を学ぶ。
第3回

活動・指導方法（2）ゲーム・アクティビティの指導
目的に応じたアクティビティとはどのようなものかを考え、実
際に教室でよく行われているゲーム・アクティビティを体験す
る。
オリジナルで効果的なアクティビティを考える。
バーバル・コミュニケーション、ノンバーバル・コミュニケー
ションについて考える。

目的に応じたアクティビティを考える。

4時間

第4回

デジタル教材・ICT教材を活用した授業 指導体験発表の準備
グループで、それぞれが考えてきたアクティビティを実際に体
験する。
外国語教育に欠かせないICT教材のさまざまな使用例を学ぶ。
グループで、実際に検定教科書を使った指導を考え、教材を作
成する。

検定教科書を使った指導の内容を考える。

4時間

第5回

指導体験発表会（1）検討会、指導の振り返り
グループで、検定教科書を使った活動を中心とした指導を体験す
る。
発表後は検討会を実施し、次時に向けての改善点につい
て話し合う。

検定教科書を使った指導の準備をする。

4時間

第6回

指導体験発表会（2）相互評価、指導改善
グループで、検定教科書を使った指導を体験する。
発表後は検討会を実施し、実際に教室で行った時に気を付けるべ
き点や
動き、工夫について話し合う。自己評価、相互評価。

指導体験の振り返りをする。

4時間

第7回

新しい指導：タスク・パフォーマンス課題、異文化理解
外国語と他教科を連携させた授業および具体的な活動例を知る。
CLIL（Content and Language Integrated Learning：内容言語統
合型学習）の指導を体験し、その学びについて考える。
教室での指導と異文化をどのように繋いだらよいか、視点を広げ
る意義を知る。

CLIL指導について整理する。

4時間

第8回

評価論と具体的な方法：小中連携からみた小学校での指導内
容の再検討

テキストのレッスンを復習する。

4時間
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パフォーマンス評価について。
小中連携を念頭に置いた小学校での指導とはどのようなものか
を考える。
ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開
発のための教育）やSDGs（Sustainable Development Goals：持
続可能な開発目標）の視点を持って外国語教育を行う意義や方
法について考える。
テキストのレッスンについて、その目的や指導の方法を知る。
第9回

指導案作成・模擬授業検討会（1）課題設定・教材
英語と他教科を連携させた模擬授業を行うため、グループで課題
設定をする。
目的に応じた活動展開にするための指導の流れや具体的な教
材を考える。

模擬授業の課題設定、教材案を作成する。

4時間

第10回

指導案作成・模擬授業検討会（2）授業の展開、TTによる展開
英語と他教科を連携させた模擬授業を行うため、グループで設
定した課題を達成するための
効果的な指導案作り、教材作りに取り組む。

指導案、教材作りに取り組む。

4時間

第11回

指導案作成・模擬授業（1）中間まとめ・これまでの振り返り

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

これまでの講義内容を整理する。
英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
第12回

指導案作成・模擬授業（2）多様な学力差に対応する指導、小中
連携
英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
多様な学力差に対応する指導や小中連携について考える。

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

第13回

指導案作成・模擬授業（3）指導と評価の一体化

模擬授業の振り返りを行い、指導案を改善す
る。

4時間

授業を振り返り、最終レポートを作成する。

4時間

英語と他教科を連携させたグループでの模擬授業を行う。模擬授
業後には、各グループおよび全体で良かった点や改善点につい
て討議する。
指導と評価の一体化について考える。
第14回

子どもを活かすクラスマネジメント、まとめ
授業全体のまとめ、振り返りをする。
子どもを活かすクラスマネジメントについて考える。
最終レポート（指導案作成および授業の振り返り、今後の展望
等）についての説明。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校・施設ボランティア
鈴木勇・薮田直子
2年、3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は、「体験活動」や「実習」とはまた異なる視点から現場を知るために設定した科目である。事前指導として、学校および教育・保育施
設でのボランティア活動に必要な知識やマナーを確認した上で、実際に現場に出向きボランティア活動に取り組む。活動期間中は、毎回活動日
誌を記し、気づいた課題を整理する等の振り返りを行い、次回の活動の目標を明確にしていく。活動終了後は事後リポートの作成及び報告
会を実施し、ボランティア活動の総括を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育・保育現場でのフィールドワー
クを通じ、他者としての子どもの尊厳を尊
重し共感的に接する。

自身の活動を省察し、教育観または保育
観を深めることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

観察力を身につけ、現状を的確に把握するこ
とができる。また、観察をもとにして課
題を発見できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数（3分の2）以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

取り組みの状況
60％
成果発表内容
30％
期末レポート
10％

： 毎回の授業の受講態度（３０点）＋課題に対する成果内容（６点）＋活動日誌の記入内容（２
４点）を目安に評価する。
： 体験活動が真摯に総括され今後の課題が明確になっている（３０点）、総括されてはいるが今
後の課題が不明確である（２０点）、総括が不十分で今後の課題も不明確である（１０点）を目
安に評価する。
： 自身の課題の明確化、課題の克服のための方法の把握、今後の学修に対する展望、の３つの基
準を全て満たしている（１０点）、２つ満たしている（７点）、１つ満たしてる（３点）を目
安に評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業で随時、紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

下記参照

場所：

下記参照
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備考・注意事項： ・オフィスアワー
【薮田】 水曜昼休み 中央館5F個人研究室
【鈴木勇】金曜昼休み 中央館5F個人研究室
・授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメール（アドレス：suzuki-i@osaka-seikei.ac.jp また
は yabuta@osaka-seikei.ac.jp）でも対応する。
その場合、件名に「学校・施設ボランティア：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学
籍番号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス―ボランティア活動の意義
本授業の目標・内容・評価等を確認するとともに、自らの学習課
題を整理する。

授業で指示された課題に各自が取り組む。

4時間

第2回

事前学習（１）学校・施設の概要を理解する

これまでの学びを基に、教育コミュニ
ティの趣旨を詳しく調べる。

4時間

これまでの学びを基に、特別支援教育及び子
育て支援について現状と課題を詳しく調べ
る。

4時間

各活動場所での注意事項や事前説明を、活動
日誌にまとめる。日誌にまとめた内容をもと
に、各個人が次回の活動に備えて準備をす
る。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

これから参入するフィールドの特性をよく理解する。
第3回

事前学習（２）活動に必要な事柄を理解する
活動に当たって求められる知識や態度等をよく理解する。

第4回

事前学習（３）学校・保育園などへの事前訪問

実習施設を訪問し、実習のルールを確認し、準備を行う。
第5回

ボランティア活動（１）学校・施設の組織を理解する
学校園・施設の組織的機能についてよく理解する。
また第６回からの実際のボランティア活動に向けて、事前説
明を受けたり、注意事項を確認し、理解する。

第6回

ボランティア活動（２）子どもへの全般的なかかわり方を理
解する
各ボランティア活動場所の状況に応じて、活動を行う。そ
の際、とくに子ども・参加者への全般的なかかわり方を理解す
る。学校園・施設の活動や実践の全体像を理解することにつと
め、子ども・参加者とのコミュニケーションを試みながら、そ
の場の実践や取り組みを理解する。

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

第7回

ボランティア活動（３）子どもへの適切なかかわり方を理解す
る

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

中間指導の結果や報告内容をまとめる。ま
た後半のボランティア活動に向けて各個
人の必要に応じて、目標の再設定を行う。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省
察を・振り返りを行う。また活動日誌を書く
ことを通して、今後の課題を明確にする。

4時間

これまでの活動内容を真摯に振り返り、今
後の課題を中心に総括する。

4時間

他の受講生の発表内容を参考にして、今
後の課題をまとめる。

4時間

各ボランティア活動場所の状況に応じて、活動を行う。教職
員・スタッフの指示をあおぎながら、主に、子ども・参加者へ
の適切なかかわり方を学ぶ。子ども・参加者への声掛けや、適
切な距離感を実践しながら理解する。
第8回

ボランティア活動（４）子ども・参加者への主体的なかかわ
り方を理解する
各ボランティア活動場所の状況に応じて、活動を行う。そ
の際、第６回、第７回の活動をもとにして、主に子ども・参加
者への主体的な関りを意識し、その実践を体験を通して理解す
る。

第9回

ボランティア活動：中間指導
これまでの４回の活動を振り返り、今後の課題を明確にする。
それぞれの学校園・施設の様子や各個人の活動の様子を報
告し、共有することを通して、後半の活動の充実につなげる。

第10回

ボランティア活動（５）学校園・施設のスタッフと協働して活
動する
主に、学校園・施設のスタッフと協働して取り組むことを目
標に置いて活動する。
実際に教職員・スタッフの業務や取り組みを身近で体験しなが
ら、実践の意味や取り組みの意図について学ぶ。積極的に指導を
あおぎ、質問したりすることを通して、自身の課題発見につなげ
る。

第11回

ボランティア活動（６）子ども理解にかんする様々な視
点を得る
主に、より主体的にかかわり子ども理解の様々な視点を得ること
を目標に置いて活動する。
質問をするなど、スタッフや教職員との積極的なコミュニケー
ションをはかり、子ども理解に関する多様な視点を得る。

第12回

ボランティア活動（７）今後の課題や展望を見出す
主に、今後の課題や展望を見出すことを目標に置いて活動する。
各学校園施設でのボランティア活動の最終日となるので、これま
での活動へのフィードバックをいただくとともに、スタッフへ
の感謝を十分に伝える。

第13回

事後学習（１）活動全体の振り返り
本授業での全活動で得られた成果をレポートにまとめる

第14回

事後学習（２）成果発表会
成果発表を通じて学生間の交流を図ることによって、相乗的に各
自の課題意識を高める
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育の事例研究
羽野ゆつ子・服部敬一
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
主としてビデオを利用して実践映像をお互いに見あい、映像の事実にもとづいて参加者それぞれの判断や見解を交換していく授業である。実
践の当事者として、相互に授業・実践を見る視点を学ぶことを目的とする。教育実践を多面的な視点から検討することで、協同で省察するこ
と、実践と理論をつないで考えること、それらをとおして自分の子ども観察や教育観を見つめ問い直す。ここで省察した子ども観や教育観と
いった知が、インターンシップや教育実習などの実践場面で考えながら実践する思考スタイルを育むことにつながることを目指す。（羽野）
学校教育を中心に、教育の様々な事例について、その意味や、是非、指導のあり方、留意点などについて調べ、考え、議論することで自
分の考えを深めたり、広げたり、整理したりする。そのことを通して、教育についての課題を具体化するとともに、実践的な指導力の基盤とな
る知識や技能、態度についての考えを深める。（服部）

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

省察の作法と実践の構想力

実践を協同で省察することができる。省察に
もとづき、授業観・保育観をみつめ、構想す
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

教育実践の主体として、考えることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
この科目はオムニバス科目である。羽野５０％、服部50％の合計で評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

（羽野）シャトルシート
14％
（羽野）演習課題
30％
（羽野）定期レポート（まとめ）

： 各回2点。演習に参加し、事例のポイント理解した小レポートが書けていれば1点、不足、重
大な誤りや白紙に近い状態であれば0点とする。独自の見解や具体的な事例に即して論述できてい
れば加点する。
： 3回は6点。それ以外は各回４点。授業内ワークシートおよび演習課題への参加を評価する。ワー
クに参加し、協同で教育実践事例の特徴を考察しているか、 自分自身の授業観の省察がなされて
いるかを評価する。
： 事例研究で学習したことをふりかえる。

6％
（服部）討論への参加，ワークシート
24％
（服部）シャトルシート
18％
（服部）期末レポート

： 各回4点。
グループ討論への参加（1点）、事前調査（2点）
ワークシート（1点）
： 各回3点。議論に参加し、事例について理解したこと（1点）、自分の意見（1点）が書けていれ
ば2点。不足、重大な誤りや白紙に近い状態であれば0点とする。独自の見解や具体的な事例に即し
て論述できていれば（1点）加
： 事例研究で学んだことをもとに自分の意見をもつ。
学んだことが明確（4点）自分の意見をもてた（4点）
不足、重大な誤りは減点，独自の見解には加点。
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8％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
（羽野）稲垣忠彦・佐藤学 「授業研究入門」岩波書店 1996年
（服部）授業の中で紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

羽野，服部：水・木の昼休み（12:20～12:50）

場所：

羽野，服部：研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

（羽野）オリエンテーション：授業を創る教師のコミュニケ
ション
授業やカンファレンスにおける、教師のコミュニケーショ
ンを学びます。

事例研究について理解を深める。

4時間

第2回

（羽野）教師のコミュニケーション（２）
教師のコミュニケーションの出発点としての自己理解につい
て考えます。

話すこと聴くことについて考える。

4時間

第3回

（羽野）オルタナティブ教育（１） さまざまな教育実践に出
会う
フィンランドの教育や、オルタナティブ教育（イエナプラ
ン、シュタイナー、サドベリー、レッジョエミリアアプロー
チ、フレネ教育など）の実践に触れます。

オルタナティブ教育を参考に、これまでの教
育経験を振り返る。

4時間

第4回

（羽野）オルタナティブ教育（２）

自分達の価値観から、これまでの教育経
験を振り返る。

4時間

事例の内容をふりかえり、日本の教育課
題を考える。

4時間

理想の学校

自分達の理想の学校を考えます。
第5回

（羽野）海外と日本の教育の比較（１）

ーー課外活動

日本の生徒が海外の教育を受けた場合について考えます。
第6回

（羽野）海外と日本の教育の比較（２） ーー学校と家庭をつ
なぐ
日本の生徒が海外の教育を受けた場合について考えます。

事例の内容をふりかえり、日本の教育課
題を考える。

4時間

第7回

（羽野）子どもを支える
ブリーフケアの実践事例から子どもを支えることについて考えま
す。

授業全体のふりかえり

4時間

第8回

（服部）オリエンテーション：授業を創る教師のコミュニケ
ション

授業計画について理解する。次回の事例「給
食」について調査し，討論の準備をワーク
シートにまとめる。

4時間

「給食」の意味等について理解したこと
をノートに整理する。次回の事
例「朝の会，終わりの会」について調査し討
論の準備をワークシートにまとめる。

4時間

「朝の会、終わりの会」の意味等について理
解したことをノートに整理する。次回の事
例「しかる，ほめる」ついて調査し，討
論の準備をワークシートにまとめる。

4時間

学校「しかる，ほめる」の意味等について理
解したことをノートに整理する。次回の事
例「教室（保育室）環境」について調
査し，討論の準備をワークシートにまとめ
る。

4時間

〇授業の進め方
・事例に関する論点（意味、是非、指導のあり方、留意点）に
ついて調査し、考え、討論する
・次回の事例について必ず、予習し、その資料を持参して討
論に参加する
・グループ討論をもとにワークシートを作成する
・シャトルシートを作成する
〇評価について
第9回

教育の事例１「給食」

「学校給食」について討論する
・意味
・是非
・歴史
・課題
・指導
・その他
第10回

教育の事例２「朝の会、終わりの会」

「朝の会、終わりの会（朝のスタート，帰りのとき）」につい
て討論する
・意味
・是非
・指導
・課題
・その他
第11回

教育の事例３「しかる，ほめる」
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教育の「しかる，ほめる」について討論する
・どちらが大切か
・「しかる」大切さ
・「しかる」課題
・「ほめる」大切さ
・「ほめる」課題
・上手な「しかり方，ほめ方」
・その他
第12回

教育の事例４「教室（保育室）環境」

「教室（保育室）環境」について討論する
・どんな教室（保育室）環境が望ましいか
・気をつけなければならないこと
・その他
第13回

教育の事例５「遠隔授業」

「遠隔授業」について討論する
・遠隔授業のよいところ、課題は何か
・遠隔授業の可能性
・情報機器の活用
・その他
第14回

教育の事例６「保護者との関係づくり」
「保護者との関係づくり」について討論する
・関係づくりがなぜ必要か
・望ましい関係とは
・どのようにして関係をつくるか
・注意事項
・その他
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「教育（保育室）環境」について理解したこ
とをノートに整理する。次回の事例「遠隔授
業」について調査し，討論の準備をワーク
シートにまとめる。

4時間

「遠隔授業」について理解したことをノー
トに整理する。次回の事例「保護者との関
係づくり」について調査し討論の準備をワー
クシートにまとめる。

4時間

授業全体をふりかえり，これまでのノー
トを整理する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校教育論
服部敬一・薮田直子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

服部敬一
小学校教諭（２３年），小学校教頭（５年）、教育委員会指導主事（２年），小学校校
長（７年）（全１４回）

授業概要
学校を中心とした教育実践について、①ひろく歴史的・社会的・文化的な背景のもとに原理的に考察すること、②具体的な事例を科学的根
拠を用いて考察することを目的とする。すなわち、学校教育を現場における実践的観点と学術界における理論的観点の両側面からとらえること
がテーマとなる。教育学部１年生を対象とし、学校教育の全体像を理解してもらうために、現代の教育課題（担当：薮田）及び教師の活動（担
当：服部）について、導入的な授業を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

教職における専門的知識の獲得

学校教育及び教職における最新課題に関す
る知識を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

教育事象の成り立ちを科学的根拠を用いなが
ら理解することを通じて、教育現場におけ
る具体的な実践を構想することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート
40％
期末テスト
60％

： 薮田、服部（各20%）：主に「授業内容をふまえ、現代の教育課題について具体的なイメー
ジを持てているか」「授業内容を理解し、自分の意見を持てているか」というという観点から評
価。
： 薮田、服部（各30%）：講義内容を踏まえ、「現代の教育問題について実践と理論を結びつけ
て論じることができているか」「様々の教育課題をとらえる」を問うテスト（論述、穴埋め、記号
選択）

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
【参考書・参考資料等】
（薮田）『学校にできること』/志水宏吉/角川学芸出版/2010年
『子どもの貧困』/阿部彩/岩波新書/2008年
『学校文化とジェンダー』/木村涼子/勁草書房/1999年
『外国人の子どもの教育』/宮島喬/東京大学出版/2014年
『教育という病』/内田良/光文社新書/2015年
（服部）『文部科学法令要覧』文部科学法令研究会/ぎょうせい/平成30年度版
『幼稚園教育要領』
『小学校学習指導要領』
『中学校学習指導要領』
『高等学校学習指導要領』
「特別支援学校学習指導要領』
『保育所保育指針』
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』

履修上の注意・備考・メッセージ

304

6571
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー等

場所：

研究室

備考・注意事項： （服部）毎週水曜日2限･昼休み（10：30-13：00）、中央館5階服部研究室。
（薮田）授業の前後に教室で、もしくは毎週水曜日昼休みに研究室で応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学力と学校（担当：薮田直子）
学校教育において学力格差が生じる要因と、格差を乗り越える学
校の取り組みについて学びます。
また授業の前半では『オリエンテーション』としてこれからの授
業の進め方、評価方法などについて理解します。
キーワードは、学力格差、社会階層、効果のある学校。

第2回

現代の教育問題（１） 貧困と学校（担当：薮田直子）
子どもの貧困とその連鎖の実態を理解し、それを断ち切るため
の学校の取り組みやスクールソーシャルワークの存在につい
て学びます。
キーワードは、子どもの貧困、貧困の連鎖、スクールソーシャル
ワーク

第3回

現代の教育問題（２）ジェンダーと学校（担当：薮田直子）

学校におけるジェンダー問題について学び、男女格差やセクシャ
ル・マイノリティといった事象について深く考えます。
キーワードは、ジェンダー、バックラッシュ、セクシャル・マイ
ノリティ。
第4回

現代の教育問題（３） エスニシティと学校（担当：薮田直子）
ニューカマー外国人の子どもの教育問題について学び、多様なエ
スニシティに開かれた学校づくりの方途を探ります。
キーワードは、ニューカマー外国人、エスニシティ、多文化共
生。

第5回

現代の教育問題（４） 事故と学校（担当：薮田直子）
学校事故の実態、要因、事故リスクを下げる方途について、科学
的根拠に基づいて学びます。
キーワードは、学校安全、学校事故、教育リスク。

講義内容を配布資料を用いて復習し、疑問
点がないかどうか確認しておく。

4時間

講義の内容を各自復習してまとめ、配布資料
及び映像資料に関しての自分の考えをまとめ
ておく。

4時間

講義の内容を配布資料や配布した文献があ
る場合は、それらを用いて復習し、ジェン
ダーと教育に関わる問題について各自が理
解を深める。

4時間

講義の内容を配布資料を見返したり、映像資
料を思い出しながら、多文化教育の実践につ
いて自分の考えをまとめる。

4時間

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、学校におけるジェンダー問題やそ
の解決策に関する知識を深めよう。

4時間

第6回

研究方法（１）量的調査からのアプローチ：教育問題を捉え
る視座（担当：薮田直子）
現代の学校教育における諸問題を捉えるための視座を、教育社会
学の学問領域に依拠しながら提示します。
キーワードは、複眼的思考、教育社会学、エビデンス。

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、疑問点がないか確認しておく。

4時間

第7回

研究方法（２）質的調査からのアプローチ：学校教育を「科
学」する方法（担当：薮田直子）

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、これまでの授業内容で疑問点がな
いかどうか確認する。また7回の授業内容をま
とめ定期テストに備える。

4時間

講義の内容を配布資料を用いて復習し
た上で、法令に基づく学校についてノー
トに整理する。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，学校種ごとの現状や課
題をデータを基に整理してまとめる。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，各学校種ごとに置かなければならな
い教職員と置くことができる教職員の違いか
ら各学校について理解する。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，学校に関わりのある法令について、そ
の意味をノートに整理する。

4時間

現代の教育問題（１）～（６）の講義がすべてエビデンス（科学
的根拠）に基づいて展開されてきたことを振り返り、エビデン
スを獲得する方法としての社会調査法について学びます。
キーワードは、エビデンス・ベースド・アプローチ、社会調査
法、量的・質的調査。
第8回

学校とは何か（担当：服部敬一）
学校教育法に基づく学校，保育所保育指針に基づく保育所，幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基づく幼保連携型認定こど
も園について，その目的や特質，組織の特徴について法
令を基に理解する。

第9回

各学校の特色（担当：服部敬一）
学校教育法に基づく学校，保育所，幼保連携型認定こども園等に
ついて様々な数値（データ）をもとに，現状，課題，変化
等を捉え，法令と見比べながら学校種ごとの特色について理解す
る。

第10回

学校の教職員（担当：服部敬一）

学校教育法が定める「学校に置かなければならない教職
員」と「学校に置くことができる教職員」について知ることに
よって，学校種ごとの特色や違いや学校間の接続について理解す
る。
第11回

学校教育と法令

（担当：服部敬一）

学校教育に関わりの深い法令（学校教育法，学校教育法施行
令，学校教育法施行規則，学校保健法，学校図書館法等）から比
較的身近なの条項を幾つか取り上げ，内容について知るととも
に，その意味を理解する。
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第12回

学校教育と学習指導要領等（担当：服部敬一）

学校教育法施行規則をはじめ，学習指導要領，幼稚園教育要
領，保育所保育指針，幼保連携型認定こども園教育・保育要
領の内容から，各学校等の教育、保育内容の特色を理解し，それ
らを通して，各学校の特色とともい，そのことを学習指導要領
等で定められている意味を理解する。
第13回

教員の服務（担当：服部敬一）
地方公務員法，教育公務員特例法等の中から教員の服務につい
て定めている幾つかの条項について，その内容，目的を理解する
ことを通して，教員の身分，立場について理解を深める。

第14回

教師の研修（担当：服部敬一）

教育基本法が定める研修の義務を基に，教育公務員特例法か
ら幾つかの条項を調べ，教員の研修の仕組みについて詳しく理
解する。また，研究と修養の違い，修養の意味，資質向上につい
て理解する。
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講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，学習指導要領等が示す内容から各学校
等の教育，保育内容について整理し，その意
味をまとめる。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，教員の服務から教員の身分について理
解を深めノートにまとめる。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，教師の指導力，資質の向上のための研
修について更に理解を深めノートにまとめる
また，期末試験に備えこれまでの学修を整
理する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育工学入門
炭村紀子
3年、4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

ビジネス専門学校において、Office系ソフト・CGデザイン系アプリケーションの指導などコンピュータ専任教
員として約５年間勤務経験有。その後、成人向けのパソコン講習を２５年、全国の小中学校における、教職
員や児童生徒に対してのeラーニングソフトの講習会を12年行っており、小中学生にプログラミング教室を4年

授業概要
本授業の目的は、コンピュータの知識だけでなく、子どもたちが自ら学び合うことを常に念頭におき、主体的で対話的な深い学びを活用した情
報モラルや道徳教育での授業設計・技量を身に付けることができる学びを行う。教育工学の発展と現在の「教育の情報化」が教育にもたらす利
点を学び、ICTとは何かを理解するため、コンピュータ基礎知識理解、プログラミング教育、ICT（Information and Communication
Technology情報通信技術）機器の効果的活用授業の構築をするソフトウエア演習を行い、情報社会の中で学び続ける力の育成方法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育工学に関する基礎理論

教育での様々なICT利用について特色を整
理することができる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

変化の激しい情報社会に対応し、最新の情報
機器やソフトを活用し、時代にあった指導方
法を学ぶ。

情報社会の中で、日本だけでなく世界で
のICTがどのように教育現場で活用されてい
るかに関心を持ち。教育現場で最新の情
報をキャッチでき指導に生かせるようにな
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ICTの機器やシステムを学習の場面で適
切に利用し、教育課題を解決することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

ICTを活用した子どもたちが自ら問題発
見し問題解決につながるための、教師として
の導きを、考えた指導案を作成することがで
きる。

3 ．DP6.行動・実践

正常性バイアスに関して学び、間違った情
報に惑わされず、真摯な目で物事を判
断し子どもたちを導けるようにできる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)
・その他(以下に概要を記述)
・課題（演習、調査、質問紙、レポート、ケースメソッドなど）
・振り返り（振り返りシート、ミニッツペーパーなど）

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
・講義最後にレポートを回収します。返却は基本的にしませんので、ご自身でもレポートの内容や講義内容で気づいたこと等を控えておい
てください。返却を求める方は講義後に申し出てください。
・GoogleClassroomを活用し、資料提供や課題出題、課題提出、質問などを行う。グループワークではJamboadを活用する。

成績評価
注意事項等
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・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
・講義の中でのレポートは分量があまりにも少なければ、出席していても放棄とみなし、成績評価を行わない。
・Microsoft Officeなどの基本的ビジネスツールが使えること。
・授業外でもインターネットにアクセスできる環境があること（自宅にない場合は、学内でできる習慣をつけておくこと）
・パソコン実習の際は持ってこれる者は自身のパソコンを持ち込み可とする。
・授業で使用するアプリケーションソフトやデジタル教材などは、情報の変化があるため余儀なくシラバスの内容も一部変更することもあ
る。
・授業の進行上、講義室またはパソコンルームで講義を行うが、変更することもあり得るため次回の教室の確認を講義の最後に行う。
・授業中に質問紙を行うことがあるが、研究以外の目的で活用することや、個人が特定されることはない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中の課題達成度
30％
授業への参加度
30％
最終課題
40％

： 指定された授業回での予習レポート及び毎回の授業終了時に行う小レポートの内容（理解度・文章
量など）をもとに評価する。
： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを評価す
る。講義内容以外のPC操作はマイナス評価とする。グループワークでは協調性をはかりながら意
見をまとめる。
： 最終課題としてパソコンを用いて制作し、授業で得た知識をを的確にとらえ、課題に沿った理解を
まとめ、総括としてのレポートを提出する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

赤堀侃司

・

教育工学への招待

出版社
新版

・ ジャムハウス

出版年
・

2013 年

参考文献等
著書（編者）
タイトル 出版社
出版年
稲垣忠等 教育の方法と技術
北大路書房 2019
赤堀侃司 プログラミング教育の考え方とすぐに使える教材集 ジャムハウス
2018
高橋 純・寺嶋浩介 初等中等教育におけるICT活用
ミネルヴァ書房 2018
水越敏行･吉崎静雄等 授業研究と教育工学 ミネルヴァ書房 2012
藤村裕一 授業改善のための学習指導案
ジャムハウス
2016
リンダ・リウカス作 鳥井雪訳 ルビィのぼうけん 株式会社翔泳社 2017

履修上の注意・備考・メッセージ
授業内で課題に取り組み完結できるよう、時間内で考えをしっかり文章にまとめられるようにしておくこと。振り返りや毎講義の内容が後の講
義内容にもか関わるため、「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をするこ
と。
使用教科書の「教育工学への招待」に準拠した内容で授業を進める予定である。よって教科書を取得しておかれると良い。
GIGAスクールが開始された昨今、情報に関しては教育の流れの変化が激しい時代であるため、シラバスの内容も必要に応じて最新の状況を踏ま
え変更になる可能性がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： ※授業後やメールにて対応いたします。sumimura-n@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、教育工学について
・授業の目標、学習内容、評価、話し合いの仕方について説明し
ます。
（感染予防対策が必要と思われる際は、話し合いの場を減らすこ
ともあります。）
・ペアで自己紹介をしていただき、他己紹介をしていただきま
す。
・グーグルクラスルームの活用方法
・教育工学とは
・「今のICT教育が現場でどのように行われているかを、教育実
習の経験などを書き出していただき、またこれからの子どもたち
に育みたい資質と能力」を話し合ってもらいます。

第2回

教育工学とは
・前回のふりかえり
・教育工学研究（プレゼンテーションの向上）
・教育工学の背景と特徴
・本日のレポート課題
・校務支援（学校現場での校務事例）
・本日の実技課題（Excel成績表）

第3回

認知主義の学習と考え方
・前回のふりかえり（Excel演習）
・本日の課題①
・記憶に残るデザインとは（配色やカラーの意味）
・本日の課題②
「主体的・対話的で深い学びに向けて、学びの質を高めるために
はどうすればいいのか」
授業をつくるということ
認知主義の学習の考え方について学びます。主体的・対話
的で深い学びに向けて、学びの質を高めるためにはどうすればい
いのかを自身の意見を書きだした後、話し合ってもらいます。
・本日のレポート

第4回

情報教育の内容と方法
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キーワード：オリエンテーション・自己紹
介・他己紹介・校務支援・成績表

2時間

キーワード：教育工学とは、プレゼンテー
ション、パソコン実習、認知主義

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：記憶に残るデザイン、主
体的・対話的で深い学び

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：教育システムデザイ
ン、図式化

2時間

6579
・前回の振り返り
・ワーク①②
・本日の課題
・真実の情報とは
・ICTの活用と教科としての情報
・本日のレポート「行程の図式化」
行程や行動を図式化することで、多角的な思考と整理でき、相
手への伝わり方も違うことを知る。
第5回

状況論的学習、コンピュータによる学習支援

・前回のふりかえり「行程の図式化」
・状況論的学習
（インターネットにより得られる情報）
・コンピュータによる学習支援
（ドリル学習演習）
・文部科学省CBTシステム「MEXCBT-メクビット-」
・ICTに関わることとは
ICT機器などを活用した学習環境
学習環境を目的に応じて構成することで、教師の意図した学び
を引き出すだけでなく子どもたちの学ぶ意欲を高めることとな
る。学習環境にはどんな要素やデザインがあるかを話し合いま
す。
第6回

CMI研究
・前回のふりかえり
・世界の教育現場とICT
・eラーニング（ドリル学習実習）
・本日の課題
授業の魅力・効果・効率を高めるICT
ICTの特徴を理解し、学びのスタイルに応じた適切な活用をする
ことでその良さをさらに引き出すことができる、eラーニングに
よる学習支援とはどのようなものかを体験し、実際に子どもたち
に、どのようにICTを用いた学習を行えばいいのか、または課
題があるかを考える。

第7回

新学習指導要領と「生きる力」を育む情報教育

・前回のふりかえり
・新学習指導要領と「生きる力」
・正常性バイアスとは
・正しい情報を見抜く力
・大川小学校の悲劇から学ぶ
・「活動のねらい」と「ゴール」を明確にした指導案作成上の留
意点
ネット社会の中で確かな情報を掴むみ正しい判断ができる。新学
習指導要領の中で「生きる力」を身に付けるための子どもたち
が自ら問題発見→問題解決ができる学びとは、指導案を基に考え
ていきます。
第8回

ICT教育の事例紹介と教材作成、

・前回のふりかえり（問題発見と問題解決）
・幼稚園でのICT教育事例
・ICTを用いた教材作成（フラッシュカードソフトの実習と作
成）
・学習者間評価
・予防教育科学とは
教材作成の実習を通じて、アプリケーションソフトのスキルアッ
プ図る。児童生徒などに見せる教材作成とは。他者の成果物か
ら比較し、客観的に自身の作品と比較しパソコン技術力を高め
る。
幼児期や初等教育における、ICTを活用した予防教育科学の紹介
第9回

コンピュータの基礎知識と情報モラル、Society5.0と学
校Ver.3.0
・前回のふりかえり
・Society5.0と学校Ver.3.0
・ICTプロフィシエンシー検定試験（P検）模擬試験（コンピュー
ターの基礎知識）
・情報モラル試験の実施
コンピュータの基礎知識の把握。教育の現場ではパソコンで校
務を効率よく行うことが求められる。よって自身の知識を把握す
るためにICTプロフィシエンシー検定試験と情報モラル試
験を行う。理解不足を今後補い、教育現場で子どもたちに指導す
る立場としての知識を養う。

第10回

プログラミング実習①初級コーディングの基礎
・前回のふりかえり
・支援学級でのICT教育の取り組み紹介
・プログラミングソフト紹介と実習（グリコ―ド・コードモン
キー、プログルなど）
子どもたちが授業で取組む姿をイメージしながら、それぞれのプ
ログラミングソフトを実際に体験する。

第11回

プログラミング実習②応用と創造
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キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：学習環境、プロジェク
タ、タブレット、机の配置、世界の学校現
場でのICT、eラーニングソフト、ドリル、メ
クビット

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：CMI研究、世界のICT教
育、ｅラーニング、ドリル

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：ネット社会、正常性バイ
アス・大川小学校の悲劇・生きる力・新学習
指導要領

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：ICT教育事例、フラッシュ
カード、アクティブラーニング、特別支援学
級、学習者間評価、予防教育科学

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：ICTプロフィシエンシー検
定試験、情報モラル、Society5.0、学
校Ver.3.0

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：支援学級でのICT活用、プ
ログラミングソフト、プログラミング的思考

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：スクラッチプログラミン
グ、ビスケット、プログラミングソフト、プ
ログラミング的思考

2時間

6579
・前回のふりかえり
・事例紹介
・プログラミングソフト紹介と実習（スクラッチプログラミン
グ・LINE entryなど）
子どもたちが授業で取組む姿をイメージしながら、それぞれのプ
ログラミングソフトを実際に体験する。
第12回

チーム学校としてのICT環境づくり
・前回のふりかえり
・自己肯定感
・または効果的なPowerPointを活用したグループワークによるプ
レゼンテーション
・授業における問題発見・問題解決・ゴール設定
・ICT活用支援員とは
・学校におけるICT支援員との関り
・時代の流れが激しい世の中で、変化と共に教育でのICT活
用の促進と、ICT機器やソフトの変化を受け止め、ICT支援
員と共に授業観と教育観をもった授業デザインができる。

第13回

道徳と情報教育

・前回のふりかえり
・NHK for Schoolの題材を活用し、自身の考えと他の人との考え
を整理して深めていく。子どもたちが情報社会の中で、健
全な心を育み、安全で安心な社会を生きるために、子どもたち
を取り巻く情報ネットワークを使う上で、?友情”をキーワー
ドに、ピンチに遭遇した時にどのように対処していくかを学ぶ。
第14回

STEAM教育・アンプラグドプログラミング

・前回のふりかえり
・諸外国のICT教育事例
・STEM教育とは STEAM教育
・持続可能な開発目標 SDGs
海外や日本でもSDGSを取り入れたSTEAM教育の事例から、日
本のICT教育が世界の中ではどのような状態なのかを知る。今後
持続可能な世界での開発目標（SDGｓ）の取り組み
を知り、ICTを活用した教育でどのようなことが出来るかを創
造する。
・アンプラグドプログラミングとは
・論理的な思考
・世界で起こっている情報を知る
プログラミングを学校で学ぶこととは、プログラマーになること
ではない。アンプラグドプログラミングとは、パソコンやタブ
レット端末といった電子機器を使用することなく、プログラミン
グ的な思考を学ぶ学習方法であることを知る。 カードやパズ
ルなどを用いることで、コンピュータが動作する仕組みや、プロ
グラミング的な問題解決の手順（アルゴリズム）を学習する。
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キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：ICT支援員、ICT機器、時
代の変化、情報社会、情報と教育

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：情報、NHK for
School、SNS、学校生活、スマートフォン、無
料通話アプリ、情報モラル、情報リテラシー

2時間

キーワードを検索し予習・復習を行ってくだ
さい。キーワード：SEAM教育、STEAM教
育、SDGｓ、諸外国でのICT教育、アンプラグ
ドプログラミング、論理的な思考、APF通
信、世界報道写真展

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

子どもと英語【初等】
伊藤由紀子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市の公立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（全14回）

授業概要
急速なグローバル社会の進展に伴い、世界各国で外国語学習の低年齢化が進んでいる。日本においても2011年度より高学年で「外国語活
動」が導入され、2020年度からは教科「外国語」（高学年）、「外国語活動」（中学年）が導入されている。本講義では、我が国の子ども
に対する外国語指導の現状と課題、世界の外国語教育事情、また外国語を学ぶ際の発達段階、言語習得を踏まえた、英語に関する基本的な事
項について学修を進め、音声指導や絵本指導を中心に指導法を学修していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

幼児期からの外国語教育について、現
状を知り、意義や目標を理解するととも
に、発達段階や言語習得理論などの理論的基
盤について学修する。

子どもに対する外国語教育を実践する際に必
要な指導について理解できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

児童英語教育をめぐる理論的知見を理解する
とともに、実践的な指導力の基礎となる教科
内容を身に付けることができる。

2 ．DP8.意思疎通

フォニックス指導や絵本指導を通して幼
児、児童との円滑なコミュニケーショ
ンの力を身に付けることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート・授業内課題
20％
最終発表
20％
最終課題
40％

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に挙手、発言し、仲間と協力して活動できているかを総合
的に評価する。（20点）
： 授業内課題（20点）について基礎的な知識を踏まえて課題に取り組めたかを評価する。各授業で
の振り返り（10点）や、外国語教育に関するさまざまな理論を理解しているかを評価する。
： ポスター発表において、絵本指導を通して音韻意識を育成するという視点で効果的な指導を提案で
きたかについて評価する。（30点）
： 子どもに英語を教えるうえで必要な指導理論を踏まえた上で作成した自作絵本、読み聞かせビデ
オを最終課題とする。作品の質と、子ども達に伝わる読み聞かせができているかを総合的に評価す
る（20点）

使用教科書

311
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特に指定しない

参考文献等
リーパー・すみ子『アメリカの小学校ではこうやって英語を教えている』径書房、2008年
松香洋子・田縁真弓『Phonics Workbook』mpi、2009年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでもかまいません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：子どもに英語を教えるということ
グローバル化の進展、CEFR、低年齢化する外国語教育につい
て触れ、これから求められる英語教育、幼少期の英語教育の必要
性、コミュニケーション能力について考えます。
コミュニケーション活動。子どもに英語を教えるうえで、どのよ
うな音声指導が必要か考えます。音韻意識活動のステッ
プを知り、段階的な音声指導について理解します。

これまでに体験した英語指導を振り返る

4時間

第2回

歌・チャンツを使った音韻認識指導
子どもに英語を教える際に使用されることが多い、歌・チャン
ツについて、体験を通して学びます。また、発音指導（強勢やイ
ントネーションなどを含む）についても考えます。
接頭語・接尾語を聞き取る活動や、文字を音声化していく活
動、音を文字にしていく活動などを実際に体験しながら指導
法を学びます。
自作音声教材を作成します。

音声指導教材を作成

4時間

第3回

自作音声教材の発表
自作音声指導教材の発表
音と文字のルールであるフォニックス指導について、実際に体
験しながら内容と指導法を学びます。また、音
声を聞き取り、正しく発音するスキルを身につけます。

音韻意識活動のまとめ

4時間

第4回

海外のフォニックス指導体験
アナリティクス・フォニックスやシンセティック・フォニック
スについて学びます。
海外で行われているジョリーフォニックス指導について学びま
す。日本で行われている指導との違いや期待される効果につい
て考えます。
音声指導から文字指導へのステップについて学びます。

フォニックス指導体験の準備

4時間

第5回

デジタル・ICT機器を活用した外国語指導・ジョリーフォニック
ス指導体験
外国語の音声・文字指導におけるデジタル・ICT機器の活用、そ
の効果について考えます。
これまでの音声から文字への効果的な指導を振り返りながら、グ
ループでジョリーフォニックスの指導の準備をします。

フォニックス指導体験の準備

4時間

第6回

ジョリーフォニックス指導体験発表会（1）相互評価
実際にジョリーフォニックス指導を体験します。
その後、検討を行って相互評価します。

発表の振り返り

4時間

第7回

ジョリーフォニックス指導体験発表会（2）振り返り、改善
実際にジョリーフォニックス指導を体験します。
体験を通して得た学びについて、ディスカッションを行います。

発表の振り返り

4時間

第8回

英語絵本指導、絵本の分析
その後、英語絵本を使った指導の在り方、方法について学びま
す。英語絵本の中に見られる、さまざまな音声指導の工夫を理
解します。絵本を分析します。

絵本探し

4時間

第9回

英語絵本指導、多読指導、読み聞かせ
発達段階に応じて、効果のある絵本とはどのようなものか
を考え、読み聞かせをします。これまでに学んだことをもと
に、効果的な英語指導を目指した自作絵本をグループで作成しま
す。

自作絵本の構想

4時間

第10回

英語絵本作成（1）ストーリー、音韻意識
グループで自作絵本を作成します。ストーリーと音声指
導を組み合わせ、音韻意識が身に付くようなしかけを考えます。

英語絵本作成を行う

4時間

第11回

英語絵本作成（2）英文作成
グループで自作絵本を作成します。実際に英文を構成していきま
す。

英語絵本作成を行う

4時間

第12回

英語絵本作成（3）しかけ、工夫 ポスター作成
グループで自作絵本を作成します。飛び出す絵本や、めくり絵
本、剥がせる絵本など様々な工夫を考えます。また、絵本発表
会のためのポスターも作成します。

英語絵本完成、ポスター完成

4時間

第13回

ポスター発表会
ポスター発表を行います。グループで作成した絵本について、そ
の内容や工夫した点、絵本指導を行うことで子どもたちにどのよ
うな力が期待されるかなどを、ポスター発表の場を訪れた人に説
明します。

発表の振り返り、作品提出

4時間

第14回

授業全体のまとめ、自作絵本の読み聞かせ

絵本の読み聞かせビデオ作成

4時間

312

6580
14回の授業の内容について、振り返りを行い、「子どもと英
語」というテーマで討論会を行います。これまでに学んだ理論を
もとに、これから目指すべき英語指導について話し合います。
最終課題（絵本、読み聞かせビデオ）についての指示をします。

313

6581
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

海外教育演習
橋本隆公
3年

開講時期

後期

2

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
オーストラリア（ケアンズ市）の小学校の視察および現地の教員や児童との交流を通して、現在のオーストラリアにおける学校教育の実
情を知り、それらの国の学校教育を比較することを通して、日本の教育文化の特質を深く理解し、子どもの教育に実際にかかわっていく際の課
題意識を幅広く高めていく。本演習は、大学での事前指導、オーストラリア（ケアンズ市）での保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校で
の実地演習、大学での事後指導で構成されている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

オーストラリア（ケアンズ市）の小学校の視
察

各国の学校教育を比較することを通して、日
本の教育文化の特質を深く理解し、課題意
識を幅広く高めていく。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもの教育に実際にかかわっていく際の課
題意識を幅広く高めていくことができる。

2 ．DP6.行動・実践

各国の子どもの教育に物怖じすることな
く、かかわっていく力を身につけることがで
きる。

学外連携学修
有り

(連携先：サンシャインデイケアセンター・TAS・エッジヒル小学校など)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

取り組み状況

： 実地演習中の複数の施設訪問プログラムへの参加状況を評価する。
30％

成果発表内容

： 事後学習における実地演習を通した学びを本学所定のルーブリックにて評価する。
30％

期末課題レポート

： 実地演習を通して得た知識を本学所定のルーブリックにて評価する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日・金曜日の昼休み

314

6581
場所：

橋本：中央館2階
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 渡航に関するガイダンス、および、全
体スケジュールの共通理解
大学にて、次の3つのガイダンスを行う。第1部は、教員による授
業の目的・概要・スケジュールの説明とする。第2部は、旅行担
当者からの渡航に関する説明とする。第3部は、教員と旅行担当
者からオーストラリアの概要を紹介する。

文献研究レポート

4時間

第2回

事前学習（１） オーストラリアの歴史・文化・風土（※日
本との交流史を含む）
大学で、オーストラリアの歴史・文化・風土（※日本との交流
史を含む）を知り、日本と比較することで、オーストラリアの課
題を発見する。

課題発見レポート

4時間

第3回

事前学習（２） オーストラリアの教育事情（現地にて子ども
と交流する活動の準備）
大学で、オーストラリアの教育事情を知り、日本と比較すること
で、オーストラリアの子どもたちとの交流活動の準
備に取り組む。

実地演習先についてのレポート

4時間

第4回

事前学習（３） 教育課題（現地にて教員と交流する企画の準
備）
大学で、教育課題について、実地演習を通して解決できる要
素を整理し、現地にて教員と交流する企画の準備に取り組む。

実地演習先での活動計画と質問の立案

4時間

第5回

実地演習（１） オーストラリア
現地滞在中に関するオリエンテーションを行う。

訪問施設①の午前の活動のレポート

4時間

第6回

実地演習（２） オーストラリア
幼児教育に関する現地視察を行う。

訪問施設①の午後の活動のレポート

4時間

第7回

実地演習（３） オーストラリア
幼児教育に関する施設で、子どもと交流活動を行う。

訪問施設②の午前の活動のレポート

4時間

第8回

実地演習（４） オーストラリア
幼児教育に関する現地視察を振り返る。

訪問施設②の午後の活動のレポート

4時間

第9回

実地演習（５） オーストラリア
初等教育に関する現地視察を行う。

訪問施設③の午前の活動のレポート

4時間

第10回

実地演習（６） オーストラリア
初等教育に関する施設で、教員と交流企画（ディスカッショ
ン）を行う。

訪問施設③の午後の活動のレポート

4時間

第11回

実地演習（７） オーストラリア
現地で歴史・文化・風土などについて実感を伴いながら理解す
る。

見学施設に関するふり返り

4時間

第12回

実地演習（８） オーストラリア
現地で実地演習全体を振り返る。

実地演習全体についてのふり返り

4時間

第13回

実地演習の振り返り・考察
大学で、実地演習を振り返り、課題について考察する。

発表用レジュメの作成

4時間

第14回

まとめ

オーストラリアの教育事情と実地演
習の振り返り

4時間

オーストラリアの教育事情と実地演習の往還を図る

大学で、レポートを活用したポスターセッション形式の相互評
価を通して、日本の教育文化の特質を深く理解し、子どもの教
育に実際にかかわっていく際の課題意識を幅広く高めていく。
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子どもと英語【中等】

授業科目名

小川一美

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

奈良市内にある小学校（高学年）において外国語活動の指導経験あり。（月2回程度×1年間）
大阪府内にある小学校（中学年）において外国語活動の指導経験あり。（月2回程度×半年間）
京都市内にある小学校（低学年）において外国語活動の指導経験あり。（3学期の内、2回）

授業概要
これまで小学5・6年生で取り組まれてきた「外国語活動」は2020年度より小学3年生から開始され、その「外国語活動」は5年生から正式な教
科「外国語」として取り組まれている。本講義を通して、その「外国語活動」や「外国語」が小学校教育課程上、どのような扱いとなっている
のか、目標、児童の発達段階について深く理解する。また、児童たちがそれぞれの段階における目標を達成できるような指導を行うために必
要な英語に関する基礎的な内容（音声・語彙指導など）を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

小学校学習指導要領（外国語活動・外国
語）の目標などを深く理解するとともに、そ
の目標を達成させるべく必要な理論（第二言
語習得や発達段階）や英語に関する知
識を身に付ける。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

副教材や教科書を見ながら、目標を達成でき
るような計画を立て、それを実行に移す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加

： 毎回の講義において積極的に参加しているかどうかを評価する。
28％

授業外の学修課題

： 毎回課す授業外の課題に真摯に取り組み、提出をしているかを評価する。
28％

模擬授業
24％
最終レポート
20％

： 講義で得た知識や視点をもとに、子どもたちに英語を教えるに相応しい指導が身に付いているか
を評価する。
： 小学校学習指導要領（外国語活動・外国語）の目標を達成できるような計画を立案し、実行可
能な内容であるかを評価する。

使用教科書
指定する
著者
金森

タイトル
強

・

出版社

小学校英語科教育法ー理論と実
践ー

参考文献等
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・ 誠美堂

出版年
・

2019 年
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文部科学省『小学校学習指導要領（外国語活動編・外国語編）』開隆堂出版、2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

原則、開講コマ前後の休憩時間

場所：

講義教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションおよび自身の外国語活動の経験の振り返り

オリエンテーションにおいて本講義の目標や今後の授業計画、な
らびに成績評価の方法についての説明を行う。また、本講義が初
回であることや本講義の内容に対する親しみやすさや次回講義内
容につながるよう、自身がどのような外国語活動を経験してきた
のか振り返ってもらう。さらに現行の外国語活動に関する情
報に触れることで、自身が経験してきたこととは明確に違うもの
であることを実感する。
第2回

小学校学習指導要領（外国語活動・外国語）の理解および教
員の資質について

全面実施となった現行の小学校学習指導要領（外国語活動・外国
語）を通して目標や内容や評価、それぞれの役割や方向性につい
て深く理解をするとともに、それらの目標を達成するために
は、指導する教員にどのような資質や能力が求められるかについ
て考える。
第3回

外国語学習と第二言語習得理論の基礎

子どもの発達と言語の発達について理解をするとともに、自
身の記憶や経験を振り返りながら言語習得や第二言語習得理論に
ついて考える。
第4回

児童を対象とした指導法やICTの活用について

小学校の現場で重用されている代表的な指導法を5つ掘り下げ
て扱うことで、指導法の趣旨を理解し、子どもたちの発達に応じ
た指導法を選び、あるいは子どもたちの興味・関心を引き付け
る指導法について考える。
第5回

コミュニケーション能力とその指導

コミュニケーションとは何かについてまず考え、実生活でや
り取りされているコミュニケーションを整理・分類し、コミュニ
ケーション能力を育成につながる指導の在り方を考える。
第6回

音声の指導
日本語と英語のそれぞれの音声面に着目し、そこから英
語が持つ音の特徴をしっかり理解するとともに、小学校におけ
る音声指導の進め方を考える。

第7回

語彙の指導

小学校で扱う語彙と以降で学習する語彙では性質は異なるが、中
学校における英語学習の基礎となっている。小学校で扱われる語
彙の特徴を知るとともに、小学校で行う語彙指導の在り方を考え
る。
第8回

音声と文字の関係の指導および文字・単語・文の書き方

英語に使われるアルファベットについて起源を知る。そして、ア
ルファベットと音声の関係性（フォニックス）に関する知
識を深めながら、子どもたちが音を聞いてその音声に対応する文
字を選んだり、あるいはdecoding/encodingする指導をどのよう
に行うかについて学ぶ。
第9回

文字・単語・文の書き方の指導および文・文構造・文法の指導
単語や文の書き方に関する知識についてさらに深く触れるととも
に、英語の文構造や定型表現の機能をどのように理解するのか
を考え、子どもたちへの指導につながる方法を考える。
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外国語活動や外国語を担当する際に必要とさ
れる能力や資質のうち、理論につい
て学ぶ。第1回の講義内で話しがあった実体
験について紙面でまとめるとともに、実体
験の教育的な効果について分析を行う。ま
た、次回の授業に向けて丁寧に予習をしてお
く。

4時間

授業内で学んだ内容と自身が経験してきた外
国語活動についての違いを考え、自分が指
導する立場になった際に必要とされる資
質や能力についてまとめる。次回の授
業に向けて丁寧に予習をしておく。

4時間

子どもの発達段階や言語の発達に関する知
識をもとに、小学校学習指導要領（外国語活
動・外国語）の目標を比較した場合、重視す
べき課題は何であるかをまとめる。次回の授
業に向けて丁寧に予習をしておく。

4時間

小学校1学年から導入した場合、指導法はど
う変化するのか、講義の内容を基盤に考えて
みる。また、次回の授業に向けて丁寧に予
習しておく。

4時間

日本語とそれ以外の言語でやり取りを行っ
た場合、コミュニケーションの方法に違い
や共通事項があるか経験などをもとに具体
的な状況を設定し、自分なりの指
導の在り方をまとめる。次回の授業に向け
て丁寧に予習をしておく。

4時間

音声指導がいかに重要であるかを証明する事
例を紹介しながら講義内容をまとめる。次
回の授業に向けて丁寧に予習をしておく。

4時間

小学校で実際に扱われている語彙のうち、よ
り多くの語彙の広さと深さを持つ語彙を自
分で探し出す。次回の授業に向けて丁寧に予
習をしておく。

4時間

市販（100円程度）やネットショップで紹介さ
れているアルファベット表を見て、フォニッ
クスの観点からアルファベットポスターの存
在について自分の考えをまとめる。また、市
販の英語ノートの特徴を分析する。次回の授
業に向けて丁寧に予習をしておく。

4時間

文法用語を使わずに、子どもたちに「文構
造」を理解する方法を自分なりに考える。次
回の授業に向けて丁寧に予習をしておく。

4時間

6582
第10回

ライム・うた・絵本・児童用物語および国際理解

子どもたちが英語により親しみを持たせる手段の1つとし
て歌や絵本などが使われるが、英語に触れさせる以上の価値（国
際・異文化理解がそこにあることに気付くともに、活動や授
業の中で扱う際の教材の選定基準について考える。
第11回

学習指導案の作成および模擬授業の実施方法の説明

絵本や歌の選定基準を通して触れた視点をもとに、学習指導
案の作成方法を学ぶ。同時に、13回目から取り組まれる模擬授
業に関する説明を行う。
第12回

模擬授業のための準備
模擬授業を行うためにグループで準備を行う。

第13回

模擬授業および振り返り（１）前半グループ
グループ単位で模擬授業を行ってもらう。その後、小学校学習指
導要領（外国語活動・外国語）を用いながら、発表してもらっ
た模擬授業の内容を振り返る。

第14回

模擬授業および総括（２）後半グループ

グループ単位で模擬授業を行ってもらう。その後、小学校学習指
導要領（外国語活動・外国語）を用いながら、発表してもらっ
た模擬授業の内容を振り返る。
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講義内で紹介された本のうちから1冊選び、ど
のような視点や基準を持って選んだのかまと
める。次回の授業に向けて丁寧に予習をして
おく。

4時間

学習指導案が何のためにあるのかを考えると
ともに、「本時の展開を含まない」学習指導
案の部分を考える。模擬授業のための準
備に備える。

4時間

全グループが第13回に当たることを前提に模
擬授業の準備を行う。

4時間

講義内で披露された模擬授業について受講者
全員が振り返りを行う。次回に発表す
る人は発表の準備を行う。

4時間

講義内で披露された模擬授業について受講者
全員が振り返りを行う。次回に発表す
る人は発表の準備を行う。また本講義の最
終レポートの準備に取り組んでもらう。

4時間

6592

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

学校体験活動Ⅰ（初等)
加藤博之・市川和也
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習・実習

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学校体験活動Ⅰは、実習の一環として位置づけられる。１年次に行った見学実習を受けて、長期にわたり教育現場での活動に継続
的に取り組む中で、教員等の子どもにかかわる仕事に関する資質･能力を高めていく。毎回目的を持って活動し、子ども達とのかかわり方やそ
の他の業務を体験するとともに、そこで得られるさまざまな気付き･学びを日誌に記録し、省察することで、業務内容と１日の流れを理解してい
く。さらに、記録に基づく交流を行い、自己の課題を明らかにした上で、学校体験活動Ⅱの学びへとつなぐ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に教育現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

教育者として求められる専門的知識・技
能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、学校での実習を含めて、授業に毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： ノート筆記、ワークシート等への取り組み、発言等の意欲的な受講態度をもとに評価する。
20％

課題達成度
50％
期末レポート
30％

： 日誌の記入内容（業務内容の理解度、課題発見及び課題克服への意欲や態度等）等をもとに評価す
る。
： 自身の現場体験を真摯に振り返り、今後の学修への展望を持つことができているかをもとに評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であり、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内
容を丁寧に復習し、次回の授業にむけて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

加藤：研究室（5階）、市川：研究室（5階）

備考・注意事項： ＜授業外での質問の方法＞
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールおよびオフィスアワーでも対応する。
メールアドレスやオフィスアワーなどは初回の授業で周知します。
ただし、件名に「学校体験活動Ⅰ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価等について）
本授業の目標・内容・課題・評価等を確認していきます。

第2回

学校体験活動活動の意義と目的および注意すべき事項について
学校体験活動活動の意義と目的および注意すべき事項を確認して
いきます。

第3回

学校体験活動先についての事前学習及び自らの目標課題設定
学校体験活動先についての事前学習内容を確認した上で、自ら
の目標課題を設定していきます。

第4回

学校体験活動報告書の記入と提出及び記録の記入について
学校体験活動先での事前訪問結果を明確化し、学校体験活動記
録の記入法について学びます。

第5回

活動校の概要

学校体験活動の省察（１）

活動校の概要や、教育活動から受けた全般的印象等を中心に学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第6回

小学校の教育活動の流れ

学校体験活動の省察（２）

小学校の1日の教育活動の流れを中心に学校体験活動での学び
を振り返り、グループディスカッションにより学びを深め
た上で、小レポートを作成します。
第7回

小学生児童の実像と特性

学校体験活動の省察（３）

配当された学年の児童の言動を観察して捉えた実像や特性を中
心に学校体験活動での学びを振り返り、グループディスカッショ
ンにより学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第8回

学びの交流と後半に向けた課題設定

グループ討議

（１）

これまでの学校体験活動及び作成したレポートを振り返り、各
自の学びをグループで交流することを通して、成果と課題につい
てまとめ、後半の学校体験活動における自らの課題を明らかにし
ます。
第9回

児童相互の関係

学校体験活動の省察（４）

学習場面や遊びの場面で捉えた児童相互の関係を中心として学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第10回

教員の活動や指導

学校体験活動の省察（５）

授業場面を中心に教員の活動や指導の実際の姿を中心として学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第11回

教員の授業外の業務

学校体験活動の省察（６）

教員が授業外でどのような教育業務を行っているかを中心に学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第12回

自分と児童との関わり

学校体験活動の省察（７）

これまでの体験活動の中で自分がどのように児童と関わってきた
かを中心に学校体験活動での学びを振り返り、グループディス
カッションにより学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第13回

学びの交流とまとめ

グループ討議

（２）

これまでの学校体験活動及び作成したレポートを振り返り、各
自の学びをグループで交流することを通して、成果と課題につい
て考察を深めます。
第14回

研究考察レポートの作成
これまでの授業で取り上げた課題を元に各自で課題を設定し、学
校体験活動で捉えた小学校の教育活動や児童、教員の活動につい
て考察したことをレポートにまとめます。また、学校体験活動全
体を振り返り、学びの成果と今後の課題をまとめます。
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シラバスを読み、授業及び学校体験活動につ
いてイメージを持つ。

4時間

学校体験活動に臨むに当たって、必要な事
項をまとめておく。

4時間

学校体験活動に臨むに当たって、実習校の概
要について調べておく。

4時間

学校体験活動先の教育･保育方針及び内容、施
設面等の特徴を詳しく調べ、まとめておく。

4時間

学校体験活動記録を作成し、学びと自身の課
題を明確にする。

4時間

学校体験活動記録を作成し、小学校の教育活
動の流れについて学びと自身の課題を明確に
する。

4時間

学校体験活動記録を作成し、小学生児童の実
像と特性について学びと自身の課題を明確に
する。

4時間

これまでの現場体験を振り返り、学びと自
身の課題をまとめる。

4時間

学校体験活動記録を作成し、児童相互の関
係について学びと自身の課題を明確にする。

4時間

学校体験活動記録を作成し、教員の活動や指
導について学びと自身の課題を明確にする。

4時間

学校体験活動記録を作成し、教員の授業
外の業務について学びと自身の課題を明確に
する。

4時間

学校体験活動記録を作成し、自分と児童と
の関わりについて学びと自身の課題を明確に
する。

4時間

これまでの現場体験を振り返り、学びと自
身の課題をまとめる。

4時間

これまでの現場体験を総括し、今後の課
題を明確にする。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

幼稚園体験活動
石田貴子・薮田直子・高尾淳子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習・実習

該当する
高尾：保育園に勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
幼稚園体験活動は、実習の一環として位置づけられる。1年次の園見学を受けて、長期にわたり保育現場での活動に継続的に取り組む中で、体
験を通して現場の実際を理解する。毎回、目的を持って活動し、幼児との関わりやその他の業務を体験するとともに、そこで得られるさまざま
な気づき・学びを日誌に記録していく。授業では、体験活動を行うための事前指導、1回ごとの振り返りと交流、事後指導を行い、自己の課
題を明らかにした上で、保育体験活動へとつなぐ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に保育現場に身を置くことで、求められ
る専門的な知識や技能を理解し、日常的な業
務への理解も深める。

保育者として求められる専門的知識･技
能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動を日常的にとることができる。

3 ．DP7.完遂

体験活動を最後までやり遂げることができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら、積極的にコミュ
ニケーションを図ることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：体験活動先幼稚園)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。また、体験活動前後の指導まで含めての単位認定となるた
め、気をつけること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習園からの項目別評価･総合評価を合計し、換算する。
50％

授業への参加及び課題達成
20％
実習記録
10％
諸手続きの遂行

： 授業各回の課題への取り組み、授業への積極的な参加ができているかを評価する。（各回の課
題に適切に取り組めている：1点×14回 積極的に参加できている：6点）
： 記録を適切に記入することができているかを評価する。（毎回の記録がおおむね記入できてい
る：1点×8回 園概要等のページが適切に記入できている：2点）
： 体験活動に関する諸手続きが滞りなく行われていれば5点とし、不備があるごとに減点する。

5％
期末レポート
15％

： 幼稚園での体験を真摯に振り返り、自己の課題を把握し、今後の学習への展望をもつことができて
いるかをもとに評価する。
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育･保育要領＜原本＞

・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

参考文献等
『幼稚園教育要領解説』文部科学省

フレーベル館（2018年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の実習科目であり、①幼稚園現場での体験活動8回、及び②授業での事前指導、中間指導、事後指導からなっている。どちらも不
足することのないよう、体調管理に注意し、真摯に取り組むことが望まれる。また、必要に応じ、授業時間外での個別指導も行う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： 授業外での質問方法
石田：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
薮田：yabuta-n@osaka-seikei.ac.jp
高尾：takao-a@osaka-seikei.ac.jp
※Eメールには、学年、クラス、学籍番号、氏名を必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前指導1：オリエンテーション及び体験活動の概要
本授業の目標･内容･評価等について理解する。また、自身の体験
活動実施園を知り、体験活動の見通しを持つ。

シラバスを読み、授業の概略を理解する。ま
た、園見学の記録を見直し、書き方を復習す
る。

1時間

第2回

事前指導2：体験活動実施園についての事前学習
事前学習をもとに交流し、体験活動実施園及び幼稚園について
の理解を深める。また、実習生調査票の必要性を知り、書き方に
ついて学ぶ。

体験活動実施園について調べる。

1時間

第3回

事前指導3：事前訪問及び注意事項
幼稚園体験活動の手引きにもとづき、事前訪問の必要
性と行い方、体験活動に関する注意事項について学ぶ。

実習生調査票を作成する。

1時間

第4回

事前指導4：目標の設定と記録作成
体験活動記録の必要性や書き方について学ぶ。事前訪問での諸注
意とこれまでの学びを踏まえ、体験活動各回の目標を設定する。

事前訪問報告書を作成する。

1時間

第5回

体験活動1及び振り返り
1回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

1回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第6回

体験活動2及び振り返り
2回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

2回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第7回

体験活動3及び振り返り
3回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

3回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第8回

体験活動4及び振り返り
4回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

4回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第9回

体験活動5及び振り返り
5回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

5回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第10回

体験活動6及び振り返り
6回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。

6回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第11回

体験活動7及び振り返り
7回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。また、実習
生調査票の受け取りなど、体験活動最終回及び終了後の手続きに
ついて理解する。

7回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第12回

体験活動8及び振り返り
8回目の体験活動の記録をもとに、振り返りを行う。また、園へ
のお礼状の書き方について学ぶ。

8回目の体験活動を行い、記録を作成する。

8時間

第13回

事後指導1：グループ討議
グループに分かれ、体験活動での学びをポスターにまとめる。

お礼状の下書きを作成する。

1時間

第14回

事後指導2：体験の発表とまとめ
作成したポスターを掲示しながら、グループごとに、体験活
動の学びについて発表する。体験活動全体の振り返りとまとめ
を行い、後期の保育体験活動及び保育実習、次年度の教育実
習に向けて、課題を明確化する。

グループで、学びのポスターを完成させる。

1時間
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433

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

学校体験活動Ⅱ（初等）
加藤博之・市川和也
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習・実習

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学校体験活動Ⅱは、実習の一環として位置づけられる。学校体験活動Ⅰ(初等)の学びを踏まえ、週1回程度小学校に出向き、子どもと教育に関す
る広い体験や学校生活全般を体験する活動を通して、①小学校の教育現場に身を置くことで、体験を通して教育現場の実像（人・物・仕
組み）を理解する、②教員の日常を“教育業務”として観察し、将来の自身の仕事をとらえる視点から、その在り方や価値について考察す
る、③児童とふれあう中で、子どもへの接し方や関わり方について、学び、考えることの３点について、さらに深化を図ることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に教育現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

教育者として求められる専門的知識・技
能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、学校での実習を含めて、授業に毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： ノート筆記、ワークシート等への取り組み、発言等の意欲的な受講態度をもとに評価する。
20％

課題達成度
50％
期末課題
30％

： 日誌の記入内容（業務内容の理解度、課題発見及び課題克服への意欲や態度等）等をもとに評価す
る。
： 自身の現場体験を真摯に振り返り、今後の学修への展望を持つことができているかをもとに評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であり、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内
容を丁寧に復習し、次回の授業にむけて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

加藤：研究室（5階）、市川：研究室（5階）

備考・注意事項： ＜授業外での質問の方法＞
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールおよびオフィスアワーでも対応する。
メールアドレスやオフィスアワーなどは初回の授業で周知します。
ただし、件名に「学校体験活動２：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価等について）
本授業の目標・内容・課題・評価等を確認していきます。

第2回

学校体験活動の意義と目的および注意すべき事項について
学校体験活動の意義と目的および注意すべき事項を確認していき
ます。

第3回

学校体験活動時における観察の方法
学校体験活動時によりよく子どもと関係を結び、授業を観察する
ために、授業観察を行う上での研究方法や姿勢を学びます。

第4回

教師や子どもの様子を観察・記述する
学校体験活動時に子どもの様子や教師の取り組みを観察し、記
録をとるための方法を学びます。

第5回

教師や子どもの様子を共有する

学校体験活動の省察（１）

学校体験活動での学びを記録をもとにして振り返り、グループ
ディスカッションにより学びを深めた上で、小レポートを作成し
ます。

シラバスを読み、授業及び学校体験活動につ
いてイメージを持つ。

4時間

学校体験活動に臨むに当たって、必要な事
項をまとめておく。

4時間

学校体験活動に臨むに当たって、実習校の概
要について調べておく。

4時間

学校体験活動先の教育方針及び内容を詳し
く調べ、まとめておく。

4時間

学校体験活動記録を作成し、教師や子ども
の様子について学びと自身の課題を明確にす
る。

4時間

第6回

子どもの視点から体験を吟味してみる 学校体験活動の省
察（２）
小学校の1日の教育活動の流れを中心に学校体験活動での学び
を振り返り、グループディスカッションにより学びを深め
た上で、小レポートを作成します。

学校体験活動記録を作成し、子どもの視点か
ら学びと自身の課題を明確にする。

4時間

第7回

教師の視点から考えてみる

学校体験活動記録を作成し、教師の視点か
ら学びと自身の課題を明確にする。

4時間

学校体験活動の省察（３）

配当された学年での教師のふるまいを観察して捉えた実像や特
性を中心に学校体験活動での学びを振り返り、グループディス
カッションにより学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第8回

学びの交流と後半に向けた課題設定 学校体験活動の省
察（４）
これまでの学校体験活動及び作成したレポートを振り返り、各
自の学びをグループで交流することを通して、成果と課題につい
てまとめ、後半の学校体験活動における自らの課題を明らかにし
ます。

これまでの現場体験を振り返り、学びと自
身の課題をまとめる。

4時間

第9回

多様な子どもたちと

学校体験活動記録を作成し、多様な子どもた
ちの姿について学びと自身の課題を明確にす
る。

4時間

学校体験活動記録を作成し、教員の活動や指
導について学びと自身の課題を明確にする。

4時間

学校体験活動記録を作成し、教員文化と教
員の働き方について学びと自身の課題を明
確にする。

4時間

学校体験活動記録を作成し、自分と児童と
の関わりについて学びと自身の課題を明確に
する。

4時間

学校体験活動の省察（５）

学習場面や遊びの場面で捉えた児童相互の関係を中心として学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第10回

教員の活動や指導

学校体験活動の省察（６）

授業場面を中心に教員の活動や指導の実際の姿を中心として学校
体験活動での学びを振り返り、グループディスカッションによ
り学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第11回

教員文化と教員の働き方

学校体験活動の省察（７）

現代において教員がどのような位置づけにあるかという点を中
心に学校体験活動での学びを振り返り、グループディスカッショ
ンにより学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第12回

自分と児童との関わり

学校体験活動の省察（８）

これまでの体験活動の中で自分がどのように児童と関わってきた
かを中心に学校体験活動での学びを振り返り、グループディス
カッションにより学びを深めた上で、小レポートを作成します。
第13回

学びの交流とまとめ 学校体験活動の省察（８） グループ討
議
これまでの学校体験活動及び作成したレポートを振り返り、各
自の学びをグループで交流することを通して、成果と課題につい
て考察を深めます。

これまでの現場体験を振り返り、学びと自
身の課題をまとめる。

4時間

第14回

研究考察レポートの作成

これまでの現場体験を総括し、今後の課
題を明確にする。

4時間

これまでの授業で取り上げた課題を元に各自で課題を設定し、学
校体験活動で捉えた小学校の教育活動や児童、教員の活動につい
て考察したことをレポートにまとめます。また、学校体験活動全
体を振り返り、学びの成果と今後の課題をまとめます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習事前事後指導（初等）（小学校）
加藤博之・市川和也
3年

開講時期

前期

単位数

1

実習

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全15回）

実務経験の概要

授業概要
教育実習に必要な基本的事項や教育実習参加についての参加要件（参加資格審査要件を満たしているかの確認）や事務手続き（実習参加カー
ド）、心構えなどについて講義し、教育実習に対する目的意識を明確にする。そして、教育実習が効果的に行われるようにする。
教育実習参加後は、教育実習の総まとめをし、実習日誌の整理、実習校への対応などを含め自己評価させ、教育実習参加体験の交流や発表会な
どを行い、実習体験の有効的な活用をはかる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

実際の小学校で今までの学修内容や教育の理
論を確認し、自らのものとする。

小学校現場での実習を通して今までの授業内
容を実際に使用する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

研究授業やそれにつながる授業を指導教
員の指導の下に行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前講義への参加度
50％
実習記録の記述内容
40％
期末課題
10％

： 教育実習への参加について、事前事務手続きを確実に行うこと。また、教育実習参加の心構えをき
ちんと持ち、各教科学習や講義内容の再確認などを適切に行えるかをみる。授業中の課題への取
組みを含む。
： 本講義で指示された記述方法や教育実習参加校での指導、巡回担当指導教員の指示どうり教育実習
日誌が記述されているか。また、自分なりの課題や疑問を持って記述されているかどうかなど。
： 教育実習を経験して得られた知見を基にして、教師を志望するために必要な専門性、人として
の豊かさ等といった資質能力を改めて振り返り、現代の教育課題への自分なりの取り組みを考えて
いるかを問う。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考書・参考資料等
柴田義松、木内剛編 『教育実習ハンドブック』 学文社 2012年
その他、必要に応じて紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、実習時期もばらばらであるので通年を通じた断続的な講義内容となるが、毎回必ず参加すること。

325

6601

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

加藤：研究室（5階）、市川：研究室（5階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（教育実習の意義・目的）
大学で学修した理論と教育実践とを結ぶ機会が教育実習であるこ
とを確認します。

教育実習に対する心構えを確かなものにする
ための考えを持つ。

1時間

第2回

教育実習参加資格について
実習参加時までの成績表を基に、実習参加の可否を判断します。

3年生までの成績を整理しておく。

1時間

第3回

学校というところ（１）（学校の1年、教員の事務など）

実習でお世話になる各学校の様子を事前調
査する。

1時間

実習する学校の概要をHPや教員の話からつかみます。
第4回

学校というところ（２）（学校の1日、教員の職務など）
「教職論」で学修したことを基に、学校での過ごし方を考えま
す。

教員の服務についてまとめる。

1時間

第5回

教育実習の内容（教育課程、学級経営、学習指導、生活指導な
ど）
児童の教育をつかさどることを具体的に考えます。

教員の1日の生活がどのようであるかを調べる
こと。

1時間

第6回

学校現場の声を聴く（現職教員またはそれに代わる教員の講
話）
教育実習生を受け入れる立場の学校から、教育実習とは何か
を考えます。

講話に対する感想や学校現場がどんな気持ち
で実習生を受け入れているかを考える。

1時間

第7回

教育実習の依頼について（参加手続き、心構えなど）

教育実習参加時までの事務手続きや教育実習
参加への心構えを自分なりに整理しておく。

1時間

教育実習参加時までの事務手続きや教育実習
参加への心構えを自分なりに整理しておく。

1時間

指導案サンプルにもとずいて、何種類かの指
導案を作成する。

1時間

教育実習参加時までの詳細について様々な打ち合わせを行わなけ
ればならないことを知り、シュミレーションします。
第8回

教育実習参加体験談
講話（もしくはそれに替わる話）を聞き、実習参加への心構え
を強固なものにします。

第9回

指導案の書き方（教材研究、授業、発問、板書など）
指導が想定される教科について、指導案の作成を行います。

第10回

実習記録ノートの書き方（子どもの観察、研究授業、授業観
察）
実習日誌の書き方について、具体項目に沿って学修し、そのポイ
ントを学びます。

事前調査で判明している部分について、実習
日誌にあらかじめ記入する。

1時間

第11回

実習直前指導

実習指導担当教員と連絡を取り、教育実
習がスムーズに行われるようにしておく。

1時間

体験談（もしくはそれに替わ
る話）を基に、自分の今持っている力これか
ら補わねばならない力を整理する。

1時間

各実習指導教員から個別注意事項などの指導を受けます。
第12回

実習参加直前個別指導（実習参加体験の交流）
体験談（もしくはそれに替わる話）を聞き、実習参加に遺漏がな
いか確認します。

第13回

実習参加直後個別指導（実習参加レポートの作成）
実習日誌（記録）を整理し、実習について省察します。

実習日誌の整理

1時間

第14回

実習のまとめ、実習記録の整理と自己評価、総括（報告
会を含む）
実習日誌（記録）や参加レポートを基に、実習について整理、自
己評価を行います。
実習参加を振り返り、代表者が報告を行います。

実習日誌の整理。自分自身の実
習を振り返る。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習Ⅰ（初等）（小学校）
加藤博之・市川和也
3年

開講時期

前期

単位数

2

実習

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全1回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では下記の３点をねらいとします。①小学生の成長発達の様子や教員としての職務の一端に触れ、教職についての理解を深めます。②教
科の指導、学習指導案の作成、教員の指導の様子などを通して教育実践力を持てるようになります。③児童理解をはじめとする児童へ
の接し方や学級経営の基本について、実際に体験し教職に対する理解を確かなものとします。これらの目的のために2週間（80時間）実習に参
加し、子どもへの接し方、授業力や教職の専門性を学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

観察・参加実習

子どもとの関わりを通して、その実態や課
題を把握することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

観察・参加実習

学級担任の補助的な役割を担うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

指導教員等の実施する教育を、視点を持っ
て観察し、事実に即して記録することができ
る。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

教育実習校の教育方針及び特色ある教育活動
並びにそれらを実施するための組織体制につ
いて理解することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として実習は10日以上、80時間以上の実習時間が必要です。必要な実習時間を満たさなければ評価できません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習校からの成績

： 実習中の授業や実習記録や言動及び協調性等の実習態度、子どもとの関わり方について評価する。
80％

提出物
20％

： 実習事前指導及び事後指導時に、実習校への提出物や実習記録等から実習への取り組みについて評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領（総則）』2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
体調管理に留意し10日間の実習をやり遂げること。実習を完了させるためには、日々の実習終了後における実習内容を丁寧に振り返るととも
に、次の日の実習に向けて準備をすることが必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

加藤：研究室（5階）、市川：研究室（5階）

備考・注意事項： 実習園別指導教員もしくは教育実習事前事後指導担当者へ相談してください。
実習園別指導教員については教育実習事前事後指導の授業で案内します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

観察・参加実習
・授業を通して授業に対する知見を深める。
・子どもに接し、共に活動することにより、子ども理解を深め
る。
・学校現場を具体的に観察し、教員としての職務について理解す
る。

実習記録を書くとともに、次の日の実習課
題、目標等を明確にする。

20時間

第2回

時間

第3回

時間

第4回

時間

第5回

時間

第6回

時間

第7回

時間

第8回

時間

第9回

時間

第10回

時間

第11回

時間

第12回

時間

第13回

時間

第14回

時間

第15回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習Ⅱ（初等）（小学校）
加藤博之・市川和也
3年

開講時期

前期

単位数

2

実習

該当する
加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全1回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では下記の３点をねらいとします。①教育実習Ⅰでの学びを活かし、自ら問題意識をもちながら子どもとのかかわりを深める。②各教
科の研究授業など、確かな教材研究と指導技術に基づきながら授業づくりおよび学習指導案の作成を行い、教育実践力を形成する。③学級経
営の知識を踏まえたうえで学級の実態や目標に基づきながら子どもに指導することができる。これらの目的のために2週間（80時間）実習に参
加し、子どもへの接し方、授業力や教職の専門性を深化させます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

観察・参加実習

子どもとの関わりを通して、その実態や課
題を把握することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

観察・参加実習

学級担任の補助的な役割を担うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

指導教員等の実施する教育を、視点を持っ
て観察し、事実に即して記録することができ
る。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

教育実習校の教育方針及び特色ある教育活動
並びにそれらを実施するための組織体制につ
いて理解することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として実習は10日以上、80時間以上の実習時間が必要です。必要な実習時間を満たさなければ評価できません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習校からの成績

： 実習中の授業や実習記録や言動及び協調性等の実習態度、子どもとの関わり方について評価する。
80％

提出物
20％

： 実習事前指導及び事後指導時に、実習校への提出物や実習記録等から実習への取り組みについて評
価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領（総則）』2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
体調管理に留意し10日間の実習をやり遂げること。実習を完了させるためには、日々の実習終了後における実習内容を丁寧に振り返るととも
に、次の日の実習に向けて準備をすることが必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

場所：

加藤：研究室（5階）、市川：研究室（5階）

備考・注意事項： 実習園別指導教員もしくは教育実習事前事後指導担当者へ相談してください。
実習園別指導教員については教育実習事前事後指導の授業で案内します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

観察・参加実習
・研究授業、指導案の作成を通して授業に対する知見を深める。
・教員として子どもに関わりながらも適切に指導をすることに
よって、生徒指導への理解を深める。
・学校現場の職務に参加し、教員としての職務を体験する。

実習記録を書くとともに、次の日の実習課
題、目標等を明確にする。

20時間

第2回

時間

第3回

時間

第4回

時間

第5回

時間

第6回

時間

第7回

時間

第8回

時間

第9回

時間

第10回

時間

第11回

時間

第12回

時間

第13回

時間

第14回

時間

第15回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習事前事後指導（初等）（幼稚園）
山内淳子・清水真由子・片岡章彦
3年

開講時期

前期

単位数

1

実習

該当する
山内：私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
教育実習（幼稚園）に必要な基本的事項と心構えについて確認し、教育実習に対する目的意識を明確にし、教育実習が効果的に行われるように
する。実習はそれまでに学んだ授業を統合させるものであることから、すでに学んだことがらを十分に活かして実習準備に取り組むことが必
要である。教育実習参加後は、教育実習の総まとめをし、実習日誌の整理、実習園への対応などを含め自己評価をするとともに、教育実習参加
体験の有効的な活用をはかる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育者の専門知識と技能および職業理解

教職および教育課題についての知識をも
ち、保育教材の研究を行い保育技術の基
本を身につける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育技術と実践

保育技術の基礎を体得した上で、自らの実
践を省察しつつ保育を計画する力を身に付け
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの実践を省察し、課題を見つけることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

保育を計画し、実践に繋げることができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育技術の基礎を身につけ実践することが出
来る。

4 ．DP7.完遂

実習に向けての事務的な諸手続を完遂するこ
とができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

保育者の協働、実習生同士の協働について理
解し、連帯行動をとることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への積極的参加
20％
毎回の小レポート

： グループワークや模擬保育等、授業内活動への参加状況を評価します。積極的参加、他者への配
慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 授業での学びを振り返り、丁寧に記述されているものを高く評価します。

30％
実習後レポート
40％
諸手続きの遂行

： 実習での学びを振り返り、自己の課題や次の学修目標等を明確にできているものを高く評価しま
す。
： 個人調査票の提出などの諸手続きが期限を遵守し滞りなく行われている場合、高く評価します。

10％

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

文部科学省 厚生労働省

内閣府 ・

出版社

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・保育要領 ＜原本＞

出版年

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
長島和代（編）『これだけは知っておきたい
長島和代（編）『これだけは知っておきたい

わかる・書ける・使える
わかる・書ける・使える

保育の基本用語』 わかば社 2014
保育のマナーと言葉』 わかば社 2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（幼稚園教育実習の概要）
授業の目標、内容、評価方法などについて理解する。
幼稚園教育実習の概要、実習に向けての諸手続きについて知る。

シラバスを読み、授業の概略を理解する。

1時間

第2回

教育実習参加資格等について

成績表をもとに実習参加資格を確認する。実
習開始までのスケジュールをたてる。

1時間

幼稚園教育実習に関連すると思われるこれま
での学びを振り返る。

1時間

履修登録認定、実習参加認定について知る。
幼稚園教育実習に向けて準備すべきことを知り、実習開始まで
のスケジュールをたてる。
第3回

幼稚園実習の意義
幼稚園教育実習の意義や目的を確認する。これまでの保育に関す
る学びを振り返り、幼稚園教育実習に向けて自己課題を明確にす
る。

第4回

記録の意義
実習記録の意義、記録の際の留意事項等を確認する。

これまでの実習の記録を見直す。

1時間

第5回

指導計画の作成

実習予定幼稚園に合わせて、部分実習指導
案を作成する。

1時間

自身が作成した部分実習指導案をよりよくす
るためにどうしたらよいか検討する。

1時間

実習に向けての事務手続きの流れを理
解し、基本的なマナーを確認する。

1時間

実習記録等を通して、これまでの実習体
験を振り返る。

1時間

実習予定幼稚園の教育目標、地域性、沿革な
どを調べる。

1時間

教育実習の全体の流れを理解し、各段階にお
ける学びのスケジュールをイメージしてまと
める。

1時間

自信をもって実習に臨めるように最後の準備
及び心構えを確認する。

1時間

実習予定園ごとに実習準備状況の最終確認を
する。

1時間

幼児の発達や季節をふまえた指導計画の作成のあり方について確
認する。
第6回

指導計画の作成：グループワークを通しての改善
各自が作成した部分指導案をグループワークを通してよりよいも
のにしていく。

第7回

教育実習の依頼について（参加手続き、心構えなど）
実習生としてどのような態度であれば望ましいのかを確認する。

第8回

教育実習参加体験談
これまでの実習体験をお互いに話し合い、分かち合う。

第9回

さまざまな教育方針の幼稚園
幼稚園の教育方針は、その地域性や沿革などによって大きく異な
ることを知る。

第10回

実習生としての姿勢
新しい出会いを通して実習生としてどのように成長していきたい
かを具体的にイメージする。

第11回

実習直前指導
実習園を訪問する際の身だしなみや振る舞いなどの確認する。

第12回

実習参加直前指導
各自準備状況を確認するとともに、互いに準備状況を確
認し合う。

第13回

実習参加直後指導（実習参加レポートの作成）
実習での体験をどのような視点で振り返ることが望ましいか確
認し、自身の体験を振り返る。実習での学び、保育者を目指すう
えでの自らの強みや課題に向き合い、言語化する。

実習記録の仕上げを行い、体験を振り返る。

1時間

第14回

実習の振り返りとまとめ
実習での学びを振り返り共有し合うことで、実習の総まとめ
を行う。
自己評価と指導者からの評価を照らし合わせ、各自が今後の課
題を明確化する。

実習参加レポートを完成させる。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習Ⅰ（初等）（幼稚園）
山内淳子・清水真由子・片岡章彦
3年

開講時期

前期

2

単位数

実習

該当する
山内：私立幼稚園にて園長として11年勤務

実務経験の概要

授業概要
本授業は、教育実習事前事後指導での事前学習および他の教科目での学修を踏まえ、実際に幼稚園（幼保連携型認定こども園および幼稚園型
認定こども園を含む）で80時間（10日間）の実習を行うものである。
実習の目的は、
１．幼児教育に関わる理論や知識と保育実践とを総合的に学ぶ。
２．幼児への接し方や幼児の活動する様子、保育者の幼児への指導の仕方などを観察したり、自らが保育実践したりする。
３．保育者の職務の一端に触れ、教職についての理解を深める。
以上の3点であるが、実習園において事前指導を受けた後、担当教諭の指導の下で、観察実習から参加実習、部分実習へと進む。
実習中に大学教員による訪問指導があり、実習終了後は教育実習事後指導を受け、到達点と課題を確認する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

幼稚園・幼稚園教諭に関する知識・理解の深
化

実体験を通して、幼稚園・幼稚園教諭につい
て理解を深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育の総合的理解に基づく実践力の育成

既習の内容を総合し、実践に計画
的に取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

実習期間中の課題を把握し、計画的に実
習を進めることができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動をとることができる。

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として適切な行動ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先幼稚園およびこども園)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習園での指導の他、大学教員が実習園を訪問して指導を行います。

成績評価
注意事項等
80時間以上実習に取り組むこと。時間数が不足した場合は、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習園からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。
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5％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省・厚生労働省・内閣府 ・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領＜原本＞

・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説書』文部科学省編（2018年）
※ほか、教育実習事前事後指導の授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は教育実習事前事後指導（幼稚園）を受講し、実習への準備を整え実施するものである。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

各実習施設において、80時間（10日間）の実習を行う。
各実習園において、10日（80時間）の実習を行う。配属クラ
スの保育に補助的立場で参加し、個々の子どもや幼稚園教諭の職
務についての理解を深める。これを踏まえて、短時間・長時
間の指導計画案を作成し、担任教諭に代わって保育を行う。実習
反省会に参加し、実習を通しての自己の課題を明確にする。
※実際の内容等は、実習園によって違いがある。

実習記録を書くとともに、次の日の実習課
題、目標等を明確にする。

4時間

第2回

4時間

第3回

4時間

第4回

4時間

第5回

4時間

第6回

4時間

第7回

4時間

第8回

4時間

第9回

4時間

第10回

4時間

第11回

4時間

第12回

4時間

第13回

4時間

第14回

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習Ⅱ（初等）（幼稚園）
山内淳子・清水真由子・片岡章彦
3年

開講時期

前期

2

単位数

実習

該当する
山内：私立幼稚園にて園長として11年勤務

実務経験の概要

授業概要
本授業は、教育実習事前事後指導での事前学習および他の教科目での学修、教育実習Ⅰ（幼稚園）での経験を踏まえ、幼稚園（幼保連携型認
定こども園および幼稚園型認定こども園を含む）で80時間（10日間）の実習を行うものである。
本実習では、教育実習Ⅰ（幼稚園）での経験と課題をふまえ、個々の幼児理解や援助の方法について学びを深め、保育実践に必要な指導
力を身につける。
また、専門職としての幼稚園教諭の技能や態度、役割や職務についてさらに理解を深め、1日実習や責任実習を行い実践的能力の向上を図る。
実習終了後は、教育実習事後指導を受け、教育実習Ⅰと合わせて自身の学びを振り返り、到達点と課題を確認する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

幼稚園・幼稚園教諭に関する知識・理解の深
化

実体験を通して、幼稚園・幼稚園教諭につい
て理解を深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育の総合的理解に基づく実践力の育成

既習の内容を総合し、実践に計画
的に取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

実習期間中の課題を把握し、計画的に実
習を進めることができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動をとることができる。

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として適切な行動ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先幼稚園およびこども園)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習園での指導の他、大学教員が実習園を訪問して指導を行います。

成績評価
注意事項等
80時間以上実習に取り組むこと。時間数が不足した場合は、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習園からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。

5％

使用教科書

335
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指定する
著者

タイトル

文部科学省・厚生労働省・内閣府 ・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領＜原本＞

・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説書』文部科学省編（2018年）
※ほか、教育実習事前事後指導の授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
教育実習Ⅰと同様に教育実習事前事後指導（幼稚園）を受講し、実習への準備を整えてから臨む。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

実習園における観察・参加実習
観察・参加実習
・実習Ⅰをふまえ研究保育、指導案の作成を通して幼稚園教
育に対する知見を深める。
・幼稚園教諭・保育教諭として子どもに関わりながらも適切に援
助や環境構成をすることによって、幼稚園教諭の役割について理
解を深める。
・幼稚園・こども園での職務に参加し、幼稚園教諭・保育教諭と
しての職務を体験する。

実習記録の記入、および保育指導計画立案

4時間

第2回

4時間

第3回

4時間

第4回

4時間

第5回

4時間

第6回

4時間

第7回

4時間

第8回

4時間

第9回

4時間

第10回

4時間

第11回

4時間

第12回

4時間

第13回

4時間

第14回

4時間

第

4時間

15回
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

介護等体験（施設）
瀧本一夫・岡田優・鈴木克彦・川島裕子・寶學淳郎
2年

開講時期

前期

単位数

1

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

【瀧本】【鈴木】特別支援学校に勤務した経験及び教育委員会で指導主事として介護等体験に関与した経
験を踏まえ、具体的事例をもとに講義する（全14回）。

授業概要
高齢介護および障害者支援に関する全般的な基礎知識とともに社会福祉施設と特別支援学校の目的や指導・支援の実際や授業内容等に関する基
礎知識を修得する。社会福祉施設（5日間）と特別支援学校（2日間）における事前学習、事後学習を行う。具体的には、演習的方法を一部
取り入れた準備学習、実習中の指導助言、学びと課題を明確にするための事後学習をおこなう。
また、本授業は義務教育免許取得予定者には必修の授業であり、免許申請時に体験記録証明書が求められる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

義務教育学校の教員として持つべ
き考え方や態度の修得。

他者の尊厳を尊重して共感的に接する態
度を持つことができる。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

義務教育に携わる教員としてのあり方を涵
養することができる。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪府教育委員会、大阪府社会福祉協議会)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

日誌
40％

： 日誌の記述内容や考察について、定められた項目内容を正しく記述したうえで、反省点や次
回に向けての課題設定ができているか等について評価する。

介護等体験への参加（事前事後指導
： 目標設定やそのための手立ての立て方、自分で定めた目標について何ができて何ができていないの
含む）
か、またできていない所はどうするのか等について自らの考察を述べているかについて評価する。
50％
期末レポート
10％

： 実習のまとめとしてのレポートの内容、つまり介護体験において何を学んだか、さらに自らの進
路にどのように活かすのかという考察について評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
全国特別支援学校長会／介護体験ハンドブック フィリア／ジアース教育出版会
その他、授業で必要な資料（HOW TO 介護 大阪府社会福祉協議会など）を配布するとともに、適宜参考書を紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は集中授業を行う。特に実習に当たっては「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、実習に向け
て準備をすること。また、実習前には実習施設についてのガイダンスを行うので必ず参加すること。また、施設実習は各担当教員による個別指
導が行われるので担当教員と連絡を取り、実習に備えること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 授業時間外でも質問に応じます。
オフィスアワー等については、初回の授業時に周知します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本授業の目的と評価法、介護等体験の目的と障害に関する基礎
知識
介護等体験特例法により介護等体験を行う必要があること
を学び、介護等体験を行う目的と障害についての考え方や障害種
別、障害の程度などについて学びます。

介護等体験特例法、障害についての考え方に
ついて復習する。

1時間

第2回

社会福祉施設についての学習：高齢者福祉施設と障害者福祉施
設
大阪府社会福祉協議会「HOW TO 介護」を使用し、社会福祉施
設の実際について学びます。

「HOW TO 介護」のＱ＆Ａについて確認し知
識を深める。

1時間

第3回

特別支援学校についての学習

特別支援学校の教育目標や教育内容について
まとめる。

1時間

当日までに留意する事、体験の実施中に留
意することについてまとめる。

1時間

各自が介護等体験を行う特別支援学校の概要を知り、実習で留
意すべきことなどについて学びます。
第4回

介護体験に際しての注意事項
介護体験の実施にかかわる注意事項等について学びます。

第5回

特別支援学校での介護体験実習(１)
特別支援学校の幼児児童生徒の活動、学校生活について学びま
す。

学んだことや自らの課題についてまとめる。

1時間

第6回

特別支援学校の介護体験実習(２)

学んだことを自らの進路にどう活かすかにつ
いてまとめる。

1時間

特別支援学校の幼児児童生徒の活動、学校生活について学びま
す。
第7回

社会福祉施設での介護体験実習(１)
施設側の指示や注意事項を遵守し、利用者の皆さんに迷惑をかけ
ることに十分に留意しつつ円滑に体験を進める。

学んだことや自らの課題についてまとめる。

1時間

第8回

社会福祉施設での介護体験実習(２)
施設側の指示や注意事項を遵守し、利用者の皆さんに迷惑をかけ
ることに十分に留意しつつ円滑に体験を進める。

学んだことや自らの課題についてまとめる。

1時間

第9回

社会福祉施設での介護体験実習(３)
施設側の指示や注意事項を遵守し、利用者の皆さんに迷惑をかけ
ることに十分に留意しつつ円滑に体験を進める。

学んだことや自らの課題についてまとめる。

10時間

第10回

社会福祉施設での介護体験実習(４)
施設側の指示や注意事項を遵守し、利用者の皆さんに迷惑をかけ
ることに十分に留意しつつ円滑に体験を進める。

学んだことや自らの課題についてまとめる。

10時間

第11回

社会福祉施設での介護体験実習(５)

学んだことを自らの進路にどう活かすかにつ
いてまとめる。

10時間

他者の意見から得たことを自らの進路にど
う活かすか考える。

10時間

他者の意見から得たことを自らの進路にど
う活かすか考える。

10時間

教員を志す者として、いわゆる弱い立場にあ
る人や障害のある人への対応について洞
察を深める。

10時間

施設側の指示や注意事項を遵守し、利用者の皆さんに迷惑をかけ
ることに十分に留意しつつ円滑に体験を進める。
第12回

特別支援学校の介護体験の振り返り
特別支援学校の実習体験から得たことを発表・共有する。

第13回

社会福祉施設の介護体験の振り返り
社会福祉施設の実習体験から得たことを発表・共有する。

第14回

介護等体験実習総括
今後自分が何を学ぶべきかについて考えるとともに実習先への礼
状作成を通して学修のまとめを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教職実践演習(幼稚園、小学校)
加藤博之・石田貴子・片岡章彦
4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

加藤：大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全14回）
片岡：私立認定こども園にて教諭として勤務（全14回）

授業概要
本授業では、教職課程（幼稚園、小学校）に関するこれまでの学修を振り返り、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、②社会
性や対人関係能力に関する事項、③幼児・児童理解や学級経営等に関する事項、④教科・保育内容等の指導力に関する事項、のそれぞれについ
て、幼稚園教諭・小学校教諭として必要な知識・技能の修得状況を確認し、必要に応じて補完的指導を行う。さまざまな角度から一人ひとり
の資質能力が確認できるよう、講義、グループ討論、ロールプレイング、事例研究、模擬授業・模擬保育などの方法を適宜取り入れる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

教職課程に関する必修科目及び選択科目の履
修状況を踏まえ、自らの学びを振り返る。

教員として必要な知識・技能を修得したこと
を確認することができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

目標に向かってやりとげることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度

： 授業内でのグループ討論、ロールプレイング等への関与状況。
30％

課題達成度

30％
期末レポート

40％

： 2点×14回。毎授業終了時点で提出するふりかえりシートの記載内容。
教員としての専門性を踏まえたふりかえりができている：2点
授業内容を踏まえている：1点
教職履修カルテ：2点
： 授業概要記載の4項目につき、現時点での到達点及び今後更に向上させるために必要なことを具体
的かつ詳細に記載できている：10点
具体性を欠くもしくは詳細ではない：5点
具体性を欠くかつ詳細ではない：1点

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜、授業時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

各教員研究室

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
加藤：katoh-h@osaka-seikei.ac.jp
石田：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
片岡：後日伝達
ただし、件名に「教職実践演習：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション―授業の内容や授業の目的を知り、教職課
程の履修を振り返る
①本授業の目標・内容・評価等について理解します。②これまで
の学修を振り返り、教員として資質能力及び実践的指導力の基
礎がどのくらい培われているかを、履修カルテを通して確認しま
す。

これまでの履修カルテ記載事項を確認してお
くこと

4時間

第2回

教職の意義・教員の役割、職務内容、責任の理解(1）
教
員に求められる資質能力
教員に求められる資質能力について、グループ討論などを通し
て理解を深めます。

教員の資質能力に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第3回

教職の意義・教員の役割、職務内容、責任の理解(2）
教
員としての使命感・愛情
教員としての使命感や教育的愛情について、グループ討論など
を通して理解を深めます。

教員としての使命感・愛情に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

第4回

教職の意義・教員の役割、職務内容、責任の理解(3）
教
員の職務内容と責任
教員の職務内容と子どもに対する責任について、事例を検討する
ことなどを通して理解を深めます。

教員の職務内容と責任に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第5回

教員に求められる社会性・対人関係能力(1)
教員に求められ
る社会性
「幼稚園」｢学校」という組織の一員であることの自覚につい
て、グループ討論や事例の検討などを通して理解を深めます。

教員に求められる社会性に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第6回

教員に求められる社会性・対人関係能力(2)
人間関係構
築の基礎
人間関係構築の基礎について、講義やグループ討論などを通し
て理解を深めます。

人間関係構築の基礎に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第7回

教員に求められる社会性・対人関係能力(3)
保護者や地域関
係者との関係構築
保護者や地域の関係者との人間関係の構築について、事例の検
討やロールプレイングなどを通して理解を深めます。

保護者等との関係構築に関して指示する課
題に取り組む

4時間

第8回

子ども理解と学級経営(1)

幼児・児童理解と関わりに関して指示する課
題に取り組む

4時間

幼児・児童理解と学級経営に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

子どもの問題と学級経営に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

授業・保育の計画と評価に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

幼児・児童理解と適切な関わり

幼児・児童理解と適切な関わりについて、実習事例の検討など
を通して理解を深めます。
第9回

子ども理解と学級経営(2)

幼児・児童理解に基づく学級経営

幼児・児童理解に基づく学級経営について、教員勤務経験者の講
義を通して理解を深めます。
第10回

子ども理解と学級経営(3)

子どもの問題と学級経営

いじめ・不登校（園）などの問題と学級経営について、事例の検
討やロールプレイングなどを通して理解を深めます。
第11回

教科・保育内容等の指導力(1)

授業・保育の計画と評価

学習指導計画案、保育指導計画案の作成と評価について、講
義やグループ討論などを通して理解を深めます。それをもと
に、指導計画案を作成します。
第12回

教科・保育内容等の指導力(2)
模擬保育・授業の実
践と振り返り
作成した保育・学習指導計画案をもとに模擬保育・授業を実
施し、評価の観点にもとづいて振り返ります。

保育・学習指導計画案作成と模擬授業に関し
て指示する課題に取り組むこと

4時間

第13回

教科・保育内容等の指導力(3)
模擬保育・授業の実
践と振り返り
作成した保育・学習指導計画案をもとに模擬保育・授業を実
施し、評価の観点にもとづいて振り返ります。

保育・授業指導計画案作成と模擬保育・授
業に関して指示する課題に取り組むこと

4時間

第14回

教科・保育内容等の指導力(4)

幼小の連携・接続に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

幼小の連携・接続

幼稚園と小学校との連携・接続について、教員勤務経験者の講
義やグループ討論などを通して理解を深めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習Ⅰ－１
石田貴子・可兒勇樹・白波瀬達也
2年

開講時期

後期

2

単位数

実習

該当する
可兒：私立保育園に11年勤務（全10日間）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育実習指導Ⅰ－１での事前学習および他の教科目での学修を踏まえ、実際に保育所（幼保連携型認定こども園、小規模保育AB型
及び事業所内保育事業を含む）で80時間（10日間）の実習を行う。
実習では、習得した教科全体の知識・技能を基礎として、これらを総合的に実践する応用能力を養う。保育所の役割や機能、子どもの保育
及び保護者への支援、保育の計画・観察・記録及び自己評価などを具体的に理解し、保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ。
実習の目標は、次の5点である。
１．保育所の役割や機能を具体的に理解する。
２．観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。
３．既習の教科目の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。
４．保育の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。
５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育所・保育士に関する知識・理解の深化

実体験を通して、保育所・保育士について理
解を深めることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育の総合的理解に基づく実践力の育成

既習の内容を総合し、実践に計画
的に取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

実習期間中の課題を把握し、計画的に実
習を進めることができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動をとることができる。

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として適切な行動ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先保育所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習園の保育士による指導の他、大学教員が実習園を訪問して指導を行う。

成績評価
注意事項等
80時間以上実習に取り組むこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習園からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。
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5％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省・厚生労働省・内閣府 ・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領＜原本＞

・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

参考文献等
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編（2018年）
※ほか、保育実習指導Ⅰ－１の授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目で実地実習を行うには、保育実習指導Ⅰ－1を受講し、事前指導を終えていることが必要となる。また、実地実習は80時間以上行うこと
が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： e-mail：

【石田】ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
【可兒】kani@osaka-seikei.ac.jp
【白波瀬】shirahase@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

実習（80時間10日間）
各実習施設（保育所）において、10日(80時間)の実
習を行う。配属クラスの保育を観察し、生活の流れや子どもの様
子、保育士の援助の実際などを理解する。担任の仕事に補助的立
場で参加し、個々の子どもや保育士の職務についての理解を深め
る。これらを踏まえて、手遊びや絵本の読み聞かせなどの簡
単な部分実習を、保育士の指導の下で行う。
※実際の内容等は、実習園によって違いがある。

実習記録を作成する。部分実習の準
備を行う。

10時間

第回

時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間
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第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育実習Ⅰ－２
山本智也・今井涼
3年

開講時期

後期

2

単位数

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

山本：大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会被措置児童等援助専門部会委員（全回）
今井：児童相談所職員（児童福祉司）（全回）

授業概要
本授業は、保育実習指導Ⅰ－２での事前学習および他の教科目での学修を踏まえ、実際に保育所以外の児童福祉施設等で80時間（10日
間）の実習を行う。
習得した教科全体の知識、技能を基礎として、これらを総合的に実践する応用能力を養う。保育所以外の福祉施設等の役割や機能、施設利用
者およびその保護者への支援、計画、観察、記録及び自己評価などを具体的に理解し、保育士の業務や職業倫理について学ぶ。
実習の目的は、次の５点である。
１．児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
２．観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。
３．既習の教科目の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に理
解する。
４．保育の計画・観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。
５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理
解する。

児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理
解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

観察や子どもとの関わりを通して子どもへ
の理解を深める。

状況を的確に把握し、子どもの個々の課
題・ニーズに即し、適切に行動できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

保育の計画・観察・記録を適切に行い、自ら
の実践を省察することができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育士の業務内容や職業倫理について具体
的な実践に結びつけて理解することができ
る。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先（保育所以外の児童福祉施設等）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習施設職員による指導の他、大学教員が実習施設を訪問して指導を行う。

成績評価
注意事項等
80時間（10日間）以上実習に取り組むこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習施設からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。

5％
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

喜多一憲・児玉俊郎・吉村美由
紀・吉村譲 編

・

出版社

保育士養成課程 五訂
設実習ハンドブック

福祉施

・ みらい

出版年
・

2019 年

参考文献等
※ 保育実習指導Ⅰ－２の授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目で実地実習を行うには、保育実習指導Ⅰ－２を受講し、事前指導を終えていることが必要となる。また、実地実習は80時間以上行うこ
とが求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日連絡する。

場所：

以下のとおり。

備考・注意事項： 担当教員ごとに異なります。
山本：中央館２階個人研究室72
今井：授業初回にお知らせします。
授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
山本：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
浦田：初回授業時に提示する
ただし、件名に「保育実習指導1-2：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番
号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第回

実習（80時間 10日間）
各実習施設において、80時間（10日間）の実習を行う。

第回

実習計画書、実習記録、実習レポートの作成

10時間
時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習指導Ⅰ－１
白波瀬達也・可兒勇樹・石田貴子
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

該当する
可兒：私立保育園に11年勤務（全14回）。

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育実習Ⅰ－１（保育所）を円滑に進めていくための知識・技術を習得し、学習内容・課題を明確化するとともに、実習体験を深
化させることをねらいとする。まず、保育実習全体の展開と実習の意義、保育実習Ⅰ－１の目標・内容を把握し、保育所について理解を深めな
がら、諸手続きや心構え、計画や記録等について具体的に学ぶ。実習後、自己評価や話し合い、実習先評価を踏まえた個別面談等を通し、実
習Ⅰ－１での到達点と新たな課題を確認する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育所･保育士に関する知識･理解と実習の意
義

保育所及び保育士について理解を深め、資格
取得における実習の必要性を理解することが
できる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保育の総合的理解に基づく実践力の育成

既習の内容を総合し、実践を設計していくこ
とができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる

2 ．DP5.計画・立案力

実習までのスケジュールを管理し、計画
的に実習準備を進めることができる

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動を日常的にとることができる

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として適切な行動ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加･貢献
20％
授業内での課題達成
30％
実習記録記入法･指導計画案･保育実技
20％
実習レポート（期末）

： 授業外学習に取り組み、積極的に演習に参加している（1点×14回)、積極的に発表している(6点満
点)で評価する。
： 各回の課題に関し、深く丁寧に考察できていれば2点、一通り考察できていれば1点（×14回）で評
価する。
※特に優れている場合：2点
： 実習記録の書き方がわかり、体験活動等の体験が適切な形式で記入できれば10点、指導計画案(部
分案)の書き方がわかり、部分実習に必要な保育実技が模擬保育の形式で適切にできれば10点とす
る。
： 独自のルーブリックにもとづき評価する。
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10％
諸手続きの遂行

： 実習に関する諸手続きが滞りなく行われていれば10点とし、不備があるごとに減点する。
10％

実習報告会での発表

： ポスターを適切に作製できれば5点、発表を適切に行えれば5点とする。
10％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

出版社

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＞

出版年

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編

（2018年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： e-mail：

【石田】ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
【可兒】kani@osaka-seikei.ac.jp
【白波瀬】shirahase@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
本授業の目標、内容、評価等について理解する。また、保育実習
全体の展開と実習参加資格、諸手続きについて理解する。

第2回

保育実習の意義と内容
実習の意義及び段階と、保育実習Ⅰ－１の位置づけや内容等につ
いて理解する。

予習：シラバスを読み、授業の概略につい
て理解する。

1時間

予習：園見学及び体験活動の手引き
を読み直し、既習内容について確認する。

1時間

第3回

保育所の理解(1) 保育所及び保育士についての基本的理解
保育所保育指針やDVD教材により、保育所と保育士の職務につい
て理解する。

予習：保育所保育指針を通読する。

1時間

第4回

保育所の理解(2)

予習：実習予定保育所の沿革や方針などにつ
いて調べ、まとめる。

1時間

予習：実習の手引きを読み、留意事項を確
認する。

1時間

予習：園見学及び体験活動の手引き
を読み直し、既習内容について再確認する。

1時間

実習先保育所の理解

各自の実習予定保育所について調べ、発表する。
第5回

実習に際しての留意事項
子どもの人権の尊重やプライバシー保護、守秘義務、実習態
度、マナーなどについて理解する。

第6回

観察、記録、評価の視点と方法(1)

一般的な留意事項

観察、記録、評価の視点と方法について学ぶ。
第7回

観察、記録、評価の視点と方法(2)
実習記録の記入法
実際の保育所実習記録等を見ながら、記入法について具体
的に学ぶ。

予習：体験活動で作成した記録を見直す。

1時間

第8回

計画と実践(1) 実習指導案の作成
実習における計画と実践のつながりを理解し、実習指導案の作成
法について学ぶ。

予習：部分実習指導案を作成する。

1時間

第9回

計画と実践(2)

予習：部分実習指導案を見直し、模擬保
育の練習をする。

1時間

予習：ワークシートに実習準備の状況を記
入する。

1時間

模擬保育の実施

部分実習指導案を発表し、模擬保育を行う。
第10回

実習直前指導
これまでの学習を振り返り、実習準備ができているかを確認す
る。

第11回

実習の振り返りと自己評価(1) 実習の振り返りと自己評価
実習を振り返り、自己評価を行う。

予習：自己評価ワークシートに取り組む。

1時間

第12回

実習の振り返りと自己評価(2) 体験の交流
実習体験についてグループで話し合い、発表する。

予習：実習レポート(下書き)を作成する。

1時間

第13回

実習の振り返りと自己評価(3)

復習：面談を踏まえて実習レポートを見
直す。

1時間

予習：発表のためのポスターを、園ごとに作
成する。

1時間

個別面談と自己の課題の明確化

実習先保育所からの評価にもとづき、担当教員との個別面
談を行う。面談を踏まえ、保育者を目指す上での今後の課題と学
習目標について考える。
第14回

総括
実習レポートに基づいてポスターを作成し、報告会を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

保育実習指導Ⅰ－２
山本智也・今井涼
3年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

山本：大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会被措置児童等援助専門部会委員（全14回）
今井：児童相談所職員（児童福祉司）（全14回）

授業概要
習得した教科全体の知識・技能を基礎として、これらを総合的に実践する応用能力を養う。保育所以外の福祉施設等の役割や機能、施設利用
者およびその保護者への支援、計画・観察・記録及び自己評価などを具体的に理解し、保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ。
具体的な授業のねらいは次の５点である。
１．児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
２．観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。
３．既習の教科目の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に理
解する。
４．保育の計画・観察・記録及び自己評価等について具体的に理解する。
５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的に理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育実習の意義と目的及び内容を踏まえ、実
習に際しての留意事項を理解し、計画や記録
等について具体的に理解することができる。

実習における課題を明確にした上で、実
習の事後指導を通して、実習の総括と自己評
価を行い、新たな課題や学習目標を明確にす
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

実習に取り組むことを通して、自己に課せら
れた役割・課題を完遂することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
20％
課題達成度：各回授業での考察

： 各回の取り組み：授業外学習に取り組み、積極的に演習に参加しているかどうか（15％）に加え
て、授業における発表に関し、積極性や回数、内容を総合して評定する。
： 授業での学びへの理解、学びを踏まえた考察ができているかを評価する（2点満点）

30％
課題達成度：実習記録の記述

： 保育の適切な理解に基づく記述がなされ、深く考察されているかを基準に評定する。
20％

課題達成度：実習レポート（期末レ
： 実習の成果と課題、学習目標が明確に述べられているかどうかを評定する。
ポート）
20％
諸手続きの遂行
10％

： 個人調査票の作成・提出、細菌検査等の手続き、実習後の報告書の提出などが適切に行われている
かを評定する。

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

吉村美由紀・吉村謙編

・

出版社

福祉施設実習ハンドブック：保
育士養成課程 五訂

出版年

・ みらい

・

2019 年

参考文献等
授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
１

本科目は、１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

２

本科目は、2022年11月14日（月）から12月11日(日)までの実習期間には開講しない。
そのため、4回分授業につき、以下の日程を通常授業に加えて実施する。
10月12日(水)、10月19日(水)、10月26日(水)、11月2日(水)のいずれも５講時(予定)
このため、後期水曜５講時に他の授業を履修できないので注意すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日連絡する。

場所：

以下のとおり。

備考・注意事項： 担当教員ごとに異なります。
山本：中央館２階個人研究室72 火曜日昼休み
今井：授業初回にお知らせします。
授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
山本：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育実習指導1-2：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番
号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

第2回

オリエンテーション
①本授業の目標・内容・評価等について
習Ⅰ－２の目標・内容について

予習：テキスト第１部を熟読しておくこと

1時間

予習：保育実習Ⅰ－１の実習記録を読み直す
こと

1時間

②保育実

保育実習Ⅰ－１の振り返りと自己の課題の確認
保育所における保育実習をふりかえり、児童福祉施設での実習へ
の課題を確認していきます。

第3回

実習に関する諸手続きについて
実習に向けた諸手続について徹底します。

予習：テキスト第２部を熟読しておくこと

1時間

第4回

実習施設についての理解(1) 児童養護系施設について
児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設について理解を深めま
す。

予習：テキスト第４部を熟読しておくこと

1時間

第5回

実習施設についての理解(2) 障害児(者)系施設について
障害のある子どもや人に関わる施設について理解を深めます。

予習：テキスト第４部を熟読しておくこと

1時間

第6回

実習に際しての留意事項
児童福祉施設での実習内容について理解を深めます。

予習：テキスト第３部を熟読しておくこと

1時間

第7回

観察、記録、評価の視点と方法
実習における観察、記録、評価の在り方について、特にエピソー
ド記述について理解を深めます。

予習：実習計画書案を作成しておくこと

1時間

第8回

実習計画の意義
目標・課題をもって実習に臨む意味を考えていきます。

予習：実習計画書案の作成すること

1時間

第9回

実習計画の検討
実習における目標・課題を具体化していきます。

予習：テキスト第７部を熟読しておくこと

1時間

第10回

実習直前指導
実習に際しての具体的な留意事項などを確認していきます。

予習：テキスト第７部を熟読しておくこと

1時間

第11回

実習の振り返りと自己評価
事後指導として、実習をふりかえります。

予習：テキスト第５部を熟読しておくこと

1時間

第12回

実習体験に関する話し合いと発表
受講生相互に話し合うことで、実習体験をわかちあいます。

予習：発表のための実習記録の精査

1時間

第13回

実習先評価に基づく個別のふりかえりと自己の課題の明確化
個別面談等を通して、実習を通しての学びを確認していきます。

復習：面談のふりかえりをまとめる。

1時間

第14回

総括：事前事後指導を含めた実習全体のふりかえり
保育者として今後の学習課題を考えていきます。

復習：実習レポートを作成する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習Ⅱ
羽野ゆつ子・池内昌美・可兒勇樹
4年

開講時期

前期

2

単位数

実習

該当する
可兒：私立保育園に11年勤務（全10日間）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育実習指導Ⅱでの事前学習および他の教科目での学修を踏まえ、実際に保育所（幼保連携型認定こども園、小規模保育AB型
及び事業所内保育事業を含む）で80時間（10日間）の実習を行う。
既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び子育て支援について総合的に学ぶ。保育所の役割や機能、保育士の業務内容や職
業倫理について理解を深め、子どもの観察や関わりの視点の明確化を通して保育の理解を深める。さらに、保育の計画･実践･観察･記録･自己評
価に実際に取り組み、実習における自己の課題を明確化する。
実習の目標は、次の6点である。
１．保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。
２．子どもの観察や関わりの視点を明確にすることを通して保育の理解を深める。
３．既習の教科や保育実習Ⅰの経験を踏まえ、子どもの保育及び保護者支援について総合的に学ぶ。
４．保育の計画、実践、観察、記録及び自己評価等について実際に取り組み、理解を深める。
５．保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて理解する。
６．保育士としての自己の課題を明確化する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育の総合的理解と保育実践力の向上

これまでの実習に関する学習を総合し、全日
保育実習を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる

2 ．DP5.計画・立案力

実習期間中の課題を把握し、計画的に実
習を進めることができる。

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動をとることができる。

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として適切な行動ができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先保育所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習園の保育士による指導の他、大学教員が実習園を訪問して指導を行う。

成績評価
注意事項等
80時間以上実習に取り組むこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習園からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。

5％

350
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省・厚生労働省・内閣府 ・

出版社

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領＜原本＞

・ チャイルド本社

出版年
・

2017 年

参考文献等
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編（2018年）
※ほか、保育実習指導Ⅱの授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目で実地実習を行うには、保育実習指導Ⅱを受講し、事前指導を終えていることが必要となる。また、実地実習は80時間以上行うこと
が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： e-mail：

【羽野】hano@g.osaka-seikei.ac.jp
【池内】ikeuchi@osaka-seikei.ac.jp
【可兒】kani@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

実習（80時間

10日間）

各実習施設（保育所）において、10日（80時間）の実
習を行う。配属クラスの保育に補助的立場で参加し、個々の子ど
もや保育士の職務についての理解を深める。これを踏まえて、短
時間・長時間の指導計画案を作成し、担任保育士に代わって保
育を行う。実習反省会に参加し、実習を通しての自己の課題を明
確にする。
※実際の内容等は、実習園によって違いがある。

実習記録を作成する。指導計画案を作
成し、準備を行う。

10時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

351
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第回

4時間

第回

4時間

第回

4時間

352
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習指導Ⅱ
羽野ゆつ子・池内昌美・可兒勇樹
4年

前期

開講時期

単位数

1

演習

該当する
可兒：私立保育園に11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育実習Ⅱを円滑に進めていくための知識・技術を習得し、学習内容・課題を明確化するとともに、実習体験を深化させることを
ねらいとする。まず、保育実習Ⅰを振り返り、自己の到達点と課題を確認しながら、各科目の学習状況を踏まえて保育所保育に関する理
解を深め、総合実習に向けた準備を行う。実習後、自己評価や話し合い、実習先評価を踏まえた個別面談等を通し、実習Ⅱでの到達点と新た
な課題を確認する。また、日程に沿って、諸手続きも同時に行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育の総合的理解と保育実践力の向上

これまでの保育に関する学習を総合し、全日
保育実習を行うことができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育者としての自己を客観的に見つめ、課
題を抽出することができる

2 ．DP5.計画・立案力

実習までのスケジュールを管理し、計画
的に実習準備を進めることができる

3 ．DP6.行動・実践

保育者としての自己を意識し、保育者にふさ
わしい行動を日常的にとることができる

4 ．DP7.完遂

実習をやり遂げることができる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

実習班の一員として、適切な行動ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加･貢献
10％
授業内での課題達成
50％
実習レポート（期末）

： 授業内での交流･発表への積極的な参加ができているか（5点満点）、参加の前提となる授業時間外
学習に適切に取り組めているか（5点満点）で評価する。
： 各回の授業内での課題に適切に取り組めていれば、2点満点×12回（24点)、模擬保育へ
の取り組み6点満点×2回（12点）、適切な指導案作成7点満点×2種（14点）とする。
： 実習終了後のレポートについて、独自のルーブリックに基づき評価する。

20％
実習報告会での発表

： 発表用ポスター作成5点満点、発表5点満点とし、各5段階で評価する。
10％

諸手続きの遂行

： 実習に必要な手続きを滞りなく行うことができれば10点満点とし、不備があるごとに減点する。
10％

353

6661

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省･厚生労働省･内閣府

・

出版社

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＞

出版年

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編

(2018年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： e-mail：

（羽野）hano@g.osaka-seikei.ac.jp
（池内）ikeuchi@osaka-seikei.ac.jp
（可兒）kani@osaka-seikei.ac.jp
※Ｅメールには、学年・クラス・学籍番号・氏名を必ず入れてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
本授業の目標・内容・評価等について理解する。また、保育実
習Ⅱの目標・内容・手続き等について、具体的に理解する。

第2回

保育実習Ⅰの振り返りと自己の課題の確認
保育実習Ⅰの事後指導を通じて明らかになった実習の成果と自
己の課題を確認し、保育実習Ⅱにおける自己の目標と、それまで
の学習計画について考える。

第3回

保育所の役割と機能、保育士の業務と職業倫理
保育所保育指針やDVD教材、実習体験の振り返り等により、保育
所の役割と機能、保育士の業務と職業倫理について理解を深め
る。

第4回

子どもの保育と保護者への支援
保育所保育指針やDVD教材、実習体験の振り返り等により、子ど
もの保育と保護者への支援について理解を深める。

第5回

観察、記録、自己評価の視点と方法
観察、記録、自己評価の視点と方法について確認し、保育実
習Ⅰ－１での記録を見直す。

第6回

子どもの理解と適切な関わり
実習体験を振り返り、子どもの理解と適切な関わりについて学び
を深める。

第7回

保育計画の理解と指導計画案の作成
実習予定保育所にあわせ、全日実習の指導計画案を作成する。

シラバス及び保育実習の手引きを読み、保育
実習Ⅱ及び保育実習指導Ⅱの概略について理
解する。

1時間

保育実習Ⅰ－１のレポートを読み返し、自
己の課題を確認する。

1時間

保育所保育指針を読み、保育所の役割と機
能、保育士の業務と職業倫理についてまとめ
る。

1時間

保育所保育指針を読み、子どもの保育と保護
者の支援についてまとめる。

1時間

保育実習Ⅰ－１の記録を見直し、自己の課
題を考える

1時間

保育実習Ⅰ－１におけるエピソードか
ら、特に気になる事例を抽出する

1時間

３歳未満児対象及び３歳以上児対象の全日実
習指導案を作成する

1時間

第8回

指導計画案に基づく模擬保育の実施と振り返り(1)
3歳未満
児対象
全日実習指導計画案の中から活動を部分的に取り出し、模擬保
育を行う。終了後、指導計画案と模擬保育について振り返り、課
題を明確にする。

3歳未満児対象の全日実習指導案を見直し、模
擬保育の準備をする

1時間

第9回

指導計画案に基づく模擬保育の実施と振り返り(2)
3歳以上
児対象
全日実習指導計画案の中から活動を部分的に取り出し、模擬保
育を行う。終了後、指導計画案と模擬保育について振り返り、課
題を明確にする。

3歳以上児対象の全日実習指導案を見直し、模
擬保育の準備をする

1時間

第10回

実習直前指導
これまでの学習を振り返り、実習準備ができているかを確認す
る。

ワークシートに準備の状況を記入する。

1時間

第11回

実習の振り返りと自己評価
実習を振り返り、自己評価を行う。

実習自己評価シートを作成する。

1時間

第12回

実習体験に関する話し合いと発表
実習体験についてグループで話し合い、発表する。

実習レポート(下書き)を作成する。

1時間

第13回

実習先評価に基づく個別面談および自己の課題の明確化
実習先保育所からの評価にもとづき、担当教員との個別面
談を行う。面談を踏まえ、保育者を目指す上での今後の課題と学
習目標について考える。

面談を踏まえ、実習レポートを見直す。

1時間

第14回

総括
実習レポートに基づき、実習報告会を行う。

報告会のためのポスターを作成する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習Ⅲ
山本智也
4年

開講時期

前期

2

単位数

実習

該当する
山本：大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会被措置児童等援助専門部会委員（全回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育実習指導Ⅲでの事前学習および他の教科目での学修を踏まえ、実際に保育所以外の児童福祉施設等で80時間（10日間）の実
習を行う。
児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践を通して理解を深める。家庭と地域の生活実態に触れ、子ども家庭福祉、社会的養
護、障害児支援に対する理解をもとに保護者・家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。さらに、保育士の業務内容や職業倫理を具体
的実践に結びつけて理解し、実習における自己の課題を明確化する。
実習の目的は、次の４点である。
１．児童福祉施設等の役割や機能について実践を通して、理解する。
２．保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。
３．保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて理解する。
４．実習における自己の課題を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

児童福祉施設等の役割や機能について実
践を通して、理解する。

児童福祉施設等の役割や機能について実
践を通して、具体的に理解することができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

保護者支援、家庭支援のための知識、技
術、判断力を習得する。

保護者支援、家族支援の場において、状
況を的確に把握し、個々の課題・ニー
ズに即し、適切に行動できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保育の計画・観察・記録を適切に行い、自ら
の実践を省察し、自己の課題を明確化するこ
とができる。

2 ．DP6.行動・実践

保育士の業務内容や職業倫理について具体
的な実践に結びつけて理解することができ
る。

学外連携学修
有り

(連携先：各実習先（保育所以外の児童福祉施設等）)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
実習施設職員による指導の他、大学教員が実習施設を訪問して指導を行う。

成績評価
注意事項等
80時間（10日間）以上実習に取り組むこと。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習園からの評価

： 実習施設からの評価を換算する。総合評価：20点満点、項目別評価：10点満点。
30％

実習への参加・取り組み状況

： 80時間以上実習を行っている状態を45点とし、遅刻や早退、欠勤で延長した場合、減点していく。
45％

実習記録

20％
調整

： 適切に実習記録の記入ができているかを、同一基準にて評価する。
優れている：18～20点
適切である：14～17点
努力を要する：10～13点
不備が多い：～9点
： 実習中の訪問指導の状況、実習中に取り組んだ課題の量と質などにより、評価を調整する。

5％
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

喜多一憲・児玉俊郎・吉村美由
紀・吉村譲 編

・

出版社

保育士養成課程 五訂
設実習ハンドブック

福祉施

・ みらい

出版年
・

2019 年

参考文献等
※ 保育実習指導Ⅲの授業中、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目で実地実習を行うには、保育実習指導Ⅲを受講し、事前指導を終えていることが必要となる。また、実地実習は80時間以上行うこと
が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育実習指導３：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第回

実習（80時間 10日間）
各実習施設において、80時間（10日間）の実習を行う。

第回

実習計画書、実習記録、実習レポートの作成

10時間
時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実習指導Ⅲ
山本智也
4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
大阪府社会福祉審議会児童福祉専門分科会被措置児童等援助専門部会委員（全14回）

実務経験の概要

授業概要
児童福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践を通して理解を深める。家庭と地域の生活実態に触れ、子ども家庭福祉、社会的養
護、障害児支援に対する理解をもとに保護者・家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。さらに、保育士の業務内容や職業倫理を具体
的実践に結びつけて理解し、実習における自己の課題を明確化する。
具体的な授業のねらいは次の４点である。
１．児童福祉施設等の役割や機能について実践を通して、理解する。
２．保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を習得する。
３．保育士の業務内容や職業倫理について具体的な実践に結びつけて理解する。
４．実習における自己の課題を理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育実習の意義と目的及び内容を理解し、実
習に取り組む。さらに実習後の事後指
導を通して、実習の総括を行う。

実習課題の明確化、実習計画の具体化と実
践、実習後のふりかえりを的確に行うことが
できる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

実習に取り組むことを通して、自己に課せら
れた役割・課題を完遂することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 準備的学習の状況、授業への取組の積極性などを観点として評価する。
20％

課題達成度
30％
実習レポート（期末）

： 個別支援計画、実習計画の作成状況、実習の事後指導での省察の深まりなどを観点として評価す
る。
： 実習の成果と課題、学習目標が明確に述べられているかどうかを評定する。

40％
諸手続の遂行

： 実習に関わる諸手続の遂行状況を評価する。
10％

使用教科書
指定する
著者
喜多一憲・児玉俊郎・吉村美由
紀・吉村譲 編

タイトル
・

保育士養成課程 五訂
設実習ハンドブック

出版社
福祉施

参考文献等
授業中に適宜紹介する。
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出版年
・

2019 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「保育実習指導３：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション －保育実習Ⅲの目標・内容について－
①本授業の目標・内容・評価等について
②保育実習Ⅲの目
標・内容について

予習：テキスト第１部を熟読しておくこと

1時間

第2回

保育実習Ⅰの振り返りと自己の課題の確認

予習：保育実習Ⅰ－２の実習記録を読み直す
こと

1時間

予習：テキスト118～119ページを熟読してお
くこと

1時間

予習：テキスト120～123ページを熟読してお
くこと

1時間

予習：テキスト123～125ページを熟読してお
くこと

1時間

これまでの保育実習をふりかえり、児童福祉施設での実習への課
題を確認していきます。
第3回

子どもの最善の利益を考慮した養護・療育の具体的理解
養護・療育について、子どもの最善の利益を踏まえて理解を深め
ます。

第4回

子どもの養護と療育と保護者支援
保育士にとってのソーシャルワーク的援助の視点について理
解を深めます。

第5回

地域社会とのかかわりへの理解
施設と地域の関係、他機関との連携について理解を深めます。

第6回

子ども支援の基本的態度
対人援助者としての基本的態度について再確認していきます。

予習：相談援助での学びをまとめておく

1時間

第7回

子どものニーズ把握と適切な関わり
ニーズを多面的に理解し、支援計画につながるアセスメン
トの在り方について理解を深めます。

予習：相談援助での学びをまとめておく

1時間

第8回

個別支援計画の理解
事例を通して個別支援計画の意義について理解していきます。

予習：個別支援計画案の作成すること

1時間

第9回

個別支援計画の作成
事例を通して個別支援計画について理解していきます。

予習：部分的支援計画案を作成すること

1時間

第10回

実習直前指導
実習に際しての具体的な留意事項などを確認していきます。

予習：実習計画書案を作成しておくこと

1時間

第11回

実習の振り返りと自己評価
事後指導として、実習をふりかえります。

予習：テキスト第５部を熟読しておくこと

1時間

第12回

実習体験に関する話し合いと発表
受講生相互に話し合うことで、実習体験をわかちあいます。

予習：発表のための実習記録の精査

1時間

第13回

実習先評価に基づく個別面談
個別面談を通して、実習を通しての学びを確認していきます。

復習：面談のふりかえりをまとめる。

1時間

第14回

保育士としての自己の課題の明確化
実習を通して得た自己の課題を明確化していきます。

復習：実習レポートを作成する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育体験活動
高尾淳子・清水真由子・鈴木勇
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習・実習

該当する
保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
保育体験活動は、実習の一環として位置づけられる。保育・教育現場での活動に継続的に取り組む中で、保育者・教員等の子どもにかかわる仕
事に関する資質･能力を高めていく。毎回目的を持って活動し、子ども達とのかかわり方やその他の業務を体験するとともに、そこで得られるさ
まざまな気付き･学びを日誌に記録し、省察することで学びを深める。記録に基づく交流を行い、自己の課題を明らかにした上で、教育･保育実
習での学びへとつなぐ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に保育・教育現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

保育者・教育者として求められる専門的知
識・技能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：各体験活動先保育所)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・その他(以下に概要を記述)
必要に応じて、ゲストスピーカーを呼ぶ場合がある。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合
授業への参加度（ワーク、プレゼ
ン、作品等）

評価の基準
： ノート筆記、ワークシート等への取り組み、発言等の意欲的な受講態度をもとに評価する。
40％

体験活動記録
50％
期末レポート
10％

： 記録の記入内容（業務内容の理解度、課題発見及び課題克服への意欲や態度等）等をもとに評価す
る。
： 自身の現場体験を真摯に振り返り、今後の学修への展望を持つことができているかをもとに評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡

場所：

初回授業で連絡

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：後日連絡
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価等について）
本授業の目標・内容・課題・評価等を確認していきます。

授業で指示された課題に取り組むこと。

4時間

第2回

保育体験活動の意義と目的および注意すべき事項について

保育体験活動に臨むに当たって、必要な事
項をまとめておく。

4時間

保育体験活動の意義と目的および注意すべき事項を確認していき
ます。
第3回

保育体験活動実施園についての事前学習及び自らの目標課題設
定
保育体験活動実施園についての事前学習内容を確認し
た上で、自らの目標課題を設定していきます。

保育体験活動に臨むに当たって、実習
先の園の概要について調べておく。

4時間

第4回

保育体験活動報告書の記入と提出について

保育体験活動実施園の保育・教育方針及び内
容、施設面等の特徴を詳しく調べ、まとめて
おく。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

現場体験をもとに、自身の課題を明確にす
る。

4時間

これまでの現場体験を総括し、今後の課
題を明確にする。

4時間

他の受講生の振り返りを参考にし、今後の課
題設定をさらに明確にする。

4時間

保育体験活動実施園での事前訪問結果を明確化します。
第5回

保育体験活動の省察（１）
保育体験活動1回目での学びをふりかえります。

第6回

保育体験活動の省察（２）
保育体験活動2回目での学びをふりかえります。

第7回

保育体験活動の省察（３）
保育体験活動3回目での学びをふりかえります。

第8回

グループ討議

（１）

保育体験活動1～3回目での学びをふりかえります。
第9回

保育体験活動の省察（４）
保育体験活動4回目での学びをふりかえります。

第10回

保育体験活動の省察（５）
保育体験活動5回目での学びをふりかえります。

第11回

保育体験活動の省察（６）
保育体験活動6回目での学びをふりかえります。

第12回

グループ討議

（２）

保育体験活動4～6回目での学びをふりかえり、具体的な関わりの
あり方を検討していきます。
第13回

報告書作成と発表会について
保育体験活動での学びを明確化します。

第14回

まとめと質疑応答
保育体験活動全体をふりかえります。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育・教職実践演習（幼稚園）【2019年入学生～】
石田貴子・片岡章彦
4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
片岡：私立認定こども園にて教諭として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、教職課程及び保育士養成課程に関するこれまでの学修を振り返り、①使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、②社会
性や対人関係能力に関する事項、③子ども理解や学級経営等に関する事項、④保育内容等の指導力に関する事項、のそれぞれについて、幼稚園
教諭・保育士として必要な知識・技能の修得状況を確認し、必要に応じて補完的指導を行う。さまざまな角度から一人ひとりの資質能力が確
認できるよう、講義、グループ討論、ロールプレイング、事例研究、模擬保育などの方法を適宜取り入れる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

教職課程及び保育士養成課程に関する必修科
目及び選択科目の履修状況を踏まえ、自ら
の学びを振り返る。

教員・保育士として必要な知識・技能を修
得したことを確認することができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

目標に向かってやりとげることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
28％
課題達成度
28％
期末レポート

40％
履修カルテ

4％

： 2点×14回。授業内でのグループ討論、ロールプレイング等への関与状況。
積極的に参加・発言し、授業に大きく貢献している：2点
必要な活動を行っている：1点
： 2点×14回。毎授業終了時点で提出するふりかえりシートの記載内容。
教員としての専門性を踏まえたふりかえりができている：2点
授業内容を踏まえている：1点
： 授業概要記載の4項目につき、現時点での到達点及び今後更に向上させるために必要なことを具体
的かつ詳細に記載できている：10点
具体性を欠くもしくは詳細ではない：5点
具体性を欠くかつ詳細ではない：1点
： 適時に適切に記入され、関係するレポート等が全て綴じられている：4点
一部不備はあるが、おおむね適切である:3点
記入漏れやレポート等の不備が目立つ：2点
記入漏れが目立ち、レポート等の添付がほぼない：1点

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

文部科学省

厚生労働省

内閣府 ・

出版社

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>

出版年

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
・『幼稚園教育要領解説』文部科学省（2018年）フレーベル館
・『保育所保育指針解説』厚生労働省編（2018年）フレーベル館
・『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府・文部科学省・厚生労働省（2018年）フレーベル館
ほか、適宜、授業時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

各教員研究室

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
石田：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
片岡：後日伝達
ただし、件名に「保育・教職実践演習：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番
号、氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション―授業の内容や授業の目的を知り、教
職・保育士養成課程の履修を振り返る
①本授業の目標・内容・評価等について理解します。②直近の実
習及びこれまでの学修を振り返り、教員・保育士として資質能力
及び実践的指導力の基礎がどのくらい培われているかを、実習レ
ポートや履修カルテを通して確認します。

直近の実習レポート及びこれまでの履修カル
テ記載事項を確認しておくこと

4時間

第2回

使命感、責任感、教育的愛情等（１）
られる資質能力

教員・保育士に必要とされる資質能
力に関し、履修カルテ「資質評価」を見直し
ておくこと

4時間

これまでの実習記録を見直し、実習先指導
者からの助言から、使命感や教育的愛情につ
いて考えること

4時間

教員・保育士に求め

教員・保育士に求められる資質能力について、グループ討論など
を通して理解を深めます。
第3回

使命感、責任感、教育的愛情等（２）
の使命感・愛情

教員・保育士として

教員・保育士としての使命感や教育的愛情について、グループ討
論などを通して理解を深めます。
第4回

使命感、責任感、教育的愛情等（３）
教員・保育士の職務
内容と責任
教員・保育士の職務内容と子どもに対する責任について、事
例を検討することなどを通して理解を深めます。

幼稚園教育要領・保育所保育指針を読み、教
員・保育士の職務についてまとめること

4時間

第5回

教員・保育士に求められる社会性・対人関係能力（１）
教
員・保育士に求められる社会性
組織の一員であることの自覚について、グループ討論や事例の検
討などを通して理解を深めます。

教員に求められる社会性に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第6回

教員・保育士に求められる社会性・対人関係能力（２）
保
護者や地域関係者との関係構築
保護者や地域の関係者との関係構築について、講義や事例の検
討、ロールプレイングなどを通して理解を深めます。

日常での自分の人間関係を振り返り、傾
向や特徴について考えること

4時間

第7回

子ども理解と学級経営（１）

これまでの実習記録の「エピソード」と「考
察」を見直し、自分の子ども理解と関わ
り方について考えること

4時間

「学級経営」という視点から、自分の実習記
録の「エピソード」と「考察」を読み返すこ
と

4時間

子ども理解と適切な関わり

子ども理解と適切な関わりについて、実習事例の検討などを通し
て理解を深めます。
第8回

子ども理解と学級経営（２）

子ども理解に基づく学級経営

子ども理解に基づく学級経営について、教員勤務経験者の講
義を通して理解を深めます。
第9回

子ども理解と学級経営（３）
子どもの問題と学級経営
子どもの問題と学級経営について、事例の検討やロールプレイン
グなどを通して理解を深めます。

前回の講義からの学びをまとめること

4時間

第10回

保育内容等の指導力、子育て家庭への支援（１） 保育の計
画と評価
保育指導計画案の作成と評価について、講義やグループ討論、事
例の検討などを通して理解を深めます。それをもとに、指導計画
案を作成します

これまでの実習で作成した指導計画案を見
直し、自分の課題について考えること

4時間

第11回

保育内容等の指導力、子育て家庭への支援（２） 模擬保
育の実践と振り返り
作成した保育指導計画案をもとに模擬保育を実施し、評価の観
点にもとづいて振り返ります。

指示された課題に沿った指導計画案を作成す
ること

4時間

第12回

保育内容等の指導力、子育て家庭への支援（３） 保幼小の連
携・接続
保育所、幼稚園と小学校との連携・接続について、教員勤務経験
者の講義やグループ討論などを通して理解を深めます。

「小1プロブレム」について調べること

4時間

第13回

保育内容等の指導力、子育て家庭への支援（４）
庭への支援

これまでの実習記録を見直し、子育て家庭へ
の支援や施設養護などに関して、体験から
の学びをまとめること

4時間

子育て家

362

6675
子育て家庭への支援や施設養護などについて、実務経験者の講
義や事例の検討、グループ討論などを通して理解を深めます。
第14回

資質能力の確認と自己の課題の明確化
教職課程・保育士養成課程の学修を振り返り、自分の到達度と課
題について理解を深めます。
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履修カルテを完成させること

4時間

6676

434

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

保育実践演習【～2018年入学生】
石田貴子・片岡章彦
4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
片岡：私立認定こども園にて教諭として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、保育士資格に関するこれまでの学修を振り返り、①保育士の意義や役割、職務内容、児童に対する責任、②社会性、対人関係能
力、児童理解、③保育内容等の指導力、に関する各事項について、保育士として必要な知識・技能の修得状況を確認し、必要に応じて補完的指
導を行う。さまざまな角度から一人ひとりの資質能力が確認できるよう、講義、グループ討論、ロールプレイング、事例研究、模擬保育など
の方法を適宜取り入れる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

保育士資格に関する必修科目及び選択必修科
目の履修状況を踏まえ、自らの学び
を振り返る。

保育士として必要な知識・技能を修得したこ
とを確認することができる。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

目標に向かってやり遂げることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度

： 授業内でのグループ討論、ロールプレイング等への関与状況。
28％

課題達成度

28％
期末レポート
40％
保育士履修カルテ
4％

： 2点×14回。毎授業終了時点で提出するふりかえりシートの記載内容。
保育士としての専門性を踏まえたふりかえりができている：2点
授業内容を踏まえている：1点
※全体を通して特に優れている：2点
： 以下の4項目10点×4。①使命感や責任感、教育的愛情等、②社会性や対人関係能力、③子ども理
解、④保育内容の指導力に関する事項につき、到達点及び今後の課題。
具体的かつ詳細：10点、具体的もしくは詳細：5点
： 4年間の保育士養成課程の学修を踏まえ、真摯に振り返りができている：4点
一通りの振り返りができている：2点

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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出版年

6676
文部科学省・厚生労働省･内閣府 ・

幼稚園教育要領 保育所保育指
針 幼保連携型認定こども園教
育・保育要領 ＜原本＞

・ チャイルド本社

・

2017 年

参考文献等
『保育所保育指針解説』厚生労働省編
※ほか、授業中に適宜指示する。

(2018年)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

後日伝達

場所：

後日伝達

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス
石田：ishida-ta@osaka-seikei.ac.jp
片岡：後日伝達
ただし、件名に「保育実践演習：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション－授業の内容や授業の目的を知り、保育士
養成課程科目の学びを確認する。
①本授業の目標・内容・評価等について理解します。②これまで
の学修を振り返り、保育士として資質能力及び実践的指導力の基
礎がどのくらい培われているかを、保育士養成課程科目の学
修の振り返りを通して確認します。

これまでの履修カルテ記載事項を確認してお
くこと

4時間

第2回

保育士の意義・役割、職務内容、責任の理解(1)
保育
士に求められる資質能力
保育士の資質能力について、グループ討論などを通して理
解を深めます。

保育士の資質能力に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第3回

保育士の意義・役割、職務内容、責任の理解(2) 保育士として
の使命感・愛情
保育士としての使命感・愛情について、グループ討論などを通し
て理解を深めます。

保育士としての使命感・愛情に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

第4回

保育士の意義・役割、職務内容、責任の理解(3) 保育士の職
務、職業倫理
保育士の職務と職業倫理について事例を検討することなどを通し
て理解を深めます。

保育士の職務と職業倫理に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

第5回

保育士に求められる社会性・対人関係能力(1)
対人援助職と
しての基礎
対人援助職としての基礎となる社会性について、事例を検討する
ことなどを通して理解を深めます。

対人援助職としての基礎となる社会性に関し
て指示する課題に取り組むこと

4時間

第6回

保育士に求められる社会性・対人関係能力(2)
個別援助技
術の専門性
個別援助場面での保育士の専門性について、ロールプレイングな
どを通して理解を深めます。

個別援助場面での保育士の専門性に関して指
示する課題に取り組むこと

4時間

第7回

保育士に求められる社会性・対人関係能力(3) 集団援助技
術の専門性
集団援助場面での保育士の専門性について、ロールプレイングな
どを通して理解を深めます。

集団援助場面での保育士の専門性に関して指
示する課題に取り組むこと

4時間

第8回

子ども理解と適切な関わり(1) 子ども理解の方法

ニーズ把握、アセスメントを通した子ども理
解に関して指示する課題に取り組むこと

4時間

ニーズ把握、アセスメントを通した子ども理解について理
解を深めます。
第9回

子ども理解と適切な関わり(2) 保育実践における支援事例の特
質
保育実践における支援事例から、その支援の特質を確認していき
ます。

保育実践における支援事例に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

第10回

子ども理解と適切な関わり(3) 保育実践における支援事例の検
討
保育実践における模擬事例を通して、具体的な支援を検討してい
きます。

保育実践における模擬事例に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

第11回

保育内容等の指導力(1)

養護に関わる内容に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

５領域に関わる内容に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

健康及び安全に関わる内容に関して指示す
る課題に取り組むこと

4時間

保育の計画と評価に関して指示する課
題に取り組むこと

4時間

養護に関わる内容

生命の保持、情緒の安定といった養護に関わる内容について、実
践的指導力の基礎が培われているかを確認していきます。
第12回

保育内容等の指導力(2)

教育に関わる内容

健康、人間関係、環境、言葉及び表現の５領域に関わる内容につ
いて実践的指導力の基礎が培われているかを確認していきます。
第13回

保育内容等の指導力(3)

健康及び安全に関わる内容

子どもの健康支援、安全管理、食育の推進について、実践的指導
力の基礎が培われているかを確認していきます。
第14回

保育内容等の指導力(4)

保育の計画及び評価

保育の計画と評価について、実践的指導力の基礎が培われている
かを確認していきます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎ゼミⅠ【2019入学生～】／基礎ゼミⅡ【～2018入学生】
鈴木勇・清水真由子・羽野ゆつ子・薮田直子・川島裕子・市川和也
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教職・保育専門職を志す学生に求められる様々な研究法の基礎について学び、研究とは何かを理解することが本授業の目的である。教育・保
育のプロセスや対象となる幼児・児童を理解する上で重要な問いの立て方、さまざま研究方法（質問紙調査法、フィールド調査法、インタ
ビュー法、授業分析など）を学び、実際に研究を遂行するためのスキルを体得する。また、研究を行う上での基本的なルールを理解し、研究倫
理についても把握し、教育・保育をめぐる問題を分析するために必要な知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

研究の目的と方法

教職・保育専門職を志す学生に求められ
る様々な研究方法の基礎について学び、そ
の特徴を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究論文や研究方法を自らの課題と関連づけ
ながら理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点（コメントカード、ワークな
： 毎回のシャトルシートおよびワークシート等の取り組み状況、授業への参加度（グループで
ど）
の話し合いへの参加状況、発言など）、授業外での準備状況などに基づき評価する。
30％
課題（文献研究）

： 6回の提出課題について、文章力、読解力、理論的構成力等の観点から評価する。
60％

期末レポート

： 授業全体の振り返り。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の演習であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

備考参照

場所：

備考参照
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備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：研究とは
授業の趣旨、計画、評価方法を確認します。研究とは何かについ
てその概略を学びます。

卒業研究論文の概要を計画する。

4時間

第2回

研究方法（１）インタビュー調査法

配布されたインタビュー調査法に関する論
文を読んでまとめてくる。

4時間

授業を振り返りインタビュー調査法について
まとめてくる。

4時間

配布されたアンケート調査法に関する論
文を読んでまとめてくる。

4時間

授業を振り返りアンケート調査法についてま
とめてくる。

4時間

配布された行動観察法に関する論文を読んで
まとめてくる。

4時間

授業を振り返り行動観察法についてまとめて
くる。

4時間

配布された質感研究に関する論文を読んでま
とめてくる。

4時間

授業を振り返り質感研究についてまとめてく
る。

4時間

配布されたフィールドワークに関する論
文を読んでまとめてくる。

4時間

授業を振り返りフィールドワークについてま
とめてくる。

4時間

配布された言説分析に関する論文を読んでま
とめてくる。

4時間

授業を振り返り言説分析についてまとめてく
る。

4時間

最終レポートの作成

4時間

インタビュー調査法についてその目的と方法を理解する。
第3回

文献による理解（１）インタビュー調査法
インタビュー調査法を用いた研究論文を読んで理解する。

第4回

研究方法（２）アンケート調査法
アンケート調査法についてその目的と方法を理解する。

第5回

文献による理解（２）アンケート調査法
アンケート調査法を用いた研究論文を読んで理解する。

第6回

研究方法（３）行動観察法
行動観察法についてその目的と方法を理解する。

第7回

文献による理解（３）行動観察法
行動観察法を用いた研究論文を読んで理解する。

第8回

研究方法（４）質感研究
質感研究についてその目的と方法を理解する。

第9回

文献による理解（４）質感研究
質感研究を用いた研究論文を読んで理解する。

第10回

研究方法（５）フィールドワーク
フィールドワークについてその目的と方法を理解する。

第11回

文献による理解（５）フィールドワーク
フィールドワークを用いた研究論文を読んで理解する。

第12回

研究方法（６）言説分析
言説分析についてその目的と方法を理解する。

第13回

文献による理解（５）言説分析
言説分析を用いた研究論文を読んで理解する。

第14回

研究倫理
研究者に必要な研究倫理とその内容を理解する。また卒業研
究に必要な研究倫理審査の手続きについて理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

基礎ゼミⅡ【2019入学生～】／基礎ゼミⅢ【～2018入学生】
鈴木勇・川島裕子・清水真由子・高尾淳子・薮田直子・松田修
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
教職・保育専門職を志す学生に求められる様々な研究方法について学び、その特徴を理解することが本授業の目的である。教育的事象を分析し
ていく上で理解しておくべき様々な研究方法（事例研究、観察法、実験法、質問紙調査法、インタビュー法）を学び、実際に研究を遂行するた
めのスキル（質的および量的研究の分析法や論文の記載法等）を体得する。また、研究を行う上での基本的なルールを把握し、教育・保育をめ
ぐる問題を分析するために必要な知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

研究方法

教職・保育専門職を志す学生に求められ
る様々な研究方法について学び、その特
徴を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究論文や研究方法を自らの問題と関連づけ
ながら理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点（コメントカード、ワークな
： 毎回のシャトルシートおよびワークシート等の取り組み状況、授業への参加度（グループで
ど）
の話し合いへの参加状況、発言など）、授業外での準備状況などに基づき評価する。
20％
課題（レポートなど）

： 3回の提出課題について、文章力、読解力、理論的構成力等の観点から評価する。
60％

文献発表

： 読解力と表現力によって評価する。
10％

期末レポート

： 授業全体の振り返り。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

備考参照
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場所：

備考参照

備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：研究へのいざない
科目の主旨、計画、評価方法を確認します。研究とは何かについ
ての概要を学びます。

第2回

研究分野と方法を知る（１）

教育学・保育学の文献研究

教育学・保育学の研究内容と、文献研究の方法を学びます。
第3回

研究分野と方法を知る（２）

教育・保育方法の事例研究

教科教育・保育方法の研究内容と、事例研究の方法を学びます。

これから学ぶ3つの方法論について論点をまと
める。

4時間

教育学・保育額の文献について論点をまとめ
る。

4時間

教育・保育方法の事例研究について論点をま
とめる。

4時間

第4回

研究分野と方法を知る（３） 教育心理学の実験研究
教育心理学の研究内容と、実験研究法を学びます。

教育心理学の文献について論点をまとめる。

4時間

第5回

研究分野と方法を知る（４） 教育社会学の観察（フィールド
ワーク）研究
教育社会学の研究内容と、観察法（フィールドワーク）を学びま
す。

研究分野と方法についてレポートを完成させ
る。

4時間

第6回

質問紙調査法（１） 質問紙の作成
質問紙調査法の概要と、質問紙の作成方法を学びます。

質問紙調査の質問項目を完成させる。

4時間

第7回

質問紙調査法（２）

質問紙調査の分析方法について論点をまとめ
る。

4時間

質問紙調査法に関するレポート作成に向け
て、文献を読む。

4時間

質問紙調査法についてレポートを完成させ
る。

4時間

インタビュー項目を完成させ、協力者にアポ
イントを取る。

4時間

質問紙調査の分析方法

分析の視点を検討し、データ分析の方法を学びます。
第8回

質問紙調査法（３）

データ分析と結果の整理

データ分析の結果を読み、考察します。
第9回

質問紙調査法（４）

量的研究レポートの作成方法

図表の作成や、レポート作成の方法を学びます。
第10回

インタビュー法（１）

インタビュー項目の作成

インタビュー法の概要を学び、インタビュー項目を考えます。
第11回

インタビュー法（２） インタビュー・データの分析方法
質的データの分析方法を学びます。

インタビューを実施する。

4時間

第12回

インタビュー法（３）

インタビュー法に関するレポート作成に向け
て、文献を読む。

4時間

インタビュー調査法についてレポートを完
成させる。

4時間

最終レポートを完成させる。

4時間

インタビュー・データの分析

インタビュー・データを分析し、結果を整理し、考察します。
第13回

インタビュー法（４）

質的研究レポートの作成方法

質的データに基づく研究レポートの作成方法を学びます。
第14回

研究方法の整理
これまでの授業内容を振り返り、卒業研究とのつながりについ
て整理する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門基礎演習Ⅰ（初等教育・幼児教育）
教育学部専任教員
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
（高尾）保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、インターンシップ等での教育・保育実践経験をふりかえり、受講生自身の課題意識を明確にしていく。その後、広い意味での教
育・保育に関わる文献を読み、近年の研究課題や研究方法、考察や議論の展開を学ぶ。受講生には、担当の文献を読み、発表することが求めら
れる。この過程をとおして、文献の批判的な読み方および教育・保育についての認識を深めていく。最後に、研究の視点から教育・保育実
習のテーマを検討する。並行して、４年生の卒業研究構想発表・研究計画立案の発表に参加し、卒業研究の進め方を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

受講者の個別課題

個別課題の基づく文献研究と認識を深める

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

個別の課題に基づく文献研究と課題への認
識を深める

2 ．DP6.行動・実践

討議に積極的に参加し、意見を述べることが
できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題の進捗状況(ポートフォリ
： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
オを含む）
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、意見を述べることができる。
20％

試験（研究構想提出または発表）

： 研究構想を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
白井利明 高橋一郎著 ミネルヴァ書房 2013年
・『保育研究へのアプローチ１ 課題研究・ゼミナールの手引き』飯田良治 民秋言編 萌文書林
その他、授業中に適宜紹介する。

1988年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・研究倫理に関する学習・文献の講
読（１） 講読文献の選定と文献の読み方
インターンシップ等での教育・保育実践経験をふりかえりを含め
て、受講生の自己紹介を行い、関心を共有する。本科目の性
格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解する。日本学
術振興会の研究倫理教育教材等を用いて、研究を進めたり論
文を書いたりする際に求められる研究倫理について学習する。講
読文献と発表担当者を決め、文献の読み方の基本を再確認する。

テーマ構想発表準備

4時間

第2回

文献の講読（２） 目的と方法の関連性
研究の目的と方法の関連性に着目し、文献講読の方法を確認す
る。

テーマ構想発表準備

4時間

第3回

卒業研究の構想発表参加（１） 第１グループ
４年生の構想発表に参加し、問題設定と方法の関連性を中
心に、研究の進め方を学ぶ。

テーマ構想発表準備

4時間

第4回

卒業研究の構想発表参加（２） 第２グループ
４年生の構想発表に参加し、問題設定と方法の関連性を中
心に、研究の進め方を学ぶ。

テーマ構想発表準備

4時間

第5回

卒業研究の構想発表参加（３） 第３グループ
４年生の構想発表に参加し、問題設定と方法の関連性を中
心に、研究の進め方を学ぶ。

テーマ構想発表レジュメ作成

4時間

第6回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（１） 第１グ
ループ
インターンシップや実習等での経験をふりかえり、教師・保育
者と子どもの関わり、学校・園の環境など印象に残っていること
をふりかえり、関心のあるテーマについて発表する。

テーマ構想発表レジュメ作成・文献調査

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（２） 第２グ
ループ
インターンシップや実習等での経験をふりかえり、教師・保育
者と子どもの関わり、学校・園の環境など印象に残っていること
をふりかえり、関心のあるテーマについて発表する。

テーマ構想発表レジュメ作成・文献調査

4時間

第8回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（３） 第３グ
ループ
インターンシップや実習等での経験をふりかえり、教師・保育
者と子どもの関わり、学校・園の環境など印象に残っていること
をふりかえり、関心のあるテーマについて発表する。

文献調査

4時間

第9回

卒業研究の計画発表参加（１） 第１グループ
４年生の計画発表に参加し、研究方法や進め方を中心に、研
究の方法を学ぶ。

文献調査

4時間

第10回

卒業研究の計画発表参加（２） 第２グループ
４年生の計画発表に参加し、研究方法や進め方を中心に、研
究の方法を学ぶ。

文献調査

4時間

第11回

卒業研究の計画発表参加（３） 第３グループ
４年生の計画発表に参加し、研究方法や進め方を中心に、研
究の方法を学ぶ。

文献講読発表準備

4時間

第12回

文献の講読（１） 第１グループ
関心のあるテーマの文献を選び、キーワード、目的と方
法、論の展開などに着目して見出される疑問点を取り上げ、発
表と討論を行う。

文献講読発表準備

4時間

第13回

文献の講読（２） 第２グループ
関心のあるテーマの文献を選び、キーワード、目的と方
法、論の展開などに着目して見出される疑問点を取り上げ、発
表と討論を行う。

文献講読発表準備

4時間

第14回

文献の講読（３） 第３グループ
関心のあるテーマの文献を選び、キーワード、目的と方
法、論の展開などに着目して見出される疑問点を取り上げ、発
表と討論を行う。

テーマ構想

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門基礎演習Ⅱ（初等教育・幼児教育）
教育学部専任教員
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
（高尾）保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業は、保育・教育分野における自己の関心・課題を明確にし、専門研究につなげることをねらいとする。専門基礎演習Ⅰで明確になっ
た各自の関心・課題にもとづき、保育学・教育学の先行研究を調査して分析し、研究方法や到達点などについて討論する。この過程で先行研究
調査と分析の方法を学び、各自の研究テーマを考え、そのテーマに基づく資料収集や調査研究などを行う。並行して４年生の卒業研究中間発
表・研究概要発表に参加し、卒業研究の進め方を学ぶ。データ管理、引用、実験及び著作権等に関する研究倫理の学習を継続する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

各自の研究テーマを設定する

卒業研究計画書の提出

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

各自の課題の遂行、プレゼン

2 ．DP6.行動・実践

討議に積極的に参加し、意見を述べることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題の進捗状況（ポートフォリ ： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
オを含む）
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、意見を述べることができる。
20％

試験（研究計画書提出）

： 卒業研究計画書（３年次）版を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
白井利明 高橋一郎著 ミネルヴァ書房 2013年
・『保育研究へのアプローチ１ 課題研究・ゼミナールの手引き』 飯田良治 民秋言編 萌文書林
その他、授業中に適宜紹介する。

1988年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

372

6781

時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・研究倫理
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。研究倫理について確認する。

実習のふりかえりとテーマ構想

4時間

第2回

卒業研究中間発表への参加（１） 第１グループ
４年生の中間発表に参加し、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

実習のふりかえりとテーマ構想

4時間

第3回

卒業研究中間発表への参加（２） 第２グループ
４年生の中間発表に参加し、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

実習のふりかえりとテーマ構想

4時間

第4回

卒業研究中間発表への参加（３） 第３グループ
４年生の中間発表に参加し、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

実習のふりかえりとテーマ構想

4時間

第5回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（１） 第１グ
ループ
教育実習での経験をふりかえり、前期に構想したテーマをみつ
め、研究テーマの設定に向けた構想発表を行う。

先行研究調査計画

4時間

第6回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（２） 第２グ
ループ
教育実習での経験をふりかえり、前期に構想したテーマをみつ
め、研究テーマの設定に向けた構想発表を行う。

先行研究調査計画

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（３） 第３グ
ループ
教育実習での経験をふりかえり、前期に構想したテーマをみつ
め、研究テーマの設定に向けた構想発表を行う。

先行研究整理（扱う順の検討・分析の視点）

4時間

第8回

研究概要発表への参加（１） 第１グループ
４年生の研究概要発表に参加し、全体概要（研究の目的、方
法、結論）について、全体で討議する。

先行研究レビュー

4時間

第9回

研究概要発表への参加（２） 第２グループ
４年生の研究概要発表に参加し、全体概要（研究の目的、方
法、結論）について、全体で討議する。

先行研究レビュー

4時間

第10回

研究概要発表への参加（３）

先行研究レビュー発表準備・卒業研究計画書
作成準備

4時間

先行研究レビュー発表準備・卒業研究計画書
作成準備

4時間

先行研究レビュー発表準備・卒業研究計画書
作成準備

4時間

第３グループ

4年生の研究概要発表に参加し、全体概要（研究の目的、方
法、結論）について、全体で討議する。
第11回

先行研究についての討論（１）

第１グループ

第１グループが研究テーマの先行研究レビューを発表し、研
究テーマ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討
議する。
第12回

先行研究についての討論（２）

第２グループ

第２グループが研究テーマの先行研究レビューを発表し、研
究テーマ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討
議する。
第13回

先行研究についての討論（３） 第３グループ
第３グループが研究テーマの先行研究レビューを発表し、研
究テーマ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討
議する。

卒業研究計画書作成準備

4時間

第14回

卒業研究のテーマと構想と卒業論文完成報告
これまでの学びを踏まえ、卒業研究のテーマと構想の概要を発
表する。４年生の卒業論文完成報告を聴く。

卒業研究計画書提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習Ⅰ
教育学部専任教員
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
（高尾）保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
卒業研究の計画ならびに進め方に関する指導を中心に行う。受講生は、各自の卒業研究を構想し計画して発表する。特に、問題設定（問題意
識、概念定義、先行研究、仮説）に基づく研究方法の立案を中心に、構想の妥当性を全体で検討・討議して、各自の研究にフィードバックさせ
ていく。並行して、３年生のテーマ構想発表・文献講読に参加し、討議に参加するとともに、自身の研究方法にフィードバックさせる機会とす
る。研究遂行過程をとおして、研究倫理の学習も継続する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

各自の課題（卒業研究）を行う

各自の課題（卒業研究）の研究方法を立
案し、実施する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

各自の課題（卒業研究）を行う

2 ．DP6.行動・実践

グループ討議での建設的な意見

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題の進捗状況（ポートフォリ ： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
オを含む（
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、建設的な意見を述べられているかを評価する。
20％

試験（研究計画書提出または研究計画 ： 5月の研究計画書からの進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
発表）
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
その他、授業中に適宜紹介する。

白井利明

高橋一郎著

ミネルヴァ書房

2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

374

6801

時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・研究倫理に関する学習・卒業研究の構
想に向けた調査（１） 調査の計画
各自のテーマを発表し、類似の受講生同士で３程度のグルー
プに分かれる。本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題
等について理解する。日本学術振興会の研究倫理教育教材
等を用いて、研究を進めたり論文を書いたりする際に求められ
る研究倫理について学習する。卒業研究の構想に向けた調査につ
いて、実施計画を立てる。

研究方法立案に向けた調査計画の構想

4時間

第2回

卒業研究の構想に向けた調査（２） 方法の立案
調査結果（文献紹介など）にもとづき、卒業研究方法を立案す
る。

研究計画書の作成

4時間

第3回

卒業研究の構想発表（１） 第１グループ
第1グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成

4時間

第4回

卒業研究の構想発表（２） 第２グループ
第2グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成

4時間

第5回

卒業研究の構想発表（３） 第3グループ
第3グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成・提出

4時間

第6回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第１グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。

研究方法の修正、具体的な立案、予備調査
等の実施

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第２グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。

研究方法の修正、具体的な立案、予備調査
等の実施

4時間

第8回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第３グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

第9回

卒業研究の計画立案（１）

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

第１グループの発表と検討

第1グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。
第10回

卒業研究の計画立案（２）

第２グループの発表と検討

第2グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。
第11回

卒業研究の計画立案（３） 第３グループの発表と検討
第3グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。

調査等の実施

4時間

第12回

文献の講読への参加（１） 第１グループ
文献紹介に参加し、文献の読み方、問いの立て方など、研究方
法を中心に、討論を行う。

調査等の実施

4時間

第13回

文献の講読への参加（２） 第２グループ
文献紹介に参加し、文献の読み方、問いの立て方など、研究方
法を中心に、討論を行う。

調査等の実施

4時間

第14回

文献の講読への参加（３） 第３グループ
文献紹介に参加し、文献の読み方、問いの立て方など、研究方
法を中心に、討論を行う。

調査等の実施

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

専門演習Ⅱ
教育学部専任教員
4年

後期

開講時期

単位数

2

演習

該当する
（高尾）保育所保育士および中学校英語科教員として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
卒業研究の進め方に関する指導を受けながら卒業研究を完遂する。演習では各自の卒業研究の進捗発表を行う。専門演習Ⅰで設定した問題と研
究方法（対象者、材料・文献、手続き）と研究の進捗を中心に、全体で検討・討議して各自の研究にフィードバックさせていく。これらを通じ
て、卒業研究の成果物としての卒業論文を完成させる。並行して３年生のテーマ構想発表・文献レビュー発表に参加し、自身の研究にフィード
バックさせる。研究倫理について、研究の遂行と論文執筆の過程で生じた疑問等について、個別に指導を受けながら学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各自の課題

卒業論文の完成

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

討議への参加

建設的な意見を述べる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自の課題

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題への進捗状況（ポートフォ ： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
リオを含む）
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、建設的な意見を述べられているかを評価する。
20％

試験（卒業研究発表会）

： 卒業研究発表会の発表および参加について、卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
その他、授業中に適宜紹介する。

白井利明

高橋一郎著

ミネルヴァ書房

2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・卒業研究中間発表準備
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。中間発表に向けて、各自の研究構想と計画を再確認し、類
似の受講生同士で３程度のグループに分かれる。研究方法（対象
者、材料・文献、手続き等）と結果を中心に、卒業研究中間発表
準備を進める。

中間発表準備

4時間

第2回

卒業研究中間発表（１） 第1グループ
第1グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

中間発表準備・調査等の実施、結果の整理

4時間

第3回

卒業研究中間発表（２） 第２グループ
第２グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

中間発表準備・調査等の実施、結果の整理

4時間

第4回

卒業研究中間発表（３） 第３グループ
第３グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第5回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第１グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定を中心に、討論を行う。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第6回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（２）
第２グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定を中心に、討論を行う。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（３）
第３グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定を中心に、討論を行う。

調査等の実施、結果の整理、研究概要発表準
備

4時間

第8回

研究概要発表（１）

調査等の実施、結果の整理、研究概要発表準
備

4時間

第１グループ

第1グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。
第9回

研究概要発表（２） 第２グループ
第２グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。

題目届作成、論文執筆（序章）

4時間

第10回

研究概要発表（３） 第３グループ
第２グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。

題目届作成、論文執筆（本論）

4時間

第11回

先行研究についての討論への参加（１） 第１グループ と論
文執筆進捗報告
年生の研究テーマの先行研究レビュー発表に参加し、研究テー
マ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討議す
る。論文執筆の進捗状況を報告する。

題目届作成、論文執筆（本論）

4時間

第12回

先行研究についての討論への参加（２） 第２グループ と論
文執筆進捗報告
３年生の研究テーマの先行研究レビュー発表に参加し、研究テー
マ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討議す
る。論文執筆の進捗状況を報告する。

論文執筆（終章）

4時間

第13回

先行研究についての討論への参加（３）
文執筆進捗報告

図表や注、文献を整理し、全体を推敲す
る。第３グループの先行研究についての討
論への参加（３）

4時間

卒業論文提出

4時間

第３グループ

と論

３年生の研究テーマの先行研究レビュー発表に参加し、研究テー
マ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討議す
る。論文執筆の進捗状況を報告する。
第14回

卒業研究のテーマと構想への参加 と 卒業論文完成報告
３年生の卒業研究のテーマと構想の概要発表に参加し、全
体Tで討議する。卒業論文の完成報告を行い、提出準備を完了さ
せる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教職論（中等）
加藤博之
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全1４回）

実務経験の概要

授業概要
教育は教員の人間性や専門性などが大きく関わっており、それゆえ「教育は人なり」といわれてます。本授業では、教職の意義や教員の役
割、教員をとりまく様々な事象を考察し、今日求められている教員の職務内容について理解するとともに、教員としての人間性、資質・能力な
どの素地を高め、自覚･責任感をもって進路選択ができるようにします。授業では教育関連法規や教育現場の具体的な事象を取上げ、現職教員に
よる講話も交えて進めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教師としての基礎的資質に関する知識

生徒の育成を目指す教員として学習指導、服
務などに関する知識を身につけることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校現場の現状を見据え、教師を取り巻く課
題を見出す力を養うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ成績評価を不可とします。
レポートの提出について、指示された期限を厳守しないときは受け付けないこともあります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験レポート

： 内容の妥当性と論理構成などの観点から、独自のルーブリックに基づいて評価をします。
50％

授業のなかの課題（ミニレポート）
30％
受講状況
20％

： 教師としての基礎的資質に関して、知識理解と表現力などの観点から独自のルーブリックに基づい
て評価をします。
： 授業中の学習意欲、受講態度（私語、携帯電話の使用など授業と関係がない行為をした場合は減点
対象とします。）提出物などを、チェックリストを活用し、総合的に評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『新しい時代の教職入門』（改訂版）秋田喜代美・佐藤学編著 有斐閣アルマ
『はじめて学ぶ教職論』広岡義之編著 ミネルヴァ書房 2017年
『教職論ハンドブック』山口健二・高瀬淳編 ミネルヴァ書房 2011年
ほか、適宜授業で紹介します。

2016年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

初回授業時に周知します。

場所：

初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーションと教職の意義
授業の受け方や提出物等の出し方などを理解するとともに、教
職について学ぶことの意義を理解し今後の授業の見通しを把握す
る。

第2回

学校教育の現状と課題
教員の定年による大量退職と若手教員の増加、少子化問題によ
る学校数・学級数の減少化、学力問題、いじめ、非行、暴力など
について知る。

第３回

教職についての社会の見方
教員の失態は社会で問題になりやすい。言動や身なり、教養、博
識など人々の教員の捉えかたについて理解する。

教職の意義のなかで教師とは何であるか復
習し、自身が目指す教師像を述べることがで
きるようにする。

4時間

教育の諸問題のうち学力について調べてまと
めてくる。

4時間

教員の品格について問題となることが予想さ
れる事象を調べてくる。

4時間

第4回

求められる教員の資質能力－教員としての人間性・能力－（現
職教員の講話）
教員として授業ができる基礎知識、児童・生徒や保護者など
を受けれる受容的な態度などを身につけた豊かな人間性につい
て理解する。また、教員は授業が勝負であると言われ、一人一
人の児童・生徒に応じた授業ができることは教員にとって必須で
ある。このような趣旨を踏まえ、授業力とは何か、また児童・生
徒の育成に間接的にかかわる事務処理能力、交渉能力・対応能
力などについて理解する。講話は場合によっては視聴覚教材を活
用することもある。

教師の人間性や授業力を高めるため
の取り組みをまとめる。

4時間

第5回

教職員の種類と資格

学校教育に携わるうえで必要な公的資格をま
とめ、説明できるようにする。

4時間

教員の服務規程を一覧表にまとめ、説明でき
るようにする。

4時間

研修の種別と必要性をまとめ、その意義を説
明することができるようにする。

4時間

教科指導と生徒指導の両輪関係を述べること
ができるようにする。

4時間

校内の職務としての校務分掌を事前に調べて
まとめてくる。

4時間

校務分掌の実際で学んだことから長所と短
所をまとめ短所の改善策を考えることができ
る。

4時間

学校と関係機関のつながりを図式的にまとめ
ることができる。

4時間

教員の免許について、その種類や職務内容そして取得に必要な履
修科目等について理解するとともに教員以外の職員の職務につい
ても知る。
第６回

教員の身分保障
教員の出勤時刻や退勤時刻、および問題対応の時間などと労働基
準法との関係について知り、勤務条件と実際の勤務および服務に
ついて理解する。

第７回

教員研修と向上心（指導体制の充実のための研修）
教員の研修はかならず取り組まなければならないことである。研
修は義務としての研修と自己向上のための研修に大別でき、それ
ぞれ具体的な事柄を取上げる。研修は教員にとって重要であるこ
とを理解する。

第８回

教員の力量と学習指導
中学校及び高等学校の専門教科など、教科指導の進め方、そし
て児童・生徒の実態を理解しながら授業を展開することを理
解し、教員の力量を向上させることの大切さを理解する。

第９回

校内組織と教員の力量（校長を中心とした校内組織と補佐）
校務は学校に在籍する教職員で分担して運営される。校務分
掌の内容と学校組織について知り、教務、研究、生活指導をはじ
め種々の校務があることと、校務を担ううえでの個人の適性につ
いて理解する。

第10回

校務分掌とその実際
校務分掌の内容を、学校運営上必要である教務、研究、生徒指
導、保健などの校務の実際の様子と課題について理解する。

第11回

学校外の職務と教員の関わり
地方の教育行政（区役所イベントなど）、警察署、消防署、医師
会、青少年指導委員会などと学校の職務との関連につい
て知り、児童・生徒の健全育成にとって相互協力が重要であるこ
とと教員のかかわりについて理解する。

第12回

教職員等と学校関係者等との連携協働（チーム学校運営への対
応）
地域の学校という意識、地域の連合組織と学校・教員の関連、地
域の一員である家庭について知り、児童・生徒の健全育成にとっ
て相互連携が必要であることを理解する。

学校、家庭、地域の連携の重要性をまとめる
ことができる。

4時間

第13回

教員をめぐる事件・事故

学校の安全管理（校内外）をまとめ、発表で
きるようにする。

4時間

教員を目指す上での課題を明確にできるよう
にまとめることができる。

4時間

不審者侵入、交通事故、学校事故などの学校安全管理や飲酒運
転、セクハラなど教職員の不祥事や事案が起こる背景につい
て知り、教職員のあるべき姿について理解する。
第14回

まとめと授業全体の振りかえり
教員として教育現場に赴く際、一人一人の児童・生徒へ
の深い愛情と理解にもとづき、熱意をもって指導にあたれる理
想としての教員像を描くことができるようにする。さらに自己教
育力を磨き高めるうえで、自己の課題を捉えることができる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育学概論（中等）
山本智也
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

家庭裁判所調査官として心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知識や技法を活用し、家庭内の問題の解
決や非行少年の立ち直りに向けた「調査」や「調整」を担当。（第2回）

授業概要
本科目は、教育の概念、思想、歴史、制度、内容、方法等について基礎的、体系的な理解を深め、人間にとって教育とは何かを考えることを目
標とする。しかし、様々な子どもや家族をめぐる諸問題に当面している現在、教育の意義を単に知識としてのみとらえるのでは不充分であ
る。そこで、この授業では、教育をめぐる現実の問題状況をどのようにとらえ、どのようにして解決に取り組んでいくのかという現実を原点と
した営みとして教育をとらえる臨床教育学の視点を重視して教育の意義・目的を考えていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育思想・歴史的展開の理解

教育に関する様々な思想を理解した上で、そ
の今日的意義を理解できる。
教育の歴史的展開をとらえ、近代教育制
度の成立と展開を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育の意味・目的の理解

子どもの現状を踏まえた上で、教育の意
味・目的を理解できる。
家庭教育、社会教育の変遷と現状をとら
え、今後の方向性を考えることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもの現状を踏まえた上で、教育をめぐ
る課題を発見し、解決の方向性を考えること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価は次の３つの観点からの総合評価が６０％以上を合格とする。
①教育の原理的基礎の理解
②教育の歴史をふまえた教育の意義・目的の理解
③子どもの現状の理解と教育的諸問題への適切な対応
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 教育の歴史、思想について的確に理解することができているかを評価の基準とします。
40％

レポート

： 教育思想家を一人取り上げ、その思想の今日的意義についての理解度を評価の基準とします。
15％

授業への参加度

： 各授業回のテーマに関する予習シート（30％）、各授業の最後に提出する小レポート（15％）
45％

使用教科書
指定する
著者
西川信廣・山本智也編

タイトル
・

出版社

現代社会と教育の構造変容

参考文献等
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・ ナカニシヤ出版

出版年
・

2018 年
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教育思想史学会編 「教育思想事典 増補改訂版」 勁草書房 2017年
広田照幸 「日本人のしつけは衰退したか 「教育する家族」のゆくえ」 講談社 1999年
ポルトマン 「人間はどこまで動物か－新しい人間像のために」 岩波書店 1961年
デューイ 「学校と社会」岩波書店 1957年
デューイ 「民主主義と教育」 岩波書店 1975年
デューイ 「経験と教育」 講談社 2004年
ルソー 「エミール」（上中下） 岩波書店 1962年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２階個人研究室72

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
メールアドレス：yamamoto-to@osaka-seikei.ac.jp
ただし、件名に「教育学：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育をめぐる今日的状況と課題
教育をめぐる今日的な状況について確認した上で、教育をめぐ
る課題を理解していきます。

第2回

子どもをめぐる問題と教育
少年非行、ひきこもり、児童虐待など子どもをめぐる問題につい
て、その動向を確認した上で、こうした問題に対して教育の役
割を考えていきます。

第3回

人間形成における教育の意義
人間の発達について理解していくことを通して、人間にとって教
育の意義を考えていきます。

第4回

学校の成立と展開
学校の歴史的経過について踏まえ、その社会的な意味につい
て考えていきます。

第5回

近世以前の日本の教育
古代から近代までの日本において、どのような変遷をたどってき
たかについて考えていきます。

第6回

近代以降の日本の教育
近代以降、特に戦後日本の教育について、学習指導要領の変
遷を踏まえつつ、考えていきます。

授業に先立ち、テキストを通読しておくこ
と。

4時間

予習シートの作成（子どもの問題行動につい
て）

4時間

予習シートの作成（生理的早産について）

4時間

予習シートの作成（学校の存在意義につい
て）

4時間

予習シートの作成（日本の教育の歴史につい
て）

4時間

予習シートの作成（日本の学校教育制度の歴
史について）

4時間

第7回

西洋教育思想の歴史と展開（ソクラテス、コメニウス、ル
ソー、ペスタロッチ、ヘルバルト、デューイを中心に）
西洋教育思想を概観した上で、今日の学校教育、教育改革にどの
ような意味を持つものなのかを考えていきます。

予習シートの作成（教育における開発主
義と注入主義について）

4時間

第8回

教育制度と教育法規

予習シートの作成（教育基本法の改正につい
て）

4時間

戦後日本の教育法政の体系を踏まえた上で、今日の教育制度をめ
ぐる課題を考えていきます。
第9回

学校・学級経営の機能と構造
学校経営・学級経営それぞれの機能と構造について考えていきま
す。

予習シートの作成（学校経営計画について）

4時間

第10回

子どもの「育ち」を支援するために

予習シートの作成（生徒指導の２つの側面に
ついて）

4時間

予習シートの作成（学習指導要領の変遷につ
いて）

4時間

予習シートの作成（コミュニティ・スクー
ルについて）

4時間

予習シートの作成（家庭教育支援条例につい
て）

4時間

予習シートの作成（学びの共同体について）

4時間

児童・生徒一人一人の人格を尊重していくとはどういうことなの
かを対人援助の実践理論を通して考えていきます。
第11回

教育課程・教育方法の変遷と子どもの学力
教育課程・教育方法の変遷について、戦後の学習指導要領の変
遷を中心に理解を深めていきます。

第12回

地域とともにある学校づくり
学校評議員制度、学校運営協議会の制度化、コミュニティ・ス
クールといった学校をめぐる状況を理解した上で、コミュニ
ティの課題を考えていきます。

第13回

家庭教育支援の方向性
今日の子育て家庭の課題を踏まえた上で、家庭教育支援の歴史
及びその方向性を考えていきます。

第14回

教育の機能 －人間関係と教育－
学びにおける他者・対話の存在を考えた上で、教育とは何か
を問い直していきます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育学概論（中等）
川島裕子
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、さまざまな教育思想、教育に関する基本的概念や歴史について概観するとともに、それらを具体的な教育実践や個人的な体験と関
連づけながら教育学の基礎を学ぶ授業です。授業内容は、例えば、古代から近代、ポストモダンの教育思想、近代学校の成立や学習論、子ども
や教師の捉え方、教育改革に付随する教育言説、体罰やいじめなどの教育問題、さらに教育での多様性や共生という課題などについて扱いま
す。これらを通し、個人または協働で、未来の教育実践に向けて具体的なアクションを起こしていくためのビジョンを構築します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育学についての知識

講義や書籍、インターネットの情報をもと
に、教育学の基礎的な思想や概念、歴史およ
び現代社会における教育課題について理解で
きる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育学の専門的知識の実践への応用力

教育学の専門的知識を自分の中で咀嚼し、教
育課題に対する対応を想像するとともに、具
体的な教育実践を立ち上げることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

教育学の専門的知識や批判的思考、分析
力を応用し、教育的課題を発見・検討するこ
とができる。

2 ．DP5.計画・立案力

教育学の専門的知識や発想力を駆使しなが
ら、課題に向けた取組みを計画・立案するこ
とができる。

3 ．DP7.完遂

計画・立案した課題への取組みを、その表現
方法を考えたうえで遂行することができる。

4 ．DP8.意思疎通

ペアワークやグループワークに取組むにあた
り、他者と対話しながら相互に意思疎通をは
かり進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してしてください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価は「不可」となります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

グループ発表
30％
個人発表
30％
ふりかえり
20％
最終レポート

： グループ発表を、教育学の専門的知識の理解、具体的教育実践の想像、教育的課題の発見・検
討、表現方法、参加態度、ふりかえりレポートでの考察について評価する。
： 個人発表を、教育学の専門的知識の理解、教育的課題の発見・検討、教育学的課題と自分の教育体
験との関連づけ、表現方法、参加態度、ふりかえりレポートでの考察について評価する。
： ユニットごとに提出するふりかえりシートを、課題発表及び授業での学びの内容について深く考
察できているかという点から評価する。
： 最終レポートを、教育学の思想や概念を統合し、具体的な教育実践と接続させながら自分で実施し
てみたい教育実践のあり方を描写し説明できているかという点について評価する。
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20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
教育学入門（藤田英典、田中孝彦、寺崎弘昭、岩波書店、1997）
教育言説の歴史社会学（広田照幸、名古屋大学出版会、2001）
シティズンシップの教育思想（小玉重夫、白澤社、2003）
学びの快楽（佐藤学、世織書房、1999）
よくわかる教育学原論（安彦忠彦、児島邦宏、藤井千春、田中博之、ミネルヴァ書房、2012）
また、授業中に適宜参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は２単位の科目であるため、全体で６０時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」では、ユニットごとに最終課題に向け
た準備を行います。十分に準備をしたうえで授業へ参加して下さい。本授業では、新しい考えや挑戦的な取組みを歓迎します。授業での議
論や活動においては、さまざまな価値観を持つ他者を尊重しその多様性を認めたうえで、積極的かつ思慮深く参加して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

初回授業で連絡
中央館5階 131

備考・注意事項： 具体的な質問方法については、初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、教育思想①―領域のマッピング
オリエンテーションを通して、授業の目的、進め方、課題、参
加の仕方等について理解する。他の受講生や講師と出会う。教育
思想の観点や人物について、領域の全体像を把握する。ユニッ
ト１「教育思想」に関する課題を理解する。

第2回

教育思想②―講義

講義を通し、古代から近代、ポストモダンの教育思想（ソクラテ
ス、コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、ヘルバル
ト、デューイ、シュタイナー、フレイレなど）の基本的考え
を知る。課題で選択した人物やテーマ、アイディアをもとに、発
表に向けたグループ分けを行う。
第3回

教育思想③―発表準備（企画・考察）

グループ活動を通して、特定の教育思想にもとづいた具体的な教
育実践のあり方をパフォーマンスによって描く準備を行う。グ
ループで扱うアイディアとその描き方を選択し、表現方法を考え
ながらシナリオを作る。また、教育思想がどのように具体的実
践として体現されるのか、どのように現代を生きる自分たちに示
唆を与えるのかについて考察するための手立てを学ぶ。
第4回

教育思想④―発表とリフレクション

パフォーマンス発表を行う。パフォーマンスの内容、言及した教
育思想、教育思想と実践との関係性および表現方法についてふり
かえりを行う。ふりかえりレポートを提出する。
第5回

教育体験の語り①－教育体験を語る
自分の教育体験のなかで印象に残っている出来事を物語とし
て語り、他者と共有する。ペアワーク、グループワークを通し
て語りを練り上げていく。語りとは何か、またその意味につい
て学ぶ。

第6回

教育体験の語り②－語りのふりかえり
前回語った自分の語りについて、自分の考えや気持ち、その場
面にいる他者や出来事の背景、また教育学の概念や現代の教育課
題との関連などを探りながら、語りを掘り下げる。教育学におけ
る語りの意味について学ぶ。語り直しに向けた課題の内容を理
解する。

第7回

教育体験の語り③－講義１（学校教育、学校外教育）

教育の基本的概念や歴史的文脈について、学校教育（近代学
校の成立やその特徴など）をテーマに講義を通して学ぶ。教育
学の専門的知見と自分の体験との関連を考察する。
第8回

教育体験の語り④－講義２（学び、子ども、教師）
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特に気になり、喚起される教育思想あるい
は思想家を選ぶ。情報検索を行い、その人
物や教育思想について調べる。

4時間

グループ発表に向けた情報収集を行う。選
択した教育思想および人物の学問的背景や個
人的背景などについて文
献を読み込み掘り下げる。シナリオとアイ
ディアを考える。

4時間

グループでパフォーマンスの練習をする。シ
ナリオ、言及する教育思想、教育思想と実
践との関連、グループ活動の様子などについ
てふりかえりレポートを作成する。

6時間

自分の発表や他のグループ発表について、ふ
りかえりシートを作成する。ユニット２「教
育体験の語り」の課題として、自分の教育体
験の中で特に印象に残っている出来事につい
て語るための準備をする。

4時間

授業での活動をふまえて、自分の語りを深め
る。

2時間

関連のある教育学の概念や現代の教育課題に
ついて調べ、授業での活動をふまえて自
分の語りを深める。

2時間

教育の基本的概念や歴史的文脈との関
係の中で自分の教育体験を相対化し、多角
的に理解する。講義で学んだ教育学的視座の
もと自身の教育体験を語り直すための準
備を行う。

2時間

教育の基本的概念や歴史的文脈との関
係の中で自分の教育体験を相対化し、多角
的に理解する。教育学的視座のもと自分の教
育体験を語り直すため、構想や語り口につい
て考察し、発表の準備を行う。

2時間

7007
教育の基本的概念や歴史的文脈について、特に学び（「学
習」と「学び」の違いなど）、子ども（「子どもの発見」か
ら子ども観の変容など）、教師（教師の捉え方や「生徒―教
師の関係性」など）をテーマに講義を通して学ぶ。講義で学ん
だ教育学の専門的知見と自分の体験との関連を考察する。
第9回

教育体験の語り⑤－教育体験の語り直しとリフレクション
自分の体験について、これまでのワークおよび考察を踏まえ
て語り直す。教育学的視座がどのように個人的経験の理解を促す
のかを探求する。

第10回

教育言説と教育問題①―講義と考察

現代日本における教育制度について理解する。
講義を通して、教育言説とは何か、また教育言説という視点か
ら「教育問題」を捉える意味や手立てについて学ぶ。日本におけ
る教育言説と「教育問題」について学ぶ。選択した教育言
説や「教育問題」について内容を掘り下げ、考察を深める。ユ
ニット３「教育言説と教育問題」の課題を理解する。
第11回

教育言説と教育問題③―発表とリフレクション
発表を行う。言及した教育言説あるいは「教育問題」につい
て、また教育言説と「教育問題」のかかわりについて、さらにそ
れらに対する対応についてふりかえりを行う。ふりかえりレポー
トを提出する。

第12回

教育の未来を拓く①－講義

新しい教育の地平を切りひらくために重要となる教育学の概
念や考え方について学ぶ。特に、21世紀の生涯学習社会におけ
る教育実践のあり方について考察するため、多様性や共生とい
う切り口について学ぶ。ユニット４「未来の教育を拓く」の課
題および最終レポートについて理解する。
第13回

教育の未来を拓く②－発表準備（企画・考察）

課題で選択したテーマやアイディアをもとに、発表に向けたグ
ループ分けを行う。授業で学んだ教育課題や概念枠組みにもとづ
いた教育実践を構想するため、グループで課題発表に向けた準
備を行う。グループ内で最終的に言及する教育問題や概念ならび
に発表形態を決定する。
第14回

教育の未来を拓く③－発表とリフレクション
グループ発表を行う。発表の内容、言及した教育学的視点、それ
らの教育実践との関係性および表現方法についてふりかえり
を行う。現代的教育課題および講義全体のまとめを行う。ふりか
えりレポートを提出する。
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自分の語りの変容や他者の語りについて、ふ
りかえりシートに記入する。

4時間

自分の経験や問題意識と重なる教育言説ある
いは「教育問題」について、テー
マを一つ選ぶ。関連する文献等の情報（書
籍、論文、教育雑誌、新聞記事、インター
ネット記事など）を収集する。

6時間

自分の発表や他者の発表について、ふりかえ
りシートを作成する。

2時間

講義の内容をもとに、関心のある現代の教育
課題を選ぶ。その課題に対して、情報収
集を行うとともに状況を変化させるためのア
クションプランを考える。

4時間

グループで発表準備を行う。言及した教育課
題や概念、それらと教育実践との関連およ
び発表方法について、ふりかえりレポー
トを作成する。

6時間

自分の発表や他のグループ発表について、ふ
りかえりシートを作成する。最終レポー
トを執筆する。

10時間

7011
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育心理学（中等）
米田薫
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

中学校教諭として勤務の後、教育委員会にて教育相談・適応指導教室担当として従事。その後、臨床心理士と
して公立中学校スクールカウンセラーを経験。【全14回】

授業概要
「教育心理学」は心理学の一領域で，教育に関連する諸事象を心理学的に研究し、教育の効果を高めるために役立つ心理的知見と心理的技
術を提供しようとする学問である。本講義は、発達、パーソナリティと知能、学習と教育評価、動機づけを取り上げ、一人ひとりの子どもの発
達の特性や個に応じた教育的対応や集団の状況に応じた指導・援助についての理解を深め、心理学的知見に基づく教育観を醸成する。本講
義は、グループで与えられた課題をレポートし、そのプレゼンテーションを行う形式で進めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育心理学に関する基本的知識

教育心理学の基本的な事項について理
解し、説明することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

与えられたテーマについて、グループで計画
的に調査し、発表することができる。

2 ．DP7.完遂

自分の担当した役割に責任があることを自
覚し、グループワークを最後まで遂行でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績は不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のテスト

： 授業内に実施する各単元の基礎的事項に関するテストにより評価する。
10％

（各単元のワークシート含む）

： 各単元で作成するワークシートと与えられた課題についてのレポートによって評価する。
60％

プレゼンテーション

： 与えられた課題に関するプレゼンテーションの内容とパフォーマンスにより評価する。
10％

プレゼンテーションに用いる資料

： プレゼンテーションに用いた資料の内容の正確さと適切さで評価する。
10％

期末レポート

：
10％

使用教科書
指定する
著者
遠藤司編著

タイトル
・

出版社

教育心理学

・ 一藝社

385

出版年
・

2014 年

7011

参考文献等
古川聡編著『教育心理学をきわめるチカラ』福村出版 2019
古谷喜美代ら編著『児童生徒理解のための教育心理学』ナカニシヤ出版
藤澤文編著『教職のための心理学』ナカニシヤ出版 2013
桜井茂男編著『たのしく学べる最新教育心理学』図書文化社、2004
前原武子編著『生徒支援の教育心理学』北大路書房 2002

2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。予習としてテキス
トの次時の範囲を読んでワークシートにまとめて授業に臨むこと、事後に自分で学修した事項をまとめること、確認テストに備えて復習してお
くことを求める。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時間目

場所：

中央館５階127

備考・注意事項： 質問は、Ｅメール（アドレス：yoneda@osaka-seikei.ac.jp）でも対応する。件名に「教心質問：○○（送信者の氏名）」と
した上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

教育心理学とは何かを明らかにしよう

教育心理学の定義、領域について概説し、この講義の進め方等に
ついて解説します。
第2回

発達と教育（１）発達とは何か

発達の定義、規定するもの、基本となる代表的な理論につい
て学びます。
第3回

発達と教育（２）発達の諸相

発達段階と各段階の特徴について学びます。
第4回

学習の理論

学習の定義、基本となる代表的な学習理論の概観、記憶につい
て学びます。
第5回

教授と学習

代表的な教授理論を概観します。
第6回

動機づけの理論
動機づけ、原因帰属、自信と無気力について学びます。

第７回

知能と学力
定義、代表的な理論，測定法、知能と学力の関係について学びま
す。

第8回

中間まとめ

前半の学びを振り返り、深めます。
第9回

教育の評価
子どもを生かす教育評価を概観します。

第10回

授業の実践と研究
心理学を生かした授業実践について学びます。

第11回

学級集団
心理学を生かした学級集団づくりについて学びます。

第12回

パーソナリティの問題と生徒理解
定義、代表的な理論、社会性や道徳性に関する理論を概観しま
す。

第13回

障害のある子どもへの支援
支援を要する子どもへの支援のあり方を学びます。

第14回

総括
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シラバスを熟読する。教育心理学の定義、領
域と内容を説明できるようにする。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

7011
本科目を受講して、得たものと今後の学修のあり方について考え
ます。
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7012

教育社会学

授業科目名

鈴木勇・薮田直子

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目はまず、人間形成の役割を担う教育の在り方について、教育社会学の理論や知見をもとに理解することを目的としている。教育に関す
る「常識」や「思い込み」を問い直し、教育と社会の在り方について多角的に見つめ直すことをめざす。具体的には、初めに教育社会学の基本
的な考え方や主要テーマについて学んだ後、不平等、社会的包摂、国際化といった教育についての現代的課題を検討し、教育者としての幅
広い視野と知識を身に着けることをめざす。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育の社会学に関する知識

学んだ知識を用いながら社会学的な視点か
ら教育について改めてとらえなおすことがで
きる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

相手の意見をよく聴いた上で他者の感情に配
慮しつつその問題点を指摘し、自己の意
見の正当性を筋道を立てて相手に分かりやす
く説明することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート

： 授業内容を的確にまとめ理解できているか、という観点から評価する。
30％

試験
70％

： 授業で扱った教育社会学にかかわる教育テーマについて正しく理解し、自らの見解を説得
的に示す事ができているかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『中学校学習指導要領』／文部科学省
『中学校学習指導要領解説』／文部科学省
『教育社会学への招待』／若槻健・西田芳正編／大阪大学出版／2010年

履修上の注意・備考・メッセージ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。また、適宜映像資
料も用意する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

鈴木：金曜昼休み、薮田：水曜昼休み

場所：

中央館5階個人研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育における今日の課題（担当：薮田直子）

講義の内容を復習し、教育社会学研究の現
状と課題について理解を深める。
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4時間

7012
教育社会学とはどのような特徴を持つ学問領域なのか。また、ど
のように発展してきたのか。これらのことから教育社会
学を学ぶ意義について考えます。加えて教育社会学という学問領
域について、現在の教育社会学研究のトレンドと課題を中心に学
習し、教育社会学を学習するために必要な基礎知識の習得を目
指します。
キーワードは、グローバル化、個人化、多様性、実践性。
第2回

近代の教育行政と学校制度（担当：鈴木勇）
近代に入ると国が学校を作り、国民は学校に行くことになっ
た。国が学校制度を整備したのはなぜなのか。また、その結
果、日本の教育はどのように変わったのか。こうしたことについ
て考えます。

第3回

近代家族と教育（担当：薮田直子）
教育社会学において議論されてきた「教育」と「家族」の関係
性について学習します。理論的変遷を踏まえつつ、現代社会にお
ける家族と教育の問題について考察していきます。
キーワードは、社会階層、教育戦略、格差

第4回

学校と地域の連携（担当：鈴木勇）
子どもの成長には、学校のみならず地域の影響も大きい。特に近
年では学校と地域が協力して子どもの教育にあたることが重要
視されている。そのための取り組みや課題について考えます。

第5回

子どもの生きづらさと学校の役割（担当：鈴木勇）
いじめ、不登校、引きこもりなど、今日の子どもたち
は様々な生きづらさを抱えている。ただそれは子どもたちだけ
の問題ではなく、社会の仕組みや不安定さとも深くかかわる社会
全体の問題でもある。こうした課題に学校や教育が果たせる役
割について考える。

第6回

若者の「移行」の今日的課題（担当：薮田直子）
教育社会学において議論されてきた「教育」と「進路」の関係
性について学習します。理論的変遷を踏まえつつ、現代社会にお
ける子ども・若者の進路選択やキャリア形成の問題について考
察していきます。
キーワードは、学校から職業への移行、進学格差、国境を超え
る進路・キャリア形成

第7回

教育課題と教師の実践（担当：薮田直子）
様々な理由により教育から排除される子どもたちが増加してい
る。そして、教育から排除されることで社会的に不利な状
況に陥ることが多い。その現状と課題について考えます。

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、教育評価の現状と課題について理
解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、教育と家族の関係につ
いて理解を深める。

4時間

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、地域連携について理解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、課題を抱える子供たち
に教員として何ができるかについて理
解を深める。

4時間

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、進路と教育の関係性について理
解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、教師の役割について理
解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、教育現場のジェン
ダーをめぐる問題について理解を深める。

4時間

講義の内容を復習し、教育社会学研究の現
状と課題について理解を深める。

4時間

教育社会学において議論されてきた「教員（集団）」と「学
校」の関係性について学習します。理論的変遷を踏まえつつ、現
代社会における学校教育の諸課題について考察していきます。
キーワードは、教師の資質・力量、教員集団、学校づくり。
第8回

ジェンダーと教育（担当：薮田直子）
学校教育におけるジェンダー問題について学び、男女格差やセク
シャル・マイノリティといった事象について深く考えます。
キーワードは、隠れたカリキュラム、バックラッシュ、セクシャ
ル・マイノリティ

第9回

特別支援教育とインクルージョン（担当：鈴木勇）
支援が必要な子どもたちに等しく教育の機会を与えようとするイ
ンクルーシブ教育の考え方や取り組みが広がっている。主に日
本のインクルーシブ教育の歴史と課題について考えます。

第10回

学校安全と防災教育：災害・事故のリスク管理（担当：鈴木
勇）
阪神大震災や東日本大震災の経験から災害時の教員や学校の対
応が注目されている。また、学校内での事故や事件も後を絶たな
い。教員の緊急対応や平時から学校安全のためにしておくべきこ
と、防災教育等について検討する。

講義の内容を復習し、教員としての緊急
時の対応について理解を深める。

4時間

第11回

日本の多文化共生と教育（担当：薮田直子）

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、学校教育における多文化共生につ
いて理解を深める。

4時間

講義の内容を配布資料及び映像資料を用い
て復習し、諸外国の教育問題について理
解を深める。

4時間

講義の内容を配布資料を用いて復習し、教育
格差の問題について理解を深める。

4時間

日本における外国人児童生徒の教育問題について、言語、学
力・進学、文化葛藤、アイデンティティといった課題を取り上げ
つつ、グローバル化時代における学校教育のあり方を探ります。
キーワードは、ニューカマー外国人、エスニシティ、教育支援
第12回

諸外国の多文化教育の実践（担当：薮田直子）
諸外国の多文化教育の実践を概観したうえで、日本から海外に移
住する／海外から日本に帰国する子どもが直面する教育問題につ
いて、言語、学力・進学、文化葛藤、アイデンティティといっ
た課題を取り上げつつ、グローバル化時代における在外教育施
設や学校教育のあり方を探ります。
キーワードは、移住の多様化、多文化教育、トランスナショナリ
ズム

第13回

教育と格差問題（担当：鈴木勇）
近年、世界的に社会の格差が広がっており日本も例外ではな
い。そしてその格差は教育における格差や不平等を生むこととな
る。教育の格差や不平等の現状とそれらがいかにして再生産され
るのかについて考えます。
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第14回

国内外の教育施策の動向（担当：鈴木勇）
世界の主要な国々の教育施策の動きと比較しながら日本の教
育を検討する。そうすることで日本の教育の特徴と課題につい
て考えます。
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講義の内容を復習し、教育社会学研究の現
状と課題について理解を深める。

4時間

7031
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別支援教育概論（中等）
瀧本一夫
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特別支援学校にて勤務した経験およびコーディネーターとして地域の幼小中高を支援した経験を踏まえ、具体
的事例をもとに講義する（全14回）。

授業概要
文部科学省によると通常学級に在籍して支援を要する子どもの割合は6.5％といわれています。例えば30人の学級であれば支援を要する子ども
が２人はいるということになります。このことは、障害のある子どもを支援する立場にある者にはそのような特別な支援にかかわる基礎的・専
門的な知識と技能が求められるということを意味します。このことを踏まえて、本講義では、障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、子どもの発育・発達や個性を理解し、子どもの健やかな成長への援助や協力に積極的に取り組むことが
できる支援者の養成を目指します。具体の講義内容としては、実践に役立つ支援者として必要な理論・技能を中心に説明します。授業の形態と
しては、講義を聞く、事例を基に支援を考える、復習テスト(対面)、まとめを提出する(遠隔)という流れになります。また実習、体験的活
動やグループワークも取り入れています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

特別支援教育に関する知識

教員免許取得を目指す者として、「障害」に
ついての基礎的な知識を習得するととも
に、教育的支援に必要な制度及び組織のあ
り方について理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模擬的な事例検討を通して、「障害」への教
育的支援のあり方や「合理的配慮」を考え
る。

事例にもとづいたグループでの議論（事象分
析や状況判断の検証）から、知識と実践を接
合する困難さや対話的関係の重要性に気
付く。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的知識を活用し、個々の児童の状況把
握と支援への方策を立案できる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

教育的支援を実践する専門家としての役
割と限界を知ることで、組織内の一員として
の連携の重要性を理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合
毎回のリアクションペー
パー（３点×1４回）

評価の基準
： 毎回、講義の復習テスト(対面授業)、まとめや感想(遠隔授業)を求める。
42％

講義への参加度（28点）
28％
期末レポート（30点）
30％

： グループ・ディスカッションへの参加度、プレゼンテーションの質、グループへの貢献度などを総
合的に判断する。特に、割り当てられたプレゼンテーションの質を重視する。
： 講義内で学んだ知識が正確に述べられているか、自らの問題として捉えられているか、主張が論理
的かを重視する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特別支援学校―幼稚部教育要領/小学部・中学部学習指導要領/高等部 文部科学省 2015
特別支援学校学習指導要領解説自立活動編(幼稚部・小学部・中学部・高等部) 文部科学省 2015
【新訂版】特別支援教育の基礎基本 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
2015 ジアース教育新社
【改訂版】特別支援教育基本用語100 明治図書出版 2014

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーの時間帯（初回伝達）

場所：

研究室

備考・注意事項： メールでも対応する。メールには、必ず氏名と所属を記すこと。
オフィス・アワーについては、講義初回に提示する。
takimoto-k@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「障害」とは何か
障害概念についての基礎的内容。ICFモデルの説明。近年の社会
的問題（臓器移植や出生前診断）の話題から自己の問題とし
て捉える。

第2回

「支援」と「合理的配慮」を考える

「支え合い、援ける」という関わりについての根源性を問う。障
害者権利条約、障害者差別解消法の説明から「合理的配慮」概
念について考える。
第3回

障害児教育の歴史・変遷：特殊教育から特別支援教育へ

国内外の動向を概観し、世界的潮流の中で日本の障害児教育がど
のような変遷をたどったかを知るとともに、特別支援教育の理
念と基本的な考え方を理解する。
第4回

特別支援教育の制度（１）：個別の教育支援（指導）計画/特別
支援教育コーディネーター

計画書の内容/書き方、コーディネーターの役割について、具体
例を提示し解説する。
第5回

特別支援教育の制度（２）：校内支援体制/センター的機能/地
域連携

教員間及び専門職間連携について、就労移行支援や障害者福
祉の現状なども踏まえ、解説する。
第6回

特別支援教育の制度（３）：インクルーシブ教育と共生社会

近年の各国の教育環境との比較を通して、インクルージョンの理
念と日本の現状を提示する。
第7回

特別支援教育の理論と方法（１）：視覚障害

聴覚障害

視覚障害教育及び聴覚障害教育について、障害特性の理解、具体
的教育指導内容や方法を取り上げる。
第8回

特別支援教育の理論と方法（２）：発達障害

発達障害教育について、障害特性の理解、具体的教育指導内
容や方法を取り上げる。
第9回

特別支援教育の理論と方法（３）：肢体不自由
弱

重複障害

病

肢体不自由教育・重複障害教育及び病弱教育について、障害特
性の理解、具体的教育指導内容や方法を取り上げる。
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講義内容について復習する。提示された話
題について、今後のグループ討議のため調べ
ておく。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは講義中に提示す
る（キーワードの一例：ICFモデル 障害者差
別 合理的配慮 当事者主権など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：就学義務 養護学校
制度 中央教育審議会 ウォーノック報告な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：個別の教育支援計
画 個別の指導計画 特別支援教育コーディ
ネーター 医療的ケア など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：特別なニーズ 発達
検査 校内支援会議 センター的機能 な
ど）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは、講義中に提示す
る（キーワードの一例：インクルージョ
ン インテグレーション 通級による指
導 交流及び共同教育 など）。

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは弱視 点字 手話な
ど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは自閉症スペクトラ
ム症 ADHD LDなど

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは院内学級 筋ジスト
ロフィー てんかん発作など

4時間

7031

第10回

特別支援教育の理論と方法（４）：応用行動分析

応用行動分析について学び、実例をもとにしたワークを通し
て、実践力を養う。
第11回

特別支援教育の理論と方法（５）：ソーシャルスキルスキルト
レーニング(SST) ぺクス(PECS)

ソーシャルスキルスキルトレーニング(SST)及びぺクス(PECS)に
ついて学び、実例をもとにしたワークを通して、実践力を養う。
第12回

特別支援教育の理論と方法（６）：感覚統合

感覚統合について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第13回

特別支援教育の理論と方法（７）：心理検査(WISC-4を中心に)

心理検査について学び、実例をもとにしたワークを通して、実践
力を養う。
第14回

障害と教育を巡る諸問題：障害者者差別/就労/福祉政策/貧
困/外国にルーツのある家庭 進路
障害はないが、特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生
徒の学習上または生活上の困難とその対応について理解する。
障害のある子どもの進路について概観する。
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指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはS-R理論 先行条
件 機能的アセスメント

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはアンガーマネージメ
ント アサーショントレーニング

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードは前庭感覚 ボディイ
メージ 目と手の協応

4時間

指定する資料を参考に、キーワードについて
まとめておく。特に発表の順番に当たってい
るグループは、プレゼンテーションの準備を
しておく。キーワードはWISC K-ABC DN-CAS

4時間

キーワードについてまとめておく。キーワー
ドは貧困、外国籍

4時間

7032

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育課程論（中等）
山本はるか
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教育課程とは、生徒の学習経験を組織的に編成するために用意された教育計画である。本講義では、中学校・高等学校の学習指導要領の基本構
造や特色について、学習指導要領の歴史的展開や社会状況の変化、背景にある教育思想や学力観・評価観を踏まえて考察していく。また、特
色ある学校づくりと教育課程の開発について、具体例を踏まえながら、教育課程編成の現状と課題について考察を深め、課題を克服するため
の編成案を作成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育課程に関する基礎的な考え方・知識

教育課程の基礎的な考え方や知識を修得する
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育課程を分析する力

教育課程に関する基礎的な考え方や知識を活
用して、実際の教育課程の成果と課題を分
析することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

教育課程編成に際して、教員が直面する課
題を見出すことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

発見した課題の解決に向けて、教育課程編成
案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 教育課程に関する基礎的な考え方や知識を修得できているかどうかを判断する。
50％

定期試験（レポート）
50％

： 教育課程に関する基礎的な考え方や知識を活用して、実際の教育課程を分析し、現状と課題につい
て考察し、課題を克服するための編成案を作成することができているかどうかを判断する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

文部科学省

・

出版社

中学校学習指導要領（平成29年
告示）解説総則編

・ 東山書房

出版年
・

2018 年

参考文献等
田中耕治編著『よくわかる教育課程

第2版』ミネルヴァ書房、2018年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

場所：

研究室（本館5F）

3限

394

7032
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／現代の教育課程をめぐる課題
教育課程の定義と、現代の教育課程をめぐる課題を知る。

予習シートの作成：学習指導要領、カリキュ
ラム・マネジメント

4時間

第2回

教育課程論の範囲、カリキュラム・マネジメント
これまで提案されてきた学習指導要領の変遷を概観する。カリ
キュラム・マネジメントの視点を踏まえて、教育課程を捉え直す
ことの意義を知る。

予習シートの作成：経験主義、系統主義

4時間

第3回

学習指導要領の変遷（１）経験カリキュラムと学問中心カリ
キュラム
1940～1960年代の教育課程の特徴を知る。

予習シートの作成：生きる力、確かな学力

4時間

第4回

学習指導要領の変遷（２）生きる力と確かな学力
1970～1990年代の教育課程の特徴を知る。

予習シートの作成：PISA、資質・能力

4時間

第5回

学習指導要領の変遷（３）現代に求められる学力
2000年代以降の教育課程の特徴を知る。

予習シートの作成：総合的な学習の時間

4時間

第6回

カリキュラム構成（１）総合学習
総合的な学習の時間を事例として、教科外の視点から、カリキュ
ラムの編成の在り方を学習する。

予習シートの作成：道徳

4時間

第7回

カリキュラム構成（２）道徳の教科化
道徳を事例として、教科と教科外の区分や、教科として成立させ
ることの意義と課題を知る。

予習シートの作成：教育目標、教育評価

4時間

第8回

カリキュラム開発（１）目標論・評価論とカリキュラム
目標と評価の設定が、カリキュラム開発に与える影響を知る。

予習シートの作成：教材、発問

4時間

第9回

カリキュラム開発（２）教材論・発問論とカリキュラム
授業づくりの視点から、授業とカリキュラムのつながりを知る。

予習シートの作成：素朴概念

4時間

第10回

カリキュラム評価（１）子どもの学びのメカニズムとカリキュ
ラム、素朴概念
子どもの視点を踏まえてカリキュラムを開発することの意
義を知る。

予習シートの作成：試験、相対評価、絶対評
価

4時間

第11回

カリキュラム評価（２）教育評価の変遷と３つの機能

予習シートの作成：パフォーマンス評
価、ルーブリック

4時間

教育評価の考え方の変遷を知る。
第12回

カリキュラム評価（３）新しい評価法、パフォーマンス評
価、ルーブリック
新しい教育評価の方法を知る。

予習シートの作成：外国語活動、接続

4時間

第13回

新しい教育課程の課題（１）英語の教科化をめぐって
小学校段階における英語の教科化を題材として、教育課程の接
続に関わる成果を課題を知る。

予習シートの作成：夜間中学校

4時間

第14回

新しい教育課程の課題（２）夜間中学校の取り組み

定期試験に向けて、これまでの学
習を振り返る

4時間

夜間中学校における教師の取り組みを知ることで、学習者自
身の経験を相対化する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育方法論（中等）
山本はるか
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、学校現場において、教育目標を実現するために何をどのように教えるかという教育方法の課題を取り扱い、生徒を指導するため
の方法・技術を学ぶことを目的とする。具体的には、教育目標・教育内容・教材・教授行為・教育評価の各側面から、授業実践を行う上で基
礎となる知識を修得することをめざす。そして、教育現場での実践に生かせるような教育方法の理論的知識や概念、および情報機器の活用など
を含めた今日的課題について理解を深め、多様な側面から授業づくりにおける実践的な力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育方法に関する基礎的な考え方・知識

教育方法に関する基礎的な考え方や知識を修
得することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学習指導案の作成と授業実践

教育方法の基本的な考え方や知識を学習指導
案の作成と授業実践に活用することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業づくりに際して、教員が直面する課
題を見出すことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

発見した課題の解決に向けて、学習指導
案を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 教育方法に関する基礎的な知識を修得できているかどうかを判断する。
50％

定期試験（レポート）

： 教育方法に関する基礎的な知識を用いて、学習指導案を作成できているかどうかを判断する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・文部科学省『中学校学習指導要領解説』東山書房、2018年
・文部科学省『高等学校学習指導要領解説』
・田中耕治編『時代を拓いた教師たち』日本標準、2005年
・田中耕治編『時代を拓いた教師たちⅡ』日本標準、2009年
・奈須正裕『教師という仕事と授業技術』ぎょうせい、2006年
・田中耕治編著『教職教養講座 第5巻 教育方法と授業の計画』協同出版、2017年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日

3限

396

7033
場所：

研究室（本館5F）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：「教育方法」の範囲、授業を構成する要
素
本講義の目標、内容、評価を知る。授業を成立させる要
素を知る。

予習シートの作成：行動主義、構成主義

4時間

第2回

教育目標論：教授法・学習観の変遷
教授法・学習観の変遷を知り、教育目標について考える。

予習シートの作成：指導言

4時間

第3回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（１）教師の指導言
教師の指導言の重要性、種類を知る。

予習シートの作成：発問

4時間

第4回

学習者の学びと教育内容をつなぐ教授行為（２）発問の工夫
教師の教授行為のうち、特に「発問」の意義を知り、発問づくり
を行う。

予習シートの作成：教育内容、教材

4時間

第5回

学習者の学びを高める教材・教具論（１）教育内容・教材・教
具の区別
教育内容・教材・教具について、それぞれの定義を押さえ、区
別することの意義を知る。

予習シートの作成：教材解釈、教材開発

4時間

第6回

学習者の学びを高める教材・教具論（２）教材解釈・教材開発
教材解釈と教材開発の違いを知る。学習指導案で使用する教
材を開発する。

予習シートの作成：学習形態

4時間

第7回

学びの様式と指導形態（１）学習集団論、学習形態
能力別編成、学び合いの授業などを知る。

予習シートの作成：板書

4時間

第8回

学びの様式と指導形態（２）板書、情報機器の活用
板書の方法、情報機器の活用方法を知る。

予習シートの作成：教育評価

4時間

第9回

教育評価論：目標と評価の一体化、目標に準拠した評価、パ
フォーマンス評価
教育評価論の歴史と、今求められる評価の考え方と方法を知る。

これまでの学修内容を整理し、テストに備え
る。

4時間

第10回

中間まとめ、マイクロ・ティーチング・オリエンテーション

テストの復習をする。マイクロ・ティーチン
グの構想と練習を行う。

4時間

振り返りシートを作成する。

4時間

授業の導入の意義や目的を知り、導入5分間の授業づくり
を行う。
第11回

マイクロ・ティーチング（１）
5分間の授業導入を行う。

５分間の授業導入

第12回

マイクロ・ティーチング（２） 分析
前回の振り返りを踏まえて、分析を行う。

振り返りシートを完成させる。

4時間

第13回

学習指導案の作成（１） 教育目標・教育内容の検討
学習指導案を作成するために、教育目標と教育内容を整理する。

学習指導案を作成する。

4時間

第14回

学習指導案の作成（２） 発問・教材の検討、授業展
開の練り直し
学習指導案を完成させるために、発問や教材を検討し、授業全
体の展開を練り直す。

学習指導案を完成させる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

道徳の理論及び指導法（中等）
服部敬一
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
小学校教諭（２３年），小学校教頭（５年），教育委員会指導主事（２年），小学校長（７年）（全１４回）

実務経験の概要

授業概要
道徳教育の基盤である道徳の意味や善悪，正しさについての理解をもとに，生徒に道徳教育を行うことの意義を理解させるとともに，「特
別の教科 道徳（道徳科）」の特質や指導方法について論じる。その際，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育との違いや関連につい
て論じながら，学級づくり，生徒理解，生徒指導のあり方についても取り上げる。その中で，道徳教育の理論や方法，道徳性の発達につい
て，実際の生徒の姿を具体的に示しながら，教師として求められる姿勢や態度，指導力について論じる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

道徳教育に関する専門的な知識の習得

道徳とは何か，道徳的に生きることにどのよ
うな意味があるのか，道徳を教えるとはどう
いうことかについて理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「特別の教科 道徳」の指導に関する専門
的な基礎知識と実践的な技能の獲得

「特別の教科 道徳」の授業理論，教材理
解，指導方法，評価について理解し，実践
的な授業力や評価する力の基礎を身につける
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

物事を根本から考え直すことで，課題に気づ
くことができる。

2 ．DP5.計画・立案力

目標を明確にし，それを達成するための計
画を立案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
模擬授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート

： 授業内容を正しく理解できているかという観点から評価する。
30％

指導案作成

： それまでの授業内容の理解に基づいた効果的な指導案が作成できているかどうかを評価する。
10％

受講態度

： 授業に積極的に参加し，進んで課題に取り組む態度を評価する。
10％

期末試験｢筆記」

： 授業内容の理解度を評価する。
50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

398

出版年

7036
文部科学省

・

中学校学習指導要領

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編

横山利弘ほか

・

中学生の道徳

特

自分を見つめる

・ 東山書房

・

2017 年

・ 教育出版

・

2017 年

・ 廣済堂あかつき

・

2019 年

参考文献等
・必要に応じて授業の中で配布する。
・必要なものは授業の中で適時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜２限・昼休み

場所：

中央館５階服部研究室

備考・注意事項： 具体的な質問方法については、初回授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

道徳的に生きることの意味
「道徳的に生きることは損だ。それよりも，上手に生きること
が大切だ」と考える人がいる。つまり，道徳的に生きることは世
知と一致しないというわけである。一方で，私たちは道徳的でな
い人や行為を非難したり，道徳的な人や行為を称賛したりしてい
る。それはなぜだろうか？
この時間は，私たちにとって道徳的に生きることの意味について
の理解を深める。

第2回

価値観の多様化の中の道徳教育の意味は
現在は価値観の多様化の時代である。人はそれぞれの価値観をも
ち，その価値観に従って判断したり，行動したりしている。この
ような社会では，人それぞれが自分の価値観をもつことが認めら
れなければならない。そうすると，道徳の問題には答えがないよ
うに思われる。果たしてそれは正しいのだろうか？もしも，道
徳の問題に答えがないのであれば，人々は法律に触れない以上
何をしても構わないのだろうか。
この時間は，価値観が多様化する社会における道徳教育はどのよ
うに行われるべきかについて考えを深める。

第3回

子どもと社会の道徳上の課題と道徳教育
子供たちの道徳的でない姿に関する報道を見ると，私たちは現
代の子供は悪くなってきていると考えやすい。では，子
供の何が悪くなってきたと考えているのだろうか？そもそも子
供の個性や価値観はどのようにして形成されているのだろう
か。生まれながらのものであろうか。それとも環境の影響を受け
て形成していくものなのだろうか。
この時間は，今の日本社会における子供の道徳に関わる問題につ
いて話し合いながら，そこでの道徳性の形成について資料をもと
に理解を深める。

第4回

学習指導要領がめざす道徳教育

『中学校学習指導要領』における道徳教育は「学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」に
よって構成されている。では，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳科）」は，どこ
が同じで，どこが異なるのか，また，それらは互いにどのよう
に関連し合っているのか。
この時間は，『学習指導要領』における道徳教育が，「学校の教
育活動全体を通じて行う道徳教育」と「特別の教科 道徳（道徳
科）」から成り立っていることや，それぞれの特質や機能をもっ
ているのかについて理解する。
第5回

道徳教育において分かることの意味
道徳教育では「分かること」よりも「感じること」や「意
欲を高めること」が重要であると思われがちである。「分かって
いるけれど実行できない」というのは道徳を考えるときによ
く聞かれる言葉である。このように，道徳では知ることがあま
り重要だとは考えられていない。そして，「知育」「徳育」「体
育」と言われるように，徳育は知とは別のものであると捉えられ
がちである。この時間は，今一度，道徳教育において分かるこ
と，理解することの意味について見つめなおし，理解を深める。

第6回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の教材は本当に物足りないか

「道徳の授業は難しい」と考える先生は少なくない。また，
「『特別の教科 道徳（道徳科）の教科書』に載っている教
材は言いたいことが見え透いていてつまらない」と考える人たち
がいる。確かに，教材を一読するだけでは，何を指導するの
か，子供に何に気づかせるのかは分かりにくい。しかし，それ
は教材の意味を理解していないからであり，教材で何を指導する
のかが見つからないからである。
この時間は，教材を用いて，それで何を指導するか，道徳の授
業でできることが何かについての理解を深める
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講義の内容を配布資料やノートを用いて復
習し，道徳的に生きることについて理
解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，価値観が多様化する社会における道徳
教育のあり方についての考えを深める。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，子供の道徳上の問題と道徳性の形成に
ついて考えを深める。

4時間

『中学校学習指導要領』やノートを用いて復
習し，「学校の教育活動全体を通いて行う道
徳教育」と「特別の教科 道徳」の特質につ
いて整理し，記憶する。

4時間

講義の内容を配付資料やノートを用いて復
習し，道徳教育において分かることの意味に
ついての考えを深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の教材理解について考えを深める。

4時間
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第7回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の授業をどのようにつくるか

この時間は，実際の教材を一つ取り上げ，それを分析す
る中で，教材を用いてどのような授業をすればよいかを理解す
る。そのためには，本時で取り上げる内容項目について子供が授
業前から分かっていること，教材を読むだけで分かってしまうこ
とを除外し,子供がまだ知らないこと，気づかせることの意味が
あることを見つける必要がある。そして，そのことに気づかせる
ためには授業の中でどのような思考をさせるのか，どのような活
動をさせるか等，道徳科の授業づくりについての理解を深める。
第8回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導案をつくってみよう

この時間は，前時の教材を用いて各自で学習指導案を作成す
る。ただし，まだまだ学習指導案のイメージがつかめずに迷って
いたり，困ったしていることが考えられる。そこで，学生同
士の交流に加え，指導者からの指導も加えて「特別の教科 道
徳(道徳科）」の授業づくりに取り組ませる。また，次の時
間の模擬授業に向けての準備を行う。
第9回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業をやってみよう

この時間は，前時に作成した学習指導案を用いて，模擬授業をす
ることで，自分の学習指導案について見なおし課題を見つけ
る。また，それぞれが子供の立場で授業を受けることで，授業に
ついての考えを深める。さらに，複数名が異なった学習指導
案で模擬授業をし，それを受けることで，授業についての多
様な見方や考え方ができるようにするとともに，共通の課
題も明らかにする。
第10回

前時の模擬授業についての討論会をしよう
この時間は，これまでの一連の授業づくり，模擬授業をふりかえ
り，各自が気づいたこと，理解したことを発表し合い討論会をお
こなう。そこでの課題などの交流を通して深まった道徳の授業づ
くりの考えや課題を踏まえ，さらに理解を深めるとともに，新た
な課題を発見する。

第11回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の模擬授業を受けてみよう

この時間は，これまで取り組んできた道徳の授業づくりと同じ教
材を用いた教師の師範授業を子供の立場に立って受けることをと
おして，これまで見えていなかった授業づくりの視点や，授
業の進め方のコツなど，授業をする上での様々な視点に気づくこ
とを通して，「特別の教科 道徳（道徳科）」の授業について
の理解を深めるとともに，授業力の基礎を身につける。
第12回

「特別の教科

道徳（道徳科）」の指導計画

この時間は，『中学校学習指導要領』に示された指導計画の意
味について理解を深める。特に，「学校の教育活動全体を通じ
て行う道徳教育の全体計画」と「特別の教科 道徳の年間指導計
画」について，なぜ必要なのか，その形式，意図，留意事項
等を理解する。
第13回

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」との違い

道

この時間は，学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の全体計
画をもとに，その特質，教育の場，教育の方法，手だてについ
て具体的に理解するとともに，学校教育の様々な場面における道
徳教育のあり方を理解するとともに，そこではしなくてもよい指
導つまり「特別の教科 道徳（道徳科）」の指導の特質，そし
て両者の棲み分けについて更に詳しく理解する。
第14回

道徳教育と「特別の教科

道徳（道徳科）」の評価

「特別の教科道徳」の実施に伴い，児童・生徒指導要録や通知
票に，その評価欄が設けられた。しかし，道徳の時間について
の評価は十分に理解されておらず，何をどのように評価するのか
が曖昧である。
この時間は，「教育評価とは何か」「道徳科の評価はどのように
すればよいのか」「授業評価と子供の評価の違いは」などの観
点から，「特別の教科道徳」の評価はどのようにすれば行えるの
かについて考える。
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講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳(道徳
科）」の授業づくりについて考えを深めると
ともに，授業構想を立てる。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習ながら，「特別の教科
徳（道徳科）」の指導案を作成する

4時間

道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業づくりについての考えを深め
るとともに，学習指導案や授業について理
解を深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業について考えを一層深める。

4時間

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の授業力について考えを深める。

4時間

講義の内容を『中学校学習指導要領解説 特
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の指導計画について考えを深める。

4時間

講義の内容を『中学校学習指導要領解説
別の教科 道徳編』や配付資料，ノー
トを用いて復習し，学校の教育活動全
体を通じて行う道徳教育と「特別の教科
徳（道徳科）」の違い，棲み分けについ
て考えを深める。

4時間

特
道

講義の内容を教科書や配付資料，ノー
トを用いて復習し，「特別の教科 道徳（道
徳科）」の評価について考えを深める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別活動の指導法（中等）
松田修
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・小学校教員として、教諭・教頭・教育委員会・校長を務める。
・特別活動に関わる研究会に所属し、計画・運営に携わり、部長を務める。（全7回）

授業概要
特別活動の教育的な位置づけや役割などについて、学習指導要領の「特別活動の目標・内容」を通して理解できるようにするとともに、特別活
動を推進していく上で必要な知識・技能を習得していくことを目的とする。また、特別活動の内容である「学級活動」「生徒会活動」「学校行
事」についての目標や内容などについても理解できるようにする。とりわけ「学級活動」は、「いじめ・不登校などの予防的役割」を果たすこ
とが期待されており、具体的な指導法や実習等も取り上げながら講義を進めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

特別活動の内容である学級活動・生徒会活
動・学校行事についての理解を深める。

特別活動の特質である生徒の自発的・自治
的な活動の在り方や指導法について理解す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

子どもたちを取り巻く急激な社会の変
化の中で、今日的な教育課題について理
解を深めることができる。

2 ．DP6.行動・実践

特別活動の重要な視点である「社会参画」
「人間関係形成」「自己実現」など、自分な
りに自覚し、行動しようとすることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業内での役割遂行や課題提出、自主的発表など授業参加状況などを評価します。
20％

授業振り返りシート
30％
定期テスト
50％

： 授業内容が的確にまとめられ理解できているか、自分の考えや思いが述べられているかを評価しま
す。
： 授業で行った範囲の中から、授業内容を的確に把握できているかを確認する筆記テストを実施す
る。

使用教科書
指定する
著者
中園大三郎

タイトル
他

・

出版社

特別活動と総合的学習・探
究の理論と指導

参考文献等
・中学校学習指導要領（平成29年3月告示） 文部科学省
・中学校学習指導要領解説 特別活動編（平成29年3月告示）

文部科学省

401

・ 学術研究出版

出版年
・

2020 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
テキストをもとに次回学修する内容について予習を行うこと。また、授業後は配布プリントをもとに授業の内容を復習し、理解を確かなものに
しておくこと。授業時間外の学修については４時間程度求められている。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡

場所：

研究室中央館5階

備考・注意事項： 詳細については、初回の授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

特別活動の目標・内容と特質及び教育的意義

特別活動の目標・内容について理解することを通して、特別活
動の特質や教育的意義についての理解を深める。また、他の教科
等との関連について学び、特別活動が各教科等の学びを実践につ
なげたり、全教育活動の基盤となる役割を担ったりしていること
を学ぶ。
第2回

学級活動の目標と内容

学級活動の目標・内容から学級や学校生活やをよりよくするため
に、また、自己の課題を解決するために、課題を見つけ、改善す
るために話し合い、合意形成や意思決定をしたりして、自主的実
践的に取り組む活動であることを具体的な事例を取り上げ理
解を深める。
第3回

学級活動(1)(2)(3)における指導方法
学級活動(1)(2)(3)において、各々の学習過程をもとに指導
法の違いや特質があることを理解するとともに、合意形成や意思
決定に至るまでの事前の活動や本時の活動、評価などの具体
的なプロセスについて理解を深める。

第4回

学級活動における指導案作成の考え方

学級活動(1)(2)を例に取り上げ、学級活動の学習指導案について
の基本的な考え方や作成の仕方について理解を深める。
第5回

学級活動(1)(2)の模擬授業（話合い活動の実習）
学級活動(1)(2)について、事前に決めておいた役割分担（司
会・副司会・黒板・ノート書記、担任）や議題・題材に基づき模
擬授業（話合い活動）を行う。

第6回

生徒会活動の目標と内容

生徒会活動の目標・内容、評価などについての理解を深めること
を通して、各々の教育的意義や特質、指導方法について学修す
る。
第7回

学校行事の目標と内容

学校行事の目標・内容、評価などについて理解を深めるととも
に、地域との連携をふまえた取り組みなど学校と地域との関係に
ついて学修を深める。
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これまでの特別活動の経験や体験につい
て、具体的な活動について振り返り整理して
おく。また、配布プリントをもとに丁寧に本
時の復習を行う。

4時間

学級活動の目標・内容からどのようなことが
わかるのか考えを整理しておく。また、配
布プリントをもとに本時の復習を丁寧に行う
こと。

4時間

テキストをもとに学級活動(1)(2)(3)の違いに
ついて調べ、整理しておく。また、配布プリ
ントをもとに本時の復習を丁寧に行う。

4時間

テキストをもとに学級活動(1)(2)の学習指導
案について概観しておく。また、復習によ
り配付された学習指導案と作成した学習指導
案との対比により理解を一層深める。

4時間

学級活動ノートに本時の議題、題材について
の自分の考えを整理しておく。

4時間

テキストをもとに、生徒会活動の目標・内
容を概観しておくとともに、小学校での委員
会の活動について想起しておく。また、配
布プリントをもとに復習し、児童会活動並び
にクラブ活動についての理解を深める。

4時間

テキストをもとに、学校行事の目標・内
容と指導法について概観しておく。また、配
布プリントをもとに復習し、学校行事につい
ての理解を深める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

総合的な学習の時間の指導法（中等）
松田修
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・小学校教員として、教諭・教頭・教育委員会・校長を務める。
・特別活動に関わる研究会に所属し、計画・運営に携わり、部長を務める。（全7回）

授業概要
総合的な学習の時間が制定された歴史的な背景や教育課程上の位置づけなどについて理解するとともに、学習指導要領における総合的な学
習の時間の教育目標・内容について確認する。また、各教科等との関係性や違いを理解し、実社会・実生活の中から課題を見つけー解決のため
の情報の収集ー整理・分析ーまとめ・表現するという探究の学びを実現するための指導法を身に付ける。総合的な学習の時間で学んだ基礎
的な事項や優れた教育実践をもとにしながら、自ら指導計画や単元計画なども作成したりする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

総合的な学習の時間の指導法について理
解を深める。

総合的な学習の時間の特質を理解し、探究
的な学習の方法について理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

総合的な学習の特質である探究学習のスター
トである課題の設定ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

総合的な学習の時間の課題の設定、情報収
集、整理・分析、まとめ・表現の学修の見
通しを立てることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内評価

： 授業内での役割遂行や課題提出などで評価します。
20％

振り返りシート
30％
定期テスト
50％

： 授業内容が的確にまとめられ理解できているか、自分の考えや思いが述べられているかを評価しま
す。
： 授業で行った範囲の中から、授業内容を的確に理解できているかを確認する筆記テストを実施す
る。

使用教科書
指定する
著者
中園大三郎

タイトル
他

・

出版社

特別活動と総合的学習・探
究の理論と指導

・ 学術研究出版

出版年
・

2020 年

参考文献等
・文部科学省（平成29）中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 東山書房
・文部科学省（平成22） 今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 教育出版

履修上の注意・備考・メッセージ
授業時間外の学習については、テキストをもとに予習を行ったり、配布プリントで復習を行ったりすることが４時間程度求められる。

403

7038

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に連絡

場所：

研究室中央館5階

備考・注意事項： 詳細については、初回の授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「総合的な学習の時間」のねらい、意義、教育課程の位置づけ

「総合的な学習の時間」が制定された背景、ねらいや教育的意
義、及び教育課程の位置づけについて理解を深める。
第2回

「総合的な学習の時間」の目標・内容と全体計画作成の考え方

「総合的な学習の時間」の目標・内容、育てたい資質・能力につ
いて理解するとともに、全体計画との関連について学ぶ。
第3回

「総合的な学習の時間」における「探究的な学習」の在り方

「総合的な学習の時間」の特質とも言える「探究的な学び」のプ
ロセスや「探究課題」について理解を深める。
第4回

「総合的な学習の時間」と各教科等との関連

「総合的な学習の時間」と各教科等で育成を目指す資質・能力と
の関連について理解を深める。
第5回

「総合的な学習の時間」の年間指導計画作成の留意点

「総合的な学習の時間」の年間指導計画作成の基本
的な考え方と留意事項についての理解を深める。
第6回

「総合的な学習の時間」の単元計画についての考え方

「総合的な学習の時間」の単元計画作成の基本的な考え方と授
業づくりの留意事項についての理解を深める。
第7回

「総合的な学習の時間」の評価の基本的な考え方とその方法

「総合的な学習の時間」についての評価の基本的な考え方と方
法について理解を深める。

404

テキストをもとに「総合的な学習の時
間」が実施された背景や意義などについて概
観しておく。また、配布プリントをもとに復
習し、「総合的な学習の時間」のできた背
景や意義などについて理解を深める。

4時間

テキストをもとに、「総合的な学習の時
間」の目標や育てたい資質・能力、全体計
画などについて概観しておく。また、配布プ
リントをもとに「総合的な学習の時間」の全
体計画についての理解を深める。

4時間

テキストをもとに「探究的な学習のプロセ
ス」や「探究課題」について概観してお
く。また、配布プリントをもとに復習し、
「探究的な学習のプロセス」「探究課題」に
ついて理解を深める。

4時間

テキストをもとに「総合的な学習の時
間」と他の教科等との関連について概観して
おく。また、配布プリントをもとに復
習し、他の教科等で育成する資質・能力と
の関連について理解を深める。

4時間

「総合的な学習の時間」の年間指導計画につ
いて概観しておく。また、配布プリントをも
とに年間指導計画作成の基本的な考え方や留
意点について理解を深める。

4時間

テキストをもとに、「総合的な学習の時
間」の単元計画について概観しておく。ま
た、配布プリントをもとに単元計画作成の基
本的な考え方や留意事項について理解を深め
る。

4時間

テキストをもとに「総合的な学習の時
間」の評価について概観しておく。また、配
布プリントをもとに復習し、評価の基本
的な考え方や方法について理解を深める。

4時間

7051

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等保健体育科指導法Ⅰ
松本佑介・安部惠子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
保健体育科の教諭として、公立の高等学校にて勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、保健体育科の目標について理解を深め、学習指導要領上の内容の配列と関連付けて教科特性を理解するとともに、授業を展開して
いく際の方法論についての基本的な枠組みを理解する。特に、①社会的背景及び科学的根拠をもとに体育の目標の変遷過程について理解す
る。②労作としての「身体活動」と運動を楽しむ「生涯スポーツ」それぞれの意義と意味を理解する。③学習指導要領改訂のポイントと体
育の学習内容を踏まえた単元の学習目標を学ぶ。④保健授業の学習内容を踏まえた単元の学習目標を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

体育の歴史的な経緯及び学習指導要領におけ
る保健体育科の目標

保健体育科教員としての専門性を高めるため
の基礎的な知識・技能を身につけることがで
きる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保健体育科が学校制度に導入された背景及び
その必要性

保健体育科教員としての生徒に臨む態度や学
習指導の基礎を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

課題を解決する方法を身につけることができ
る。

2 ．DP8.意思疎通

課題解決方法をグループなどの議論を通し
て身につけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記）

： 試験の素点に基づいて、到達度を評価します。
50％

指導案

： 最終的に提出された指導案について、独自のルーブリックに基づいて評価します。
30％

授業への参加度
20％

： 教員との授業中のやりとり及び授業の終盤で記入するシャトルシートを、独自のルーブリッ
クに基づいて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編（文部科学省、2018年）
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 保健体育編 体育編（文部科学省、2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

405
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時間：

毎週火曜日の1限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業のねらいと内容）及び学習に向か
う態度
学校現場で仲間として受け入れられる教員像を考えるととも
に、そのような教員になるための方策を考える。

求められる教員像の整理と指導の歴史を考え
ておく。

4時間

第2回

学習指導要領の変遷（教師と子どもの教育的関係に着目して）

指導法の歴史の再確認をする。また、指導要
領の総説を読んでおく。

4時間

保健体育科の目標の再確認と体育の現代課
題を調べておく。

4時間

学習指導要領が形成された歴史的背景及びその必要性と問題点に
ついて理解する。
第3回

現行学習指導要領解説（総説および目標）
学習指導要領における保健体育科の目標を理解し、現在求められ
ている目標と生徒の実情を理解する。

第4回

体育の意義と現代課題（体育の目標構造と体育学力）（体
力・運動能力を高める理由）
学習指導要領における体育科の目標変遷及び現在求められてい
る目標を理解する。

各種目の実技に入る前に、総説を再度理解し
ておく。

4時間

第5回

体つくり運動及び器械運動の特性と教育内容

体つくり運動及び器械運動の指導法の復
習。陸上競技および水泳の指導法の予習。

4時間

陸上競技及び水泳の指導法の復習。球技の予
習。

4時間

体つくり運動及び器械運動は、どのような経緯で学校体育に導
入されたかを知ることで、両領域の特性を理解する。
第6回

陸上競技及び水泳の特性と教育内容
陸上競技及び水泳の歴史を概観しながら、各種目の特性を理解す
る。

第7回

球技の特性と教育内容
球技の発生とその歴史的経緯を知ることで、球技の特性を理解す
るとともに、生徒が身につける能力の発展を学ぶ。

球技の復習。武道とダンスの予習。

4時間

第8回

武道及びダンスの特性と教育内容

武道とダンスの復習。保健の意義と現代課
題を調べておく。

4時間

武道とダンスの種類を分類しながら、それぞれの特性を理解す
る。
第9回

保健の意義と現代課題（健康生活と保健学力）
保健が学校教育に導入された経緯を知るとともに、その必要
性を理解する。

保健の歴史を再度確認する。保健の予習。

4時間

第10回

保健における教育内容

日々の暮らしの中で、「保健」を意識できる
ようにしておく。

4時間

教科書それぞれの違いから、指導法の違いに
ついても再度確認しておく。

4時間

次週の指導案の作成に向けて、資料の準備
等をすすめておく。

4時間

生徒の目線にたった指導案の作成を心がけ
る。

4時間

指導法Ⅱに向けて14回の復習を徹底してお
く。

4時間

保健の知識だけでなく、実学としての保健について理解する。
第11回

教科書「保健体育」の内容比較と特性把握
比較した内容の違いを明らかにし、それぞれの教科書の特性を理
解する。

第12回

指導案作成の目的と方法
指導案とは何かを理解し、作成のための順序とその形式を理解す
る。

第13回

指導案の作成
前時の内容を活用し、実際の指導案を作成する。

第14回

総括と質疑
これまでの授業の総括を行う。また、指導案等の質疑応
答を行い、全員で理解を深める。

406
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等保健体育科指導法Ⅱ
松本佑介・安部惠子
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
保健体育科の教諭として、公立の高等学校にて勤務。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、中学校及び高等学校における保健体育科の学習内容に応じた学習指導の展開及び学習評価等を理解する。また、授業論や指導
論を中心とした授業研究及び授業分析、運動教材の特性に応じた授業案について学ぶ。さらに、指導計画の作成と展開によって教育的実践
力の資質を養う。特に、①中学校および高等学校における運動種目の特性と「こつ」を理解する。②中学校および高等学校における運動種
目の実践的な学習指導計画の立案と学習評価について理解する。③「保健」における科学的根拠を基にした学習指導計画の立案と学習評価につ
いて理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育現場における課題の抽出、並びに、そ
の解決方法のグループ学習による導出

教育現場における課題を明らかにし、その解
決に向かう態度を養うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

教育現場の現状分析から、授業における課
題を明らかにすることができる。

2 ．DP8.意思疎通

課題を解決する過程で、グループ間のコミュ
ニケーションを図り、解決策を考えることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 定期試験レポートについて、独自のルーブリックに基づいて評価します。
40％

指導案及び模擬授業
40％
授業への参加度
20％

： 作成した指導案に準拠して、学習指導が円滑に進んでいるかを、独自のルーブリックに基づいて評
価します。
： 教員との授業中のやりとり及び授業の終盤で記入するシャトルシートを、独自のルーブリッ
クに基づいて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編（文部科学省、2018年）
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 保健体育編 体育編（文部科学省、2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週火曜日の1限目

407
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場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業のねらいと内容）と学習指導要
領の内容
本授業は、学習指導要領に則った中学生を対象とした指導案によ
る実際の体育授業に取り組み、自己の課題を明らかにする。

指導法Ⅰで学んだことの復習をしておく。学
習過程論の予習をしておく。

4時間

第2回

課題解決的学習の理論（1）（学習過程論）

学習過程論から得た知識を、指導案に落と
し込めるようにしておく。

4時間

学習指導スタイル論から得た知識を、指導
案に落とし込めるようにしておく。

4時間

課題解決的学習を、指導案に落とし込めるよ
うにしておく。

4時間

自分が指導案を作成することを念
頭に置き、授業に参加し、復習する。

4時間

広岡亮蔵の学力論から導き出された授業の方法について、学習過
程を中心に理解する。
第3回

課題解決的学習の理論（2）（学習指導スタイル論）
体育授業で身につけるべき知識・技能と学び取り方について、そ
の目標に応じた学習過程と教授方法の違いを理解する。

第4回

課題解決的学習と教授技術
課題解決的学習の特徴を理解し、具体的な指導案作成に向け教材
研究を行う。

第5回

学習指導スタイルに応じた指導案の作成
知識・技能を目標に置くか、学び取り方を目標に置くか、それぞ
れの目標に応じた指導案の作成を学修する。

第6回

短距離走・リレーの指導案づくり（指導と評価）
短距離走・リレーの指導案を作成するとともに、評価の仕
方を学ぶ。

短距離走の特性について明らかにしておく。

4時間

第7回

短距離走の模擬授業
短距離走の模擬授業を行い、授業評価を学ぶ。

リレーの特性について明らかにしておく。

4時間

第8回

リレーの模擬授業

模擬授業の反省と考察を行う。球技の指導
案を予習しておく。

4時間

リレーの模擬授業を行い、授業評価を学ぶ。
第9回

模擬授業の反省・球技の指導案
模擬授業の反省を行い、改善すべき点を明らかにする。
戦術課題の分類と戦術学習を可能にする課題ゲームを学修する。

戦術課題を検討しておく。

4時間

第10回

バスケットボール・サッカーの指導案づくり（指導と評価）

バスケットボール・サッカーの指導案を予
習しておく。次週の模擬授業の準備を行う。

4時間

模擬授業の反省と考察を行う。サッカーの特
性について考えておく。

4時間

バスケットボールの指導案を作成する。
第11回

バスケットボールの模擬授業
バスケットボールの模擬授業を行い、授業評価を学ぶ。

第12回

サッカーの模擬授業
サッカーの模擬授業を行い、授業評価を学ぶ。

模擬授業の反省点を考えておく。

4時間

第13回

模擬授業の反省
球技の模擬授業の反省を行い、改善すべき点を明らかにしつ
つ、授業評価を学ぶ。

模擬授業の反省と考察を行う。

4時間

第14回

総括と質疑

より実践的な指導力の育成のために必要な知
識・技能を身につけておく。

4時間

中等保健体育科指導法Ⅲに向け、何が課題になるかを討議し、そ
の解決方法を考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等保健体育科指導法Ⅲ
松本佑介・安部惠子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
保健体育科の教諭として、公立の高等学校にて勤務。（全14時間）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、中学校及び高等学校における保健体育科の学習指導要領に応じた学習指導の展開について学修し、教材の特性に応じた指導案につ
いて理解する。また、科学的な根拠に基づく学習指導計画を立てること、並びに、模擬授業を通して授業の評価を含めた実践的能力を養うこと
を目標としている。特に、運動種目の実践的な指導計画の立案と、保健及び体育理論における科学的根拠を基にした学習計画の立案と学習指
導について理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

運動素材の特性の把握

運動素材の特性に応じた指導計画を作成する
ことができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

単元計画及び年間計画の設計

科学的根拠に基づく指導計画を作成すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学習者のつまずき＝課題を見つけることがで
きる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題を解決する手立てを考えることができ
る。

3 ．DP6.行動・実践

課題解決を進める発問的な教授法を身につけ
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 定期試験レポートについて、独自のルーブリックに基づいて評価します。
20％

模擬授業
30％
指導案
30％
授業への参加度
20％

： 作成した指導案に準拠して、学習指導が円滑に進んでいるかを、独自のルーブリックに基づいて評
価します。
： 目標・内容・方法・評価の妥当性及び一貫性について、独自のルーブリックに基づいて評価しま
す。
： 教員との授業中のやりとり及び授業の終盤で記入するシャトルシートを、独自のルーブリッ
クに基づいて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編（文部科学省、2018年）
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 保健体育編 体育編（文部科学省、2019年）
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週火曜日の1限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション及び授業前の準備と後始末
体育実技（器械運動）と保健の模擬授業を行い、それぞれの指導
案と授業内容を評価されることを理解したうえで、担当を決定す
る。保健授業の参考図書、板書の仕方等の教授方法の具体につい
て理解する。

器械運動の歴史について調べておく。

4時間

第2回

器械運動（マット運動・跳び箱運動）の指導案の作成

マット運動の補助の仕方について調べてお
く。

4時間

器械運動（マット・跳び箱）の特性を踏まえた指導案を作成す
る。
第3回

マット運動の模擬授業
マット運動の模擬授業を行い、安全確保のための器具の設置、巡
回指導の仕方、補助の仕方について学修する。学生は授業の自己
評価と他者評価を行う。

跳び箱運動の補助の仕方を調べておく。

4時間

第4回

跳び箱運動の模擬授業
跳び箱運動の模擬授業を行い、安全確保のための器具の設置、巡
回指導の仕方、補助の仕方について学修する。学生は授業の自己
評価と他者評価を行う。

模擬授業の反省を行う。

4時間

第5回

模擬授業の反省

保健授業を進める上で必要な資料を準備す
る。

4時間

器械運動の模擬授業の反省について、安全確保を中心に実施す
る。
第6回

保健の指導案の作成
自身が担当する保健分野の内容を明らかにし、その内容に沿っ
た指導案を作成する。補助教具、教材について考える。

身近な話題を収集する。

4時間

第7回

保健授業「健康の成り立ち」「生活習慣病などの予防」
「健康の成り立ち」「生活習慣病などの予防」の模擬授
業を行う。学生は授業の自己評価と他者評価を行う。

喫煙・飲酒・薬物乱用について調べておく。

4時間

第8回

保健授業「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」
「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」の模擬授業を行う。学生は授
業の自己評価と他者評価を行う。

生殖にかかわる機能について調べておく。

4時間

第9回

保健授業「身体機能の発達」「生殖にかかわる機能の成熟」
「身体機能の発達」「生殖にかかわる機能の成熟」の模擬授
業を行う。学生は授業の自己評価と他者評価を行う。

欲求やストレスについて調べておく。

4時間

第10回

保健授業「精神機能の発達と自己形成」「欲求やストレスの対
処と健康」
「精神機能の発達と自己形成」「欲求やストレスの対処と健
康」の模擬授業を行う。学生は授業の自己評価と他者評
価を行う。

自然災害、応急手当について調べておく。

4時間

第11回

保健授業「自然災害による傷害の防止」「応急手当」
「自然災害による傷害の防止」「応急手当」の模擬授
業を行う。学生は授業の自己評価と他者評価を行う。

環境について調べておく。

4時間

第12回

保健授業「飲料水や空気の衛生管理」「生活に伴う廃棄物の衛
生管理」
「飲料水や空気の衛生管理」「生活に伴う廃棄物の衛生管
理」の模擬授業を行う。学生は授業の自己評価と他者評
価を行う。

指導案を完成させる。

4時間

第13回

指導案の完成
これまで作成した指導案をより良いものに改善する。単元計
画、教材化の工夫等についても再度検討を加える。

ICT機器の活用について調べておく。

4時間

第14回

まとめ
授業で取り組んだ指導案について、スポーツ種目の発展様相に対
応した単元計画であったか、検討する。保健では、ICT機器の活
用や資料の作成について自己評価・他者評価を参考に、指導
案を改善する。

教育実習に向けた心構えを構築しておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等保健体育科指導法Ⅳ
松本佑介
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
保健体育科の教諭として、公立の高等学校にて勤務。（全14時間）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、中等保健体育科指導法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにおける学修の成果、並びに、教育実習を通して得られた経験をもとに、高度な授業実践
力を身につけることを目標とする。すなわち、運動素材の特性に応じた学習内容の措定と、運動素材の歴史的経緯を単元計画に反映させた学習
指導計画を作成できるようにする。そのためには、学習素材の科学的研究と歴史的研究が不可欠となる。さらに、ICT機器を生かした授業の工
夫も加えていくようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

科学的根拠に基づいた学習指導

経験だけでなく、科学的な根拠に基づいた学
習指導ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

科学的根拠を基礎とした単元計画の立案と授
業の実践

根拠のある単元計画の作成と実践ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

実践事例からの課題を発見することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

学習指導案の策定することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価は「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

筆記試験（レポート）

： 定期試験レポートについて、独自のルーブリックに基づいて評価します。
30％

指導案
40％
授業への参加度
30％

： 目標・内容・方法・評価の妥当性及び一貫性について、独自のルーブリックに基づいて評価しま
す。
： 教員との授業中のやりとり及び授業の終盤で記入するシャトルシートを、独自のルーブリッ
クに基づいて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 保健体育編（文部科学省、2018年）
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 保健体育編 体育編（文部科学省、2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週火曜日の1限目
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場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業のねらいと内容）と課題の抽出
本授業では、教育実習での体験をもとに、そこから得られた課
題を明らかにし、その解決方法を探ることを目的とするため、各
自の課題を把握する。

体育授業の課題を抽出しておく。

4時間

第2回

課題の分類

学習内容についての課題解決の方法を考えて
おく。

4時間

体育授業の課題を学習内容、教授方法、生徒の実態などに分
類し、それぞれの課題を明確にする。
第3回

学習内容の課題とその解決①体育授業を対象に
教育実習の授業で体験した実技の授業を再現し、その長所・短
所を明らかにし、授業実施で苦労したこと、困ったことを抽
出し、その解決方法についてグループで討議する。

課題の解決方法に取り組む。

4時間

第4回

学習内容の課題とその解決②保健授業を対象に
教育実習の授業で体験した保健の授業を再現し、その長所・短
所を明らかにし、授業実施で苦労したこと、困ったことを抽
出し、その解決方法についてグループで討議する。

教授方法の課題を考えておく。

4時間

第5回

教授方法の課題とその解決①課題の抽出

教授方法の課題解決を発表する準備を進めて
おく。

4時間

教育実習の授業で体験した体育の教授方法について、授業をす
る上で苦労したこと、困ったことを抽出し、その解決方法につい
てグループで討議する。
第6回

教授方法の課題とその解決②課題解決の発表
前時の話し合いをもとに、課題の解決策を発表する。

授業の安全確保について考えておく。

4時間

第7回

安全を確保した体育授業について①課題抽出
体育授業における安全確保について課題を抽出し、その解決方
法についてグループで討議する。

授業の安全確保について考えておく。

4時間

第8回

安全を確保した体育授業について②課題解決の発表
前時の話し合いをもとに、課題の解決策を発表する。

保健授業の反省をしておく。

4時間

第9回

課題の分類
保健授業の課題を学習内容、教授方法、生徒の実態、作成した資
料などに分類し、それぞれの課題を明確にする。

学習内容の課題を考えておく。

4時間

第10回

学習内容の課題とその解決
教育実習の授業で体験した保健の学習内容について、指導
案を考える上で苦労したこと、困ったことを抽出し、その解決方
法についてグループで討議する。

体育授業の副教材について調べておく。

4時間

第11回

運動素材の特性
体育授業で使用する運動文化について、それぞれの特性を明らか
にし、それを発表する。特性に直接的に触れ合うことが、運動
好きな生徒を増やすことにつながることを理解する。

保健の副教材について調べておく。

4時間

第12回

保健授業の資料
保健授業で作成した資料を参考に、資料の検討を行う。

保健体育科教員の任務について考えておく。

4時間

第13回

保健体育科教員の任務

保健体育科教員として自覚すべきことについ
て考えておく。

4時間

保健体育科教員としての自負心を養い、真
摯に向き合う態度を高める。

4時間

保健体育科教員として、学校教育に貢献する内容につい
て話し合い、発表する。
第14回

まとめ
保健体育授業を概観し、保健体育科教員として、授業に対する心
構えや態度、準備すべき内容についてまとめる。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等英語科指導法Ⅰ
高橋昌由
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
高校教諭、指導教諭、主幹教諭（首席）（全14回）

実務経験の概要

授業概要
現代の英語教育をとりまく課題および学習指導要領の改訂への経緯や背景を理解する。さらに、指導技術、英語教授法、観点別評価およ
びCAN-DOリストを含む評価方法等の学修や、input→intake→outputのモデル、コミュニケーション能力の育成と４技能の総合的な育成の成果と
しての自己表現等のoutputができる指導方法の修得を目標とする。特に、input→intakeの指導方法の修得を重視し、模擬授業を通して実践
的な指導力量を高めることをめざす。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語教育に関する知識

英語教育に関する情報や知見を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

英語教育に関する知識の習得と技能の実践

英語教育に必要な知識をもとに的確に指導す
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

具体的な場面での課題を検討することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

具体的な場面に応じた指導を計画・立案でき
る。

3 ．DP6.行動・実践

具体的な場面に応じて、的確に指導すること
ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
常に、謙虚に、前向きに、困難を克服するやる気を忘れずに、協力して、努力しましょう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 学修の成果を客観的に測定する。
40％

授業外課題・小テスト

： 予習課題、レポート、復習など
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを特に評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
語編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
国語編・英語編

外国

413

外

出版年

・ 開隆堂出版

・

2018 年

・ 開隆堂出版

・

2019 年

7061

望月明彦

・

新学習指導要領にもとづく英語
科教育法第3版

・ 大修館書店

・

2018 年

参考文献等
使用教科書：
国立教育政策研究所教育課程研究センター
国立教育政策研究所教育課程研究センター
社 2021

「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料

参考文献等：
齋藤榮二著 『「英語で授業」ここがポイント』 大修館書店 2015
高橋昌由 『英語×「主体的・対話的で深い学び」-中学校・高校 新学習指導要領対応-』

中学校外国語 東洋館出版社
高等学校外国語 東洋館出版

大学教育出版社

2020

2021

履修上の注意・備考・メッセージ
・教職をめざすことについて覚悟してください。
・教室で使える正確な英語の力を高めてください。そのためにも文法・語法の整理に注力してください。
・予習、復習、準備を怠らないように。
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてのオリエンテーション、学習指導
要領（１）：英語教育の目的、英語教育の課題と現行学習指導
要領

オリエンテーション、英語教育の目的、学習指導要領（１）全
体の構成
英語教育の目的
学習指導要領（１）：英語教育の課題、現行学習指導要領の、改
訂の経緯、背景、要点、「指導計画の作成」、「内容の取
扱い」、「道徳教育」
第2回

学習指導要領（２）：コミュニケーション能力の育成と４技
能の総合的な育成、観点別評価とCAN-DOリスト、教材研究、教
具、教育機器、評価とテスト
コミュニケーション能力の育成と４技能の総合的な育成、観点別
評価とCAN-DOリスト
講義、発表、実践、タスク

第3回

リスニング指導、英語教師論、学習者論
講義、発表、実践、タスク

第4回

スピーキング指導、教授法
講義、発表、実践、タスク

第5回

リーディング指導、言語習得と言語教育
講義、発表、実践、タスク

第6回

ライティング指導
講義、発表、実践、タスク

第7回

４技能と音声・語彙・文法指導
講義、発表、実践、タスク

第8回

ティーム・ティーチング、指導案
講義、発表、実践、タスク

第9回

教育実習、今後への展望
講義、発表、実践、タスク

第10回

中学校学習指導要領（１）言語活動とその取扱い
講義、発表、実践、タスク

第11回

中学校学習指導要領（２）言語材料とその取扱い
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習：授
業の進め方と評価についてのオリエンテー
ション、 英語教育の目的 学習指導要
領（１）：英語教育の課題、現行学習指導要
領の、改訂の経緯、背景、要点、「指導計
画の作成」、「内容の取扱い」、「道徳教
育」を入念に学修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：コミュ
ニケーション能力の育成と４技能の総合
的な育成、観点別評価とCAN-DOリスト 講
義、発表、実践、タスクを入念に学修してく
ださい。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：リスニ
ング指導、英語教師論、学習者論を入念に学
修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：スピー
キング指導、教授法を入念に学修してくださ
い。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：リー
ディング指導、言語習得と言語教育を入
念に学修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：ライ
ティング指導を入念に学修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：４技
能と音声・語彙・文法指導を入念に学修して
ください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：教材研
究、ティーム・ティーチング、指導案、評
価とテストを入念に学修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：教育実
習、今後への展望を入念に学修してくださ
い。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：中学校
学習指導要領（１）言語活動とその取扱い
を入念に学修してください。

4時間

予習・復習課題、発表の準備・練習：中学校
学習指導要領（２）言語材料とその取扱い
を入念に学修してください。

4時間

第12回

高等学校学習指導要領（１）英語コミュニケーショ
ンI・II・III
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習：高等学
校学習指導要領を入念に学修してください。

4時間

第13回

高等学校学習指導要領（２）論理・表現I・II

予習・復習課題、発表の準備・練習：高等学
校学習指導要領を入念に学修してください。

4時間

講義、発表、実践、タスク

414
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第14回

学習指導要領（３）コミュニケーション能力の育成と４技
能の総合的な育成の授業実践、総括と質疑応答

講義、発表、実践、タスク

415

予習・復習課題、発表の準備・練習：学習指
導要領とコミュニケ―ション能力の育
成と４技能の総合的な育成の授業実践を入
念に学修してください。これまでの授業内
容を入念に学修してください。

4時間

7062

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等英語科指導法Ⅱ
高橋昌由
2年生

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
高校教諭、指導教諭、主幹教諭（首席）（全14回）

実務経験の概要

授業概要
中等英語科指導法Ⅰでの学修の成果をもとに、よりすぐれた授業実践力および授業運営力を習得する。そのために、指導案作成の意義と方
法を理解して、学習指導要領、英語教授法、評価方法等をより深く理解する。これらにもとづいて、input→intakeの授業実践のあり方のみなら
ず、自己表現等を含むoutputに導くすぐれた授業の指導案を作成して、その授業を実践する力を模擬授業とその後の討論や省察で習得する。さ
らに、生徒理解を含めた１年間などの長期的な視点での授業運営力も習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語教育に関する知識

英語教育に関する情報や知見を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

英語教育に関する知識の習得と技能の実践

英語教育に必要な知識をもとに的確に指導す
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

具体的な場面での課題を検討することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

具体的な場面に応じた指導を計画・立案でき
る。

3 ．DP6.行動・実践

具体的な場面に応じて、的確に指導すること
ができる。

4 ．DP7.完遂

あらゆる困難を超克して優れた指導をするこ
とができる。

5 ．DP8.意思疎通

優れたコミュニケーションをとることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
常に、謙虚に、前向きに、困難を克服するやる気を忘れずに、協力して、努力しましょう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 学修の成果を客観的に測定する。
40％

授業外課題・小テスト

： 予習課題、レポート、復習など
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを特に評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

416

出版年

7062

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
語編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
国語編・英語編

高梨庸雄他

・

教室英語ハンドブック

外国
外

・ 開隆堂出版

・

2018 年

・ 開隆堂出版

・

2019 年

・ 研究社

・

2016 年

参考文献等
使用教科書：
望月明彦 新学習指導要領にもとづく英語科教育法第3版 大修館書店 2018
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
社 2021
参考文献等：
大喜多喜夫著 『英語教員のための授業活動とその分析』 大修館書店 2004
齋藤榮二著 『「英語で授業」ここがポイント』 大修館書店 2015
高橋昌由 『英語×「主体的・対話的で深い学び」-中学校・高校 新学習指導要領対応-』

中学校外国語 東洋館出版社
高等学校外国語 東洋館出版

大学教育出版社

2020

2021

履修上の注意・備考・メッセージ
・教職をめざすことについて覚悟してください。
・教室で使える正確な英語の力を高めてください。そのためにも文法・語法の整理に注力してください。
・予習、復習、準備を怠らないように。
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてのオリエンテーション、外国語教
育の目的と意義、英語教育課程、技能統合型の指導
授業の進め方と評価についてのオリエンテーション
英語教育課程、授業の準備と計画、模擬授業、学習指導案の作成
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第2回

授業計画に必要な知識、授業計画、授業実践、評価、異文化指
導
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第3回

リーディング、第二言語習得と教授法
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第4回

リスニング、学習者論、英語教師論
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第5回

指導案（１）コミュニケーション英語I（リーディング・リスニ
ングと4技能統合）、語彙指導、模擬授業（１）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第6回

ライティング
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第7回

スピーキング、
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第8回

指導案（２）コミュニケーション英語I（ライティング・スピー
キングと4技能統合）、文法指導、模擬授業（２）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第9回

指導案（３）英語表現I（音声・語彙・辞書と文字・文法と4技
能統合）、模擬授業（３）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第10回

指導案（４）英語表現I（4技能統合）、模擬授業（４）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第11回

指導案（５）中学校英語教科書①（input→intake→
outputと4技能統合）、模擬授業（５）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第12回

指導案（６）中学校英語教科書②（input→intake→output
と4技能統合）、模擬授業（６）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第13回

模擬授業（７）中学校英語教科書③（input→intake→output
と4技能統合）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第14回

模擬授業（８）コミュニケーション英語I／英語表現I（input→
intake→output と4技能統合）、総括と質疑応答
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

417

7063

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等英語科指導法Ⅲ
高橋昌由
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
高校教諭、指導教諭、主幹教諭（首席）（全14回）

実務経験の概要

授業概要
中等英語科指導法Ⅰ・IIでの学修の成果をもとに、コミュニケーション能力の育成と４技能の総合的な育成のための授業の学習指導案を立案し
て、それにもとづいたよりすぐれた授業設計力および授業実践力を習得する。そのために、リデザイニング、教材教具の深い理解、提案・課題
解決型学習の授業構築も含むすぐれた授業力を、模擬授業とその後の討論や省察で練磨する。また、小・中・高連携の視点でのよりすぐれた授
業運営力を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語教育に関する知識

英語教育に関する情報や知見を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

英語教育に関する知識の習得と技能の実践

英語教育に必要な知識をもとに的確に指導す
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

具体的な場面での課題を検討することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

具体的な場面に応じた指導を計画・立案でき
る。

3 ．DP6.行動・実践

具体的な場面に応じて、的確に指導すること
ができる。

4 ．DP7.完遂

あらゆる困難を超克して優れた指導をするこ
とができる。

5 ．DP8.意思疎通

優れたコミュニケーションをとることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
常に、謙虚に、前向きに、困難を克服するやる気を忘れずに、協力して、努力しましょう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 学修の成果を客観的に測定する。
40％

授業外課題・小テスト

： 予習課題、レポート、復習など
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを特に評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

418

出版年

7063

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
語編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
国語編・英語編

高梨庸雄他

・

教室英語ハンドブック

外国
外

・ 開隆堂出版

・

2018 年

・ 開隆堂出版

・

2019 年

・ 研究社

・

2016 年

参考文献等
使用教科書：
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
社 2021
望月明彦 新学習指導要領にもとづく英語科教育法第3版 大修館書店 2018

中学校外国語 東洋館出版社
高等学校外国語 東洋館出版

参考文献等：
高橋昌由 『中学英語 “主体的・対話的で深い学び”×CLIL×ICT×UDL 』大学教育出版社 2022
高橋昌由 『英語×「主体的・対話的で深い学び」-中学校・高校 新学習指導要領対応-』 大学教育出版社
大喜多喜夫著 『英語教員のための授業活動とその分析』 大修館書店 2004
齋藤榮二著 『「英語で授業」ここがポイント』 大修館書店 2015

2020

2021

履修上の注意・備考・メッセージ
・教職をめざすことについて覚悟してください。
・教室で使える正確な英語の力を高めてください。
・予習、復習、準備を怠らないように。
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてのオリエンテーショ
ン、小・中・高連携の視点でのよりすぐれた授業設計力、授業
実践力、授業運営力
授業の進め方と評価についてのオリエンテーション
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第2回

英語授業デザイン活用の授業実践のための模擬授業（中学校教
科書①）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第3回

言語活動のための模擬授業（中学校教科書①）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第4回

授業中の問題への対処とリデザイニングへの模擬授業（中学校
教科書②）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第5回

教材教具と教材開発のための模擬授業（１）基礎的技術（中学
校教科書②）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第6回

アクティブ・ラーニング型授業への模擬授業（１）基礎的技
術（中学校教科書③）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第7回

授業外学習との連環のための模擬授業（中学校教科書③）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第8回

評価のあり方のための模擬授業（英語コミュニケーションI）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第9回

CAN-DOリストと観点別評価のための模擬授業（英語コミュニ
ケーションI）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第10回

省察とクラスルームリサーチのための模擬授業（英語コミュニ
ケーションI）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第11回

測定とテスト作成のための模擬授業（論理・表現I）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第12回

教材教具と教材開発のための模擬授業（２）応用的技術（英
語コミュニケーションII）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第13回

アクティブ・ラーニング型授業への模擬授業（２）応用的技
術（論理・表現II）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第14回

アクティブ・ラーニング型授業への模擬授業（３）発展的技
術（英語コミュニケーションIII）、総括と質疑応答
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習、これま
での学修をよく振り返っておいてください。

4時間

419

7064

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

中等英語科指導法Ⅳ
高橋昌由
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
高校教諭、指導教諭、主幹教諭（首席）（全14回）

実務経験の概要

授業概要
中等英語科指導法I・II・IIIでの学修の成果をもとに、生徒の英語運用能力のさらなる伸長のために、アクティブ・ラーニング型授業実践のア
プローチとしてのTBLTとCLILにより、授業実践力を模擬授業を通して修得する。これにより、コミュニケーション能力の育成と４技能の総合
的な育成を達成するためのより高度な授業実践力を錬磨することにつなげる。さらに、生徒の効果的な学習を仕掛けるために、動機づけ、自己
調整学習理論、集団力学等に基づいた授業構築をする高度な授業実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語教育に関する知識

英語教育に関する情報や知見を理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

英語教育に関する知識の習得と技能の実践

英語教育に必要な知識をもとに的確に指導す
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

具体的な場面での課題を検討することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

具体的な場面に応じた指導を計画・立案でき
る。

3 ．DP6.行動・実践

具体的な場面に応じて、的確に指導すること
ができる。

4 ．DP7.完遂

あらゆる困難を超克して優れた指導をするこ
とができる。

5 ．DP8.意思疎通

優れたコミュニケーションをとることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
常に、謙虚に、前向きに、困難を克服するやる気を忘れずに、協力して、努力しましょう。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（レポート）

： 学修の成果を客観的に測定する。
40％

授業外課題・小テスト

： 予習課題、レポート、復習など
30％

授業への参加度
30％

： 教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを特に評価す
る。

使用教科書
指定する

420

7064

著者

タイトル

出版社

出版年

大学教育出版社

・

『中学英語 “主体的・対話
的で深い学び”×CLIL×ICT×
UDL 』

・ 大学教育出版社

・

2022 年

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
語編

・ 開隆堂出版

・

2018 年

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
国語編・英語編

・ 開隆堂出版

・

2019 年

外国
外

参考文献等
使用教科書：
望月明彦 新学習指導要領にもとづく英語科教育法第3版 大修館書店 2018
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
国立教育政策研究所教育課程研究センター 「指導と評価の一体化」のための学修評価に関する参考資料
社 2021

中学校外国語 東洋館出版社
高等学校外国語 東洋館出版

参考文献等：
高橋昌由 『英語×「主体的・対話的で深い学び」-中学校・高校 新学習指導要領対応-』 大学教育出版社
笹島茂 教育としてのCLIL 三修社 2020
Cambridge University Press The TKT Teaching Knowledge Test Course CLIL Module Kay Bentley 2010
望月明彦 新学習指導要領にもとづく英語科教育法第3版 大修館書店 2018
大喜多喜夫著 『英語教員のための授業活動とその分析』 大修館書店 2004
齋藤榮二著 『「英語で授業」ここがポイント』 大修館書店 2015

2020

2021

履修上の注意・備考・メッセージ
・教室で使える正確な英語の力を高めてください。
・予習、復習、準備を怠らないように。
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2限目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、授業の進め方と評価についてのオリエン
テーション
授業の進め方と評価についてのオリエンテーション
アクティブ・ラーニング型の授業としてのTBLTとCLIL、動機づ
け等に関する理論

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第2回

TBLT（１）：TBLTの基礎・基本
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第3回

TBLT（２）：中学校でのTBLT授業実践①－Pre-task
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第4回

TBLT（３）：中学校でのTBLT授業実践②－Task cycle
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第5回

TBLT（４）：高等学校でのTBLT授業実践①－Language focus
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第6回

TBLT（５）：高等学校での表現IのTBLT授業実践②－Conditions
for language learning
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第7回

TBLT（６）：よりよいTBLT授業実践
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第8回

CLIL（１）：CLILの基礎・基本
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第9回

CLIL（２）：中学校でのCLIL授業実践①－CLILの３つの目
標（内容、ことば、学習スキル）と融通性（柔軟性・多面性）
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第10回

CLIL（３）：中学校でのCLIL授業実践②－CLILの30のコア
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第11回

CLIL（４）：高等学校でのCLIL授業実践①－CLILの４Cs
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第12回

CLIL（５）：高等学校でのCLIL授業実
践②－CLILのauthenticityとactive learning
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第13回

CLIL（６）：よりよいCLIL授業実践
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

第14回

アクティブ・ラーニング型の授業、TBLT、CLILのまとめ、すぐ
れた英語指導10の原則。総括と質疑応答。
講義、発表、実践、タスク

予習・復習課題、発表の準備・練習

4時間

421

7071

432

生徒・進路指導論（中等）

授業科目名

中野澄

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

公立中学校教員、教育委員会指導主事、文部科学省生徒指導調査官、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導
研究センター総括研究官として、生徒指導及び進路指導に関する実務や研究に携わる。（全14回）

授業概要
学校教育における生徒指導及び進路指導等の位置づけ及び教育機関における体制について理解し、これらを実施するために必要な諸理論や手
法について、体罰や懲戒の問題を含めて学ぶ。また、「いじめ」や「不登校」といった具体的な問題行動および進路指導の事例を取り上げ、問
題の理解を深める。そして、理論と事例研究の統合を図ることにより、生徒指導および進路指導に関する現代的な課題を探究し、実際の教育活
動への示唆を得る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

望ましい生徒指導・進路指導のあり方へ
の理解を深め，教育現場での実践に活か す
ことができるようにする。

生徒指導・進路指導に関する知識・技
能を身につけている。教育現場におけ る生
徒指導・教育相談の役割と重要 性を理解し
ている。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

教職員間・家庭・地域・関係諸機関と の連
携のありかたについて理解してい る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業の参加度

： 授業への積極的参加，グループワークへの貢献度，授業態度などを総合的に評価する。
35％

授業内課題

： ノート及びワークシートの内容を点検し、授業内課題の達成率について評価する。
40％

期末レポート

： 生徒指導・進路指導のそれぞれについてレポートを課す。
25％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省

『生徒指導提要』

2010年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜３限

422

7071
場所：

研究室または教室（授業時間の前後）

備考・注意事項： 研究室または教室（授業時間の前後）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
生徒指導及び進路指導について、基礎的な知識及び考え方につい
て知る。また、シラバスを活用して、授業の進め方や準備物、評
価の観点等について理解する。

第2回

教育課程における生徒指導の位置づけ及び生徒指導体制・教育
相談体制の違いについて
学校教育において、生徒指導が何を目的としてどのように位置づ
けられるべきかを理解する。その上で、生徒指導体制と教育相談
体制の具体例を示し、目的や構成員の違いについて理解する。

第3回

生徒指導の理論と手法 集団指導（１）各教科・道徳教育にお
ける生徒指導のあり方と進め方
各教科・道徳教育における生徒指導のあり方について探求するこ
とで、日常的な教育活動の中で生徒指導の機能がどのようにいか
されるべきかを理解する。グループワークを行う。

学修内容について整理する。この講義に期
待すること及び自分の問題意識を整理して お
く。

4時間

学修内容について整理する。自身の中学 校で
の体験を振り返り、何が生徒指導とし て行わ
れていたか考えてみる。

4時間

学修内容について整理する。グループワー
クでの論点をまとめるとともに、様々な教育
活動における生徒指導のあり方について文
献にあたる。

4時間

第4回

生徒指導の理論と手法 集団指導（２）総合的な学習の時間に
おける生徒指導のあり方と進め方
総合的な学習の時間において、「居場所づくり」と「絆づく
り」の違いを理解し、児童生徒の自主性をいかす生徒指導のあ
り方について考究する。グループワークを行う。

学修内容について整理する。グループワー
クでの論点をまとめる。

4時間

第5回

生徒指導の理論と手法 集団指導（３）特別活動における生徒
指導のあり方と進め方
「集団によって個が育つ」ことを深く理解するとともに、設定さ
れた場面における自尊感情の育成を意識した生徒指導のあり方に
ついて考究する。グループワークを行う。

学修内容について整理する。グループワー
クでの論点をまとめる。

4時間

第6回

生徒指導の理論と手法 個別指導（１）家庭・地域・関係機
関と連携した対応の重要性と進め方
いじめ認知件数、不登校児童生徒数、暴力行為発生件数の全国
的な状況を理解するとともに、具体的な事案も取り上げなが
ら、児童生徒の最善の利益のための家庭・地域・関係機関との連
携の必要性を理解し、具体的な進め方を考究する。グループワー
クを行う。

学修内容を踏まえ、教育実習校に関連する関
係機関の場所を調べる。

4時間

第7回

生徒指導の理論と手法 個別指導（２）教員と専門職との日常
的な連携の目的や進め方
今後、さらに進むであろうスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー等の配置拡充を意識し、教員と専門職との連
携の重要性について、具体的な事案も取り上げながら理解す
る。アwせて、専門職の特性をいかした教育相談体制のあり方に
ついて考究する。グループワークを行う。

学修内容を踏まえ、専門職の資格や役割につ
いてさらに調べる。

4時間

第8回

実践事例研究（１）いじめへの対応、「学校いじめ防止基本方
針」の目的・内容の理解

「学校いじめ防止基本方針」の事例を収
集し、学修内容を踏まえて、内
容の読み込む。

4時間

実際の「学校いじめ防止基本方針」を収集しその内容を比較しな
がら、いじめの対応に関する基本的な考え方、専門職の活用、関
係機関との連携のあり方について理解し、その内容をまとめ
る。グループワークを行う。
第9回

実践事例研究（２）不登校への対応、集団指導と個別支援の方
法原理
国の動向も踏まえつつ、不登校対策を3つの視点に分けて、個別
指導と集団指導の重なりの具体策や個別指導に必要な視点につい
て理解する。グループワークを行う。

学修内容を踏まえ、様々な自治体や学校にお
けるチーム学校の構成員を調べる。

4時間

第10回

実践事例研究（３）暴力行為及び今日的な課題への対応、生徒
指導に関する法令内容の理解
生徒指導に関する法令を知り、それが学校現場ではどのように反
映されるのかについて、暴力行為や児童虐待、ネット上のトラブ
ル等の対応事例をもとに考究する。グループワークを行う。

学修内容を踏まえ、体罰に関する報道
等を調べまとめる。

4時間

第11回

キャリア教育・進路指導の理論と進め方

学修内容について整理する。自身の中学 校で
の体験を振り返り、何がキャリア教育・進路
指導とし て行われていたか考えてみる。

4時間

学校現場におけるキャリア教育・進路指導が学校全体の中でどの
ように位 置づけられ、どのような体制で取り組まれているの
か、そのシステムについて知ると同時に、どのような児童生徒
観をもとに何を目指して実践されているかについて理解する。
第12回

職業に関する体験活動を核としたカリキュラム・マネジメン
トの意義
学校が地域と連携して取り組む体験活動の事例をもとに、事前事
後学習の方法について考究する。グループワークを行う。

学修内容について整理する。学校のHP等か
ら職業体験に関する事例を収集する。

4時間

第13回

ガイダンス機能を生かしたキャリア教育、キャリアカウンセリ
ングの考え方

学修内容について整理する。グループワー
クでの論点をまとめるとともに、不登校児童
生徒に関するチーム学校について事例を調べ
る。

4時間

進路指導・キャリア教育の方法として、全生徒を対象としたガイ
ダンスとしての指導のあり方を理解する。進路指導・キャリア教
育の方法として、個別の課題に向き合うカウンセリングとして
の指導の在り方を理解する。

423

7071
第14回

キャリアカウンセリングの方法、まとめ
合を図るために

―理論と実践の統

進路指導・キャリア教育の方法として、個別の課題に向き合うカ
ウンセリングとしての指導を具体的に考える。これまでの学修内
容を振り返り，望ましい生徒指導及び進路指導のあり方につい
て考究する。

424

学修内容について整理する。自身の中学 校で
の体験を振り返り、進路相談の中でどんなカ
ウンセリングが行われていたか考えてみ
る。生徒指導・進路指導について学んだ内
容を整理しレ ポートする。定期試験にむけ
て１４回の授 業全体から学んだことを復習す
る。

4時間

7072

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校教育相談（中等）
米田薫
3

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

中学校教諭として14年間勤務の後、教育委員会にて教育相談・適応指導教室担当として7年間従事。そ
の後、公立中学校スクールカウンセラーを続けている。【全１４回】

授業概要
教育相談は、教育上の心理的な諸問題に対する援助活動で、学校で行われるものと教育相談機関で行われるものがある。本科目は、前者におけ
る子どもや保護者の指導・援助に資する理論とスキルの習得を目指す。その意義や担うべき役割を問題解決的・予防的・開発的機能を踏ま
え、個と集団の両面から授業を展開する。予防的・開発的教育相談の集団体験や個別面接のロールプレイを通じて教育相談の基礎を体得す
る。あわせて、いじめや不登校、学級経営、発達に課題のある子どもへの支援、家庭や他機関との連携についても理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育相談に関する基本的な事項の理解

教育相談に対する関心を深め、基本的な事
項を説明することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

教育相談に関する基本的なスキルの習得

教育相談に関する習得したスキルをロールプ
レー等を通じて示すことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校教育相談に関して、今日的な課題を見
出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

授業内の演習で内省した事柄を適切に自己開
示することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内テスト

： 授業内に実施する基礎的事項に関するテストにより評価する。
10％

課題ワークシート

： 授業内に課した課題に関するレポートにより評価する。
60％

ロールプレイ、課題プレゼンテーショ ： 授業内に実施するロールプレイやプレゼンテーションにより評価する。
ン等
20％
定期試験（レポート）

： 授業で示された課題についてレポートし、指定された期間内に提出する。
10％

使用教科書
指定する
著者
米田薫

タイトル
・

出版社

『改訂版 厳選 教員が使え
る５つのカウンセリング』

425

・ ほんの森出版

出版年
・

2019 年

7072

参考文献等
・日本教育カウンセラー協会編「新版 教育カウンセラー標準テキスト 初級編・中級編」

図書文化

2013年

他は授業中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時間目

場所：

中央館５階127

備考・注意事項： 質問はＥメール（yoneda@osaka-seikei.ac.jp)でも対応する。件名に「学校教育相談：質問：○○（送信者の氏名）」とし
た上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育相談とは
教育相談の定義、領域と内容 歴史と展開、学校教育相談の特
質と学校内の体制について学びます。

第2回

教育相談の基礎
学校教育相談に用いられる諸理論とアセスメントについて学びま
す。

シラバスを読む。教育相談の定義、領域と内
容を説明できるようにする。

4時間

前時の復習と本時の予習。基本とな
る接し方のレポート作成

4時間

第3回

集団対象の教育相談（１）ー自他理解をテーマとする構成的グ
ループエンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己理解を深めるエクササイ
ズを体験します。

前時の復習と本時の予習。授業体験レポー
トの作成

4時間

第4回

集団対象の教育相談（2）ー自己受容を深める構成的グループエ
ンカウンター
構成的グループエンカウンターの自己受容をテーマとするエクサ
サイズを体験します。

前時の復習と本時の予習。自己分析レポー
トの作成

4時間

第5回

集団対象の教育相談（3）ーソーシャルスキル教育

前時の復習と本時の予習。習得したスキ
ルの活用レポート作成

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。グループで担当し
た課題の学修

4時間

前時の復習と本時の予習。摸擬面接レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。本時の課題レポー
ト作成

4時間

前時の復習と本時の予習。最終レポートの作
成

4時間

人間関係形成・問題解決・感情コントロールをテーマとするソー
シャルスキル教育について学び、その発展形であるSELについて
も触れます。
第6回

個別面接の基本（１）ー非言語的側面
個別面接の際のポイントとなる非言語的側面について学びます。

第7回

個別面接の基本（２）ー言語的側面
個別面接の際のポイントとなる言語的側面について学びます。

第8回

個別面接の基本（3）ー模擬面接
個別面接の基本として学んだ事項を模擬面接を通じてスキ
ルを磨きます。

第9回

発達と学習についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第10回

不登校についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第11回

いじめ・反社会的行動についての理解と対応
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第12回

特別支援教育について
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第13回

キャリア教育とキャリアカウンセリング
テーマに関するグループ研究発表と対話で学びを深めます。

第14回

教育相談の現状と展望
チーム援助、外部機関との連携、保護者支援、危機対応につい
て学びます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

陸上競技Ⅰ【2022年度入学生】／陸上競技【～2021年度入学生】
濱口幹太
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
陸上競技は走・跳・投・歩から構成される運動であり、あらゆる運動・スポーツ活動の基本となる身体能力を用いる種目である。本授業で
は、個人で設定した課題目標を達成する事を目指し、他者へ陸上競技の指導が行えるような能力の養成を目指す。さらに、中学校・高等学校体
育科教育を教授するにための専門的知識および技能を修得することも目標とする。また、受講生が、陸上競技における正しい記録測定の方
法と実技中の安全対策を学修するとともに、技能向上に積極的に取り組み、記録挑戦や競争への楽しさや喜びを体感することも期待する。
中学・高等学校学習指導要領に基づき、トラック種目として100ｍ、400ｍ、800ｍ、1500ｍ、リレー、50ｍハードル及び2000ｍ競争を、跳躍種
目は走幅跳び、走高跳び及び三段跳びを、投てき種目は砲丸投げ、円盤投げとやり投げの記録測定を実施する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

陸上競技（走・跳・投・歩）の基本的技能

陸上競技（走・跳・投・歩）の基本的技
能を習得し、それぞれの運動の仕組みを理
解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

陸上競技（走・跳・投・歩）の基本的技能

陸上競技の基本的な理論および技能を活か
し、他者に陸上競技の指導ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自己の運動技能を評価し、陸上競技の基本的
技能習得のために必要な課題を説明すること
ができる。

2 ．DP6.行動・実践

他者と協力して授業を遂行することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

基本的技能の習得状況
40％
授業中の課題レポート
20％
授業への取り組み状況
40％

： ①各種目における基本的技能の習得状況
②自分の課題を明確にし、その課題に応じた練習を行っているかどうか
： ①指示した形式と提出期限を守っているかどうか
②参考文献等を活用し、客観的な事実と自分の考えを具体的に書いているかどうか
： ①体調管理を行い万全の準備で受講しているかどうか
②授業中に指導内容を理解し、技能習得に積極的に取り組んでいるかどうか

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

文部科学省

・

『中学校学習指導要領解説 保健 ・ 東山書房
体育編』

・

2008 年

文部科学省

・

『高等学校学習指導要領解説 保 ・ 東山書房
健体育編』

・

2009 年

参考文献等
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陸上競技指導教本アンダー16・19 基礎から身につく陸上競技 初級編、日本陸上競技連盟編、大修館書店
陸上競技指導教本アンダー13 楽しいキッズの陸上競技、日本陸上競技連盟編、大修館書店
陸上競技の学習指導、小木曽一之、道和書院

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日1・２限、授業前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項：

質問などの対応については初回授業時に伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

陸上競技の特性およびルールの解説と評価について説明
陸上競技の特性について解説するとともに、授業を進めるにあ
たってのルールや評価方法について説明する。

陸上競技の特性について予習、復習する。

4時間

第2回

短距離種目（１）100ｍ・400ｍ

クラウチングスタートのルー
ル、100m・400ｍ走の運動局面について予
習、復習する。

4時間

ハードル走のルール（走距離、ハード
ル高、インターバル、男女によるルー
ルの違い）を予習、復習する。

4時間

リレーのルールと、バトンパス方法につい
て予習、復習する。

4時間

アネロビクス運動とエアロビクス運動の違い
について予習、復習する。

4時間

安静時心拍数、最大心拍数、主観的運動強
度について予習、復習する。

4時間

走高跳の運動局面（助走、踏切、空中、着
地）とクリアランス方法（はさみ跳び、背面
跳び、ベリーロール）について予習、復習す
る。

4時間

走幅跳の運動局面（助走、踏切、空中、着
地）と空中動作（かがみ跳び、はさ
み跳び、そり跳び）について予習、復習す
る。

4時間

三段跳びの運動局面（助走、ホップ、ステッ
プ、ジャンプ、着地）とバウンディング運
動の特性について予習、復習する。

4時間

砲丸投げの投法（立投げ、グライド投法、回
転投法）について予習、復習する。

4時間

円盤投げの特性（構え、ターンの仕方）を予
習、復習する。

4時間

やり投げの特性（構え、クロスステッ
プ）を予習する。

4時間

トラック種目の特性やルールなど、これまで
の授業で実施した内容を復習する。

4時間

スターティングブロックを用いたクラウチングスタートとスタン
ディングスタートの違いを理解し実践する。
100m・400ｍ走の運動局面（加速局面、中間疾走局面、減速局
面）を理解し、各局面に応じた走り方を実践する。
第3回

短距離種目（２）ハードル走
ハードル走における踏切、クリアランス（ディップ、抜き脚、着
地）を理解し、様々なインターバルやハードル高での50mハード
ル走を実践する。

第4回

短距離種目（３）4×100ｍリレー
4&#215;100mリレーのルール（バトンゾーン、ブルーゾーンな
ど）と、バトンパス方法（オーバーハンドパス、アンダーハンド
パス）について理解し、実践する。

第5回

中・長距離種目（1） 800m・1500m
短距離種目のアネロビクス運動と、中距離・長距離種目のエアロ
ビクス運動の違いについて理解し、アネロビクスとエアロビク
スの境界に位置する800m～1500m走を実践する。

第6回

中・長距離種目（2）2000m
1500m～5000m走に相当するペースで走り、心拍数による運動強
度のコントロールを実践する。また、心拍数と主観的運動強
度の対応関係を理解する

第7回

跳躍種目（１）走高跳

走高跳の運動局面（助走、踏切、空中、着地）とクリアランス方
法（はさみ跳び、背面跳び、ベリーロール）を理解し、実践す
る。
第8回

跳躍種目（２）走幅跳

走幅跳の運動局面（助走、踏切、空中、着地）と空中動作（かが
み跳び、はさみ跳び、そり跳び）を理解し、実践する。
第9回

跳躍種目（３）三段跳び
三段跳びの運動局面（助走、ホップ、ステップ、ジャンプ、着
地）を理解し、実践する。また、リズミカルに跳躍するバウン
ディング運動の特性について理解し、実践する。

第10回

投擲種目（１）砲丸投げ
砲丸投げの投法（立投げ、グライド投法、回転投法）を理
解し、実践する。ボールを「投げる」動作と、砲
丸を「突き出す」動作との違いを理解する。また、安全に砲丸
投げを行うためのリスクマネジメント方法を理解する。

第11回

投擲種目（２）円盤投げ
円盤投げの特性（構え、ターンの仕方）を理解し、実践する。ま
た、安全に円盤投げを行うためのリスクマネジメント方法を理
解する。

第12回

投擲種目（３）やり投げ
やり投げの特性（構え、クロスステップ）を理解し、実践す
る。また、安全にやり投げを行うためのリスクマネジメント方
法を理解する。

第13回

グループワーク（１）トラック種目
トラック種目の中で、再度記録更新したい種目を選択した者同
士でグループを作成し、自らのセルフコーチングおよび他者へ
のコーチングに挑戦する。その課題に向けて試行錯誤して、問題
点へのクリアを目指す。
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第14回

グループワーク（２）跳躍種目・投擲種目
跳躍種目、投擲種目の中で、再度記録更新したい種目を選択し
た者同士でグループを作成し、自らのセルフコーチングおよび他
者へのコーチングに挑戦する。その課題に向けて試行錯誤し
て、問題点へのクリアを目指す。
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跳躍種目と投擲種目の特性やルールなど、こ
れまでの授業で実施した内容を復習する。

4時間

7156

431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

器械運動Ⅰ【2022年度入学生】／器械運動【～2021年度入学生】
辻哲夫
1年

開講時期

後期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
中学校・高等学校の学習指導要領に示されている器械運動の特性や例示されている技の系統性を理解する。特に、器械運動をどのように学
習・指導していけばよいか、学習場面の工夫や予備的な運動と技の関係を学び実技実践につなげるようにする。技能学習では、マット運動・鉄
棒運動・平均台運動・跳び箱運動の実技練習を通して、安全で正確に技を実施する技能を身につけていく。また、器械運動の授業設計の仕
方や技の指導法・示範・幇助法などの指導実践に必要な能力の習得を目指して、知識・理解と関連を図りながら技能学習を進めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

器械運動の基本的な技の技術を理解し習得す
る

中学校及び高等学校学習指導要領解説保健体
育編「器械運動」に例示された技の技術ポイ
ントを理解し、示範することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

技の系統性及びアナロゴンを理解する

技を指導するにあたり、技術ポイントに則っ
たアナロゴンとなる動きを選択、あるいは開
発し、その効果を実践で確認することができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

技の習得において、不足する感
覚や動き方を抽出し、解決に向けた情報収
集を行うことができる

2 ．DP6.行動・実践

技の習得に向けて継続して修練することがで
きる

3 ．DP8.意思疎通

技の習得において、お互いに教え合うこと
で技術ポイントや動き方の情報をわかりやす
く伝えることができる

4 ．DP9.役割理解・連携行動

用具のセット・オフをグループで行うこと
でメンバーとコミュニケーションを図りなが
ら円滑に活動が進められる

5 ．DP10.忠恕の心

学習仲間の動きを幇助することにより、他
者を思いやることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
授業への参加度は、教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言及び活動などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

運動課題の習熟度
40％
課題レポート
40％

： 授業中の活動状況、4種目の運動課題について独自のルーブリックに基づいて評価する（10点満
点×4種目）
授業内で実施
： 内容の妥当性を独自のルーブリックに基づいて評価する
4回提出（10点満点×4回）
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授業への参加度
20％

： 授業内での積極性及び取り組み状況、協力する姿勢について、独自のルーブリックに基づいて評
価する

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
体育編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
健体育編

保健
保

出版年

・ 東山書房

・

2017 年

・ 東山書房

・

2018 年

参考文献等
三木四郎・加藤澤男・本村清人編著 『中・高校 器械運動の授業づくり』
三木四郎著 『器械運動の動感指導と運動学』 明和出版 2015

大修館書店

2006

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後に質問に応じます。

場所：

授業場所

備考・注意事項： 実技を伴うので運動に適した服装などの準備をすること。
実技授業であるが、必ず筆記用具を持参すること。
器械運動は、「できる、できない｣がはっきりしている運動領域であることから、あきらめずに技能習得を目指すこと。ま
た、非日常的な動きを伴うので危険性を充分に意識して授業に臨むこと。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

器械運動の特性と学習の留意点
オリエンテーション（器械運動の基本的な知識、授
業の進め方、グルーピング）
倒立の技術チェックアンケート
器械運動に関係した体ほぐし運動、体つくり運動の実践

第2回

技の系統と予備的な運動

器械運動の様々な技のアナロゴンとなる予備的な運動を実践する
技の系統的な配列について理解する
第3回

マット運動（１）マット運動の導入と基本的な技
マット運動の基本的な技を実践する
（回転系の接転技群、巧技系の平均立ち技群、倒立）
（回転系のほん転技群）

第4回

マット運動（２）マット運動の基本的な技と発展技
マット運動の発展的な技を実践する
（回転系の接転技群、巧技系の平均立ち技群、倒立）
（回転系のほん転技群）

第5回

マット運動（３）マット運動の技の組み合わせと演技
マット運動の自由演技を自己の能力に合わせて構成し発表すると
ともに評価を行う

第6回

鉄棒運動（１）鉄棒運動の導入と基本的な技

鉄棒運動の基本的な技を実践する
（支持系の前方・後方支持回転技群、懸垂技群）
第7回

鉄棒運動（２）鉄棒運動の基本的な技と発展技
鉄棒運動の発展的な技を実践する
（支持系の前方・後方支持回転技群、懸垂技群）

第8回

鉄棒運動（３）鉄棒運動の技の組み合わせと演技
鉄棒運動の自由演技を自己の能力に合わせて構成し発表するとと
もに評価を行う
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中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第1学年及び第2学年、第3学年」を読む
こと

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第1学年及び第2学年 （1）マット運
動」を読むこと高等学校学習指導要領 解説
体育編 「B 器械運動 （1）マット運
動」を読むこと、アナロゴン、技の系統性に
ついてまとめる

2時間

回転系の接転技群、巧技系の平均立ち技
群、回転系のほん転技群、倒立の基本技につ
いて、技術ポイントをまとめる

2時間

回転系の接転技群、巧技系の平均立ち技
群、回転系のほん転技群、倒立の発展技につ
いて、技術ポイントをまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第3学年 （1）マット運動」を読むこ
と演技の評価についてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第1学年及び第2学年 （2）鉄棒運
動」を読むこと高等学校学習指導要領 解説
体育編 「B 器械運動 （2）鉄棒運
動」を読むこと支持系の前方・後方支持回転
技群、懸垂技群の基本的な技における技術ポ
イントについてまとめる

2時間

支持系の前方・後方支持回転技群、懸垂技
群の発展的な技における技術ポイントについ
てまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第3学年 （2）鉄棒運動」を読むこと演
技の評価についてまとめる

2時間

7156
第9回

平均台運動（１）平均台運動の導入と基本的な技

平均台運動の基本的な技を実践する
（体操系の歩走・跳躍グループ、バランス系のポーズ・ターング
ループ）
第10回

平均台運動（２）平均台運動の技の組み合わせと演技
平均台運動の自由演技を自己の能力に合わせて構成し発表すると
ともに評価を行う

第11回

跳び箱運動（１）跳び箱運動の導入と基本的な技

跳び箱運動の基本的な技を実践する
（切り返し系の切り返し跳びグループ、回転系の回転跳びグルー
プ）
第12回

跳び箱運動（２）跳び箱運動の基本的な技と発展技
跳び箱運動の発展的な技を実践する
（切り返し系の切り返し跳びグループ、回転系の回転跳びグルー
プ）

第13回

跳び箱運動（３）跳び箱運動の技の組み合わせと演技
跳び箱運動の自由演技を自己の能力に合わせて構成し発表すると
ともに評価を行う

第14回

総括と質疑応答
授業で解決しなかった動きや技術について質疑応答を行う
下位教材となる代表的な運動課題の確認を行う
技や演技の評価について確認を行う

432

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第1学年及び第2学年 （3）平均台運
動」を読むこと高等学校学習指導要領 解説
体育編 「B 器械運動 （3）平均台運
動」を読むこと体操系の歩走・跳躍グルー
プ、バランス系のポーズ・ターングルー
プの基本的な技における技術ポイントについ
てまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第3学年 （3）平均台運動」を読むこ
と演技の評価についてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第1学年及び第2学年 （4）跳び箱運
動」を読むこと高等学校学習指導要領 解説
体育編 「B 器械運動 （4）跳び箱運
動」を読むこと切り返し系の切り返し跳びグ
ループ、回転系の回転跳びグループの基本
的な技における技術ポイントについてまとめ
る

2時間

切り返し系の切り返し跳びグループ、回転
系の回転跳びグループの発展的な技におけ
る技術ポイントについてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説体育編 「B 器械
運動 第3学年 （4）跳び箱運動」を読むこ
と演技の評価についてまとめる

2時間

器械運動の授業づくりのポイントをまとめる

2時間

7161
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

球技Ⅰ（ネット型）
中村浩也
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

国内外における幅広い競技レベル（普及レベル～国代表レベル）・年齢層（就学前～高齢者）を対象に、20年
以上にわたり指導を行っている。（全14回）

授業概要
学習指導要領に示されるネット型スポーツのうち、バレーボールを中心に取り上げる。バレーボールは力と高さと予測のゲームと言われてお
り、日本で人気の高いスポーツの一つである。しかしバレーボールを教材として体育授業を展開するとき、その技術習得の難しさからバレー
ボール本来の楽しさを伝えることが困難なケースがよく見受けられる。本講義では、レクリエーションレベルから競技レベルまで幅広く対応で
きるよう、それぞれのレベルに応じた指導法を学ぶ。指導者を志す学生としてふさわしい態度で臨んでいただきたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ネット型スポーツに関する知識と技能及び指
導法

ネット型スポーツに関する知識・技術を習
得し、指導法について理解できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

身体運動の構造と機能について理解できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本授業は一般の体育実技とは異なり、教職科目として位置付けられている。よって受講者には実技の習得はもとより、指導者を目指す者とし
ての高い学習意欲と実技指導能力の醸成を求める。成績評価においても、上記の観点を念頭に進める。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技試験

： ネット型スポーツにおける各種スキルについて、独自のルーブリックに基づき4段階で評価する。
50％

授業への取り組み状況
50％

： 教員や他の受講生とのやり取り、実習への取り組み姿勢、および授業中に作成するプログレスレ
ポートを独自のルーブリックによって評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
コーチングバレーボール（基礎編）,日本バレーボール協会,大修館書店,2017

履修上の注意・備考・メッセージ
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
本授業は実技中心で行います。よって、運動にふさわしい服装・シューズを着用し参加すること。また、ピアスやネックレス、指輪等の装飾
品は原則として外しておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

433
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備考・注意事項： 授業前後に質問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ネット型スポーツの基本的要素
ネット型スポーツの基本的要素について概説する。また、バレー
ボールの歴史的背景や技術の進化、授業化にあたっての要点理
解を促す。

ネット型スポーツについてまとめる

1時間

第2回

サーブの基礎技術
バレーボールにおけるサーブの種類について理解し、基礎技術
及び指導法を学ぶ。

サーブの基礎技術を練習する

1時間

第3回

サーブの応用技術
バレーボールにおけるサーブの基礎技術をもとに、発展的な技
術と指導法を学ぶ。

サーブの応用技術を練習する

1時間

第4回

レセプションの基礎技術
バレーボールにおけるレセプションについて理解し、基礎技術
及び指導法を学ぶ。

レセプションの基礎技術を練習する

1時間

第５回

レセプションの応用技術
バレーボールにおけるレセプションの基礎技術をもとに、発展
的な技術と指導法を学ぶ。

レセプションの応用技術について練習する

1時間

第6回

パスの基礎技術
バレーボールにおけるパスについて理解し、基礎技術及び指導
法を学ぶ。

パスの基礎技術について練習する

1時間

第7回

パスの応用技術
バレーボールにおけるパスの基礎技術をもとに、発展的な技
術と指導法を学ぶ。

パスの応用技術について練習する

1時間

第8回

アタックの基礎技術
バレーボールにおけるアタックについて理解し、基礎技術及び指
導法を学ぶ。

アタックの基礎技術について練習する

1時間

第9回

アタックの応用技術
バレーボールにおけるアタックの基礎技術をもとに、発展的な技
術と指導法を学ぶ。

アタックの応用技術について練習する

1時間

第10回

ブロックの基礎技術
バレーボールにおけるブロックについて理解し、基礎技術及び指
導法を学ぶ。

ブロックの基礎技術について練習する

1時間

第11回

ブロックの応用技術
バレーボールにおけるブロックの基礎技術をもとに、発展的な技
術と指導法を学ぶ。

ブロックの応用技術について練習する

1時間

第12回

チーム構成とフォーメーション
バレーボールのチーム構成とフォーメーションについて理
解し、戦術に関する基礎的理解を促す。

フォーメーションについて練習する

1時間

第13回

バレーボールにおける戦術の基礎的理解
バレーボールにおける戦術の基礎的理解を深めるとともに、発
展の可能性を探り、その指導法を学ぶ。

戦術シートの作成

1時間

第14回

バレーボールの教材化
バレーボールを教材化する際の問題点について理解し、よ
り良い授業とは何かについて考える。

戦術シートの作成

1時間

434
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

球技Ⅱ（ベースボール型）
灘本雅一
1年

開講時期

後期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、中学校及び高等学校学習指導要領(保健体育)に示されるベースボール型スポーツのうち、ソフトボール・ティーボール・キック
ベースボールを中心に行う。また、レクリエーションレベルから競技レベルまで幅広く対応できるよう、それぞれのレベルに応じた指導
法を学ぶことを目的とする。具体的には、次の5点を習得させる。①種目の特性と審判法②キャッチング・トス・バッティングスキル・ピッチン
グの基本技能と応用技能③守備パターン・攻撃パターンと走塁の実践学習④戦術のバリエーション⑤基本技能を修得するための指導法

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

①ウォームアップ・クールダウンの方法を理
解できる。
② ベースボールに必要な基本動
作(投・捕・打・走)を修得することができ
る。
③ 安全対策を重視した種々のゲームを理
解し、その実践方法を理解できる。

正確な投球と正しい捕球体制がとれる。狙っ
た方向に打球を打てる。進塁打、犠打が打て
る。状況に応じた適切な走塁ができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ソフトボールやキックベースボールは、投げ
ることや走ることという運動が備わった教
材としての価値も高く、中学校・高等学校で
の指導を意識しながらゲーム展開を実践でき
る知識と技能を修得する。

フォースアウト、タッチアウトの理解がで
き、状況に応じた判断ブーレができる。集団
技能としてダブルプレーができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

個人的技能の課題を見つけ、修正す
る力を身につける。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

集団的技能を高めるための、ホジション理
解とカーバーリング及び犠打の理解で身につ
ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

特性・ルールの習得

： 状況に応じた判断プレーと状況に応じた攻守のセオリー理解を総合的に評価を行う。
30％

技能・戦術の習得
30％

： 投能力(距離と正確性)、捕球技能(ゴロとフライの基本捕球姿勢)、打撃能力(飛距離と狙った方
向に打てる)、ゲーム形式での打撃・守備・走塁の判断能力を総合的に評価を行う。

指導練習における事前準備・運営・実 ： 準備運動や整理運動、集合時の聞く姿勢、判断能力を高める適切な指示の声、チームワークを総合
践
的に評価を行う。
40％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル
・

出版社

中学校学習指導要領解説
体育編

保健

435

・ 東山書房

出版年
・

2008 年

7166
文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
健体育編

保

・ 東山書房

・

2009 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業を行う場所

備考・注意事項： オフィスアワーの活用に関しては、初回授業で説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてオリエンテーション
ボール運動に対する自己評価などを行う
ソフトボールのルール理解。

第2回

チーム編成及びウォームアップ・クールダウンの方法
チーム編成に基づき、ベースボールに適したウォームアッ
プ・クールダウンを行う。
キャッチボールドリル、バッティングドリルを行う。

学習指導要領 球技ベースボール型を熟
読し、内容を把握しておくこと。

4時間

授業で実践したベースボールに適したウォー
ムアップ・クールダウンをできるようにして
おく。

4時間

第3回

ウォームアップ・クールダウンの実践及びキャッチボールの基
本動作について
チーム編成に基づき、キャッチボールを行う。様々なキャッチ
ボールの展開。

授業で実践した、色々なキャッチボールをイ
メージして、動きを理解しておく。

4時間

第4回

Ｔボール、ソフトボール、キックベースボールの概要及び解説

授業で実践した、色々なケースでの動きをイ
メージし理解しておく。

4時間

授業で実践したバッティングポイントをイ
メージして、バッティング動作をイメージし
ておくこと。

4時間

授業で実践した、守備位置やフォースプレ
イをイメージして、動きを理解しておく。

4時間

記録シートにも基づき、状況判断が正しく出
来たかを振り返り、反省点を書き出すこと。

4時間

授業で実践したバッティングポイントをイ
メージして、バッティング動作をイメージし
ておくこと。

4時間

授業で実践した、守備位置やフォースプレ
イをイメージして、動きを理解しておく。

4時間

記録シートにも基づき、状況判断が正しく出
来たかを振り返り、反省点を書き出すこと。

4時間

記録シートにも基づき、状況判断が正しく出
来たかを振り返り、反省点を書き出すこと。

4時間

ボールをヒットするタイミングやポイン
トをイメージしておく。

4時間

授業で実践した、守備位置やフォースプレ
イをイメージして、動きを理解しておく。

4時間

授業で実践した、守備位置やフォースプレ
イをイメージして、動きを理解しておく。

4時間

ベースボール型のゲーム展開をケースごとに行う。簡易ゲー
ムの展開による打つ、守る技能を高める。
第5回

Ｔボールの実践(１)打撃練習
ティーを用いた打撃練習による、バッティングポイントを習得す
る。簡易ゲームの展開による打つ、守る技能を高める。

第6回

Ｔボールの実践(２)守備、走塁練習
ランナー付きのノックとT打撃によるランナー付きシート打撃に
よる守備主体の練習を行う。

第7回

Ｔボールの実践(３)ゲーム
ティーボールでのゲーム展開を理解する。

第8回

ソフトボールの実践(１)打撃練習
ティーボールと異なり、ソフトボールでの動くボー
ルを打つ、ヒッティングポイントを習得する。満塁スタート制に
よる守備機会、得点機会の多い試合展開を学ぶ。

第9回

ソフトボールの実践(２) 守備、走塁練習
ランナー付きのノックとランナー付きシート打撃による守備主
体の練習を行う。走塁の判断練習を行う。

第10回

ソフトボールの実践(３) ゲーム
ソフトボールのゲーム展開を理解する。

第11回

ソフトボールの実践(４) ゲーム
満塁スタート制によるフォームプレー、ダブルプレーの判断理
解を展開する。

第12回

キックベースの実践(１)打撃(キック)練習
打撃練習によるヒッティングポイントを習得する。

第13回

キックベースの実践(２)守備、走塁練習
ランナー付きのノックとランナー付きシート打撃による守備主
体の練習を行う。

第14回

総括と質疑応答
授業で展開したゲーム理解をケースに応じた状況判断が理解出
来たかをテストする。
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球技Ⅲ（ゴール型）

授業科目名

上田真也

担当教員名
学年・コース等

1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
サッカーにおける個人戦術、グループ戦術、チーム戦術を理解し、習得することで仲間と関わり合いながら攻防するサッカー本来の楽しさを経
験することを目的とする。また、ゲーム分析を通じて、戦術に関わるグループディスカッションを交えることで、将来、教育現場における指導
者として適切な指導が行える能力を養うことを目的とする。具体的に、ゲーム状況をビデオ撮影し、ゲームの流れや現象に関する課題を抽出す
ることで、トレーニングメニューやゲームプランの立案を行えるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

前半は、サッカーに欠かせないスキルトレー
ニング（パス・ドリブル・シュー
ト等）を行う。後半は、個人戦術・グルー
プ戦術・チーム戦術について、実技形式で学
習する。

サッカーにおける個人戦術、グループ戦
術、チーム戦術を理解し、習得することで仲
間と関わり合いながら攻防するサッカー本
来の楽しさを経験することを目的とする。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

グループディスカッションを交えること
で、将来、教育現場における指導者として適
切な指導が行える能力を養うことを目的とす
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
授業で実践した、守備位置やフォースプレイをイメージして、動きを理解しておく。
授業への取り組み状況とは教員からの質問に応じて的確に回答するとともに、共同的かつ積極的な参加を評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート課題
20％
授業への取り組み
50％
実技テスト
30％

： 指定した課題に対して参考図書や文献等を用いて論述できているかどうか。文字数や提出期日など
が守られているかどうか。総合的に判断し採点を行う。
： サッカー技能に対する個人の取り組みおよびチーム、グループでの活動状況を総合的に判断し採
点を行う。
： サッカー技能習得に向けて、中間および最終に実技試験を行う。個人、チーム等での実技を通し
て、その成長や努力も含めて総合的に判断し、評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
瀧井敏郎
小野 剛

編『ワールドサッカーの戦術』ベースボールマガジン社
編『クリエイティブ・サッカーコーチング』大修館書店

1995
1998

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業を行う場所

備考・注意事項： オフィスアワーの詳細に関しては、初回授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

サッカーの歴史およびルールについて
サッカーの歴史および背景を振り返るとともに、ルールの確
認を行っていく。また、今後のスケジュールの確認やグルーピン
グを行うと同時に、授業参加にあたっての注意事項等について
も確認していく。

授業内で配布した資料を用いて、サッ
カーの歴史およびルールの復習を行う。

4時間

第2回

ボールフィーリング
「どのくらいの強さでボールタッチすると、ボールがどのくら
い移動するのか？」や「足のどの部分でタッチすると、どの方
向にボールが移動するのか？」といったボールフィーリン
グを養うことを目的に、授業を展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第3回

基本技術の習得（１）パス
多様なキックの方法について紹介し、意図した方向、強さ、タイ
ミングでパスが行えることを目的に、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第4回

基本技術の習得（２）トラップ
自分に向かってくるボールに対して、意図した場所にボー
ルを置くことを目的に、授業を展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第5回

基本技術の習得（３）ドリブル
ドリブルの種類（運ぶドリブル、交わすドリブル、突破するドリ
ブル等）について解説する。また、ドリブルをしながら相手や味
方の状況を把握することを目的に、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第6回

基本技術の習得（４）シュート
シュートキックそのものの技能向上を目的とするだけではな
く、どのポジションで、どのような身体の向きでボールを受けれ
ば質の高いシュートが打てるのかについても追及し、授業展開す
る。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第7回

１対１の攻防（１）オフェンス
個人戦術の攻撃に着目し、これまでの授業で習得したトラッ
プ、ドリブル、シュートを1vs1の攻防の中で応用することを目
的に、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第8回

１対１の攻防（２）ディフェンス
個人戦術の守備に着目し、ボールを持っている者に対する守
備とボールを持っていない者に対する守備について、優先順
位を整理するとともに、正しいポジショニングについて理解する
ことを目的として、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第9回

２対１の攻防
グループ戦術の攻撃に着目し、1vs1では発生しなかったパスの選
択肢を増やすことで、「壁パス」や「クロスオーバー」といっ
たコンビネーションプレーを活用できるようになることを目的と
して、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第10回

３対２の攻防
グループ戦術の守備に着目し、1vs1では発生しなかったチャレン
ジ＆カバーの原則について、理解することを目的に、授業展開す
る。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第11回

５対５の攻防
これまで学習した個人戦術・グループ戦術をゲームの中で応用す
ることを目的に、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第12回

８対８（ハーフコートゲーム）
これまで学習した個人戦術・グループ戦術をゲームの中で応用す
ることを目的に、授業展開する。

授業内でのトレーニングを繰り返す。

4時間

第13回

１１対１１（ゲーム）の実践とビデオ撮影
グルーピングした各チームでチーム戦術を共有し、実際のゲー
ムの中で発揮することを目的とする。ゲームはビデオ撮影し、次
回のゲーム分析時に用いる。

撮影したゲームを一通り見直す。

4時間

第14回

ゲーム分析と課題の抽出

ポジティブ・ネガティブ場面を整理し、各
自トレーニングメニューを作成しておく。

4時間

前回撮影したゲームから、ポジティブ・ネガティブ場面を抽
出し、課題を見つける。課題克服のためにどのようなトレーニン
グが必要であるかグループディスカッションを行う。

438

7176

431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

水泳
川島康弘・外林大輔
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技・講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
水泳・水中運動は体育科教育における基礎的運動種目であり、人の生活の喜びや健康づくりとして活用できる生涯スポーツの代表的な種目でも
ある。水泳・水中運動の指導における安全で有効な指導法として、年令、性差、発達段階における特性を理解し、水慣れから初歩の泳ぎ、ク
ロール･平泳ぎを中心として、さらに背泳ぎ、バタフライを加えた４泳法における基本的な技術及び知識の習得。効果的な授業の展開ができる指
導力を養成する。
さらに、水の事故防止と安全管理、救急・救助法を習得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

水中活動の楽しさを体験学習する。

水中活動に関するスキルとリスク管理、安全
管理が理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

水泳の実技と指導法を体験する。

泳ぐコツとその指導方法を習得する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

水の特性を理解し、4泳法を身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

4泳法実技試験

： 4泳法の習得状況に応じて評価する。
60％

授業の取り組み状況
30％
水泳実習レポート
10％

： 水泳の4泳法の習得に対して、反復練習を積極的に実践しているか、また、泳ぎの理論と指導法に
ついて理解しているかなど、取り組み状況を評価する。
： 14回の授業終了後に、毎回の学習内容の振り返りと指導の目的、課題を明確したレポートを書けて
いるかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考資料等を配布
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を記録するとともに丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

439

7176
場所：

授業の場所

備考・注意事項： 上記日程にて対応します。また授業前、終了時に声を掛けて下さい。時間を調整します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

評価方法と授業目的と注意点および実技スケジュールについ
てオリエンテーション
シラバスを基に講義の目的と14回の授業内容、評価方法につい
て説明する。
特に、安全管理について：プール（水温、塩素残量）、着衣、貴
重品の管理、各自の体調管理、バディシステム、点呼等について
も学習する。
配布された授業ノートの記録について。授業振り返り、復
習を兼ねて、毎回の授業内容を詳しく記録し、自身が指導す
る際に役立つ記録ノートにする。

水泳環境について予習する

1時間

第2回

聞き取り調査を基にしたクラス分けの確定とリスク管理につい
て
健康調査と泳力調査を基に4グループにクラス分けをする。
プールの水温、塩素残量、更衣室、準備・整理体操、体調チエッ
ク等の安全管理を確認する。

安全管理について予習する

1時間

第3回

プールで楽しく泳ぐためには？

楽しく水中運動を行うために必要なポイン
トを予習する

1時間

健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
実際の泳力確認を行い、クラス分けの再調整と個人が得意な泳
法で泳ぎ、指導法についても学習する。
水の特性について、浮く･沈む、推進と抵抗、補抵抗について実
技を行いながら学ぶ。
30分の授業の後、点呼の後10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。
第4回

クロール 水慣れと伏し浮き・泳法確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。初級コースでは水慣れと伏し浮きを中心に行う。中級およ
び上級コースでは泳法確認後、指導法について学習する。
バタ足、クロールの息継ぎ方法の基本的技術と指導法。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

自由形の特性について予習する

1時間

第5回

クロール プルと息つぎ練習、ローリングの習得・上級は泳ぎ
こみ
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。初級コースはプル練習とローリングの習得、中級および上
級コースでは泳ぎこみ、後半は指導法や泳力確認方法について学
習する。30分の授業の後、10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。

平泳ぎの特性について予習する

1時間

第6回

平泳ぎ 平泳ぎのキックと25ｍクロール完泳
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
平泳ぎのキックについて、正しいウィップキックと誤ったキッ
クの指導法について。
初級コースはクロールのブレス習得と25ｍ完泳を目指す。中級お
よび上級コースではクロールを中心に後半は指導法について学
習する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

平泳ぎの指導法について予習する

1時間

第7回

平泳ぎ 平泳ぎのプルと呼吸法、コンビネーションと長く続け
て泳ぐ
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
平泳ぎのプルと息継ぎ法を身に付け、コンビネーショ
ンで長く続けて泳ぐ練習をする。
後半は指導法について学習する。
３０分の授業の後、１０分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

背泳ぎの特性について予習する

1時間

第8回

背泳ぎ 背浮き、背面キックとプル、25ｍ完泳・背泳ぎ確認
出席を取る、健康状態の確認、準備体操、シャワーを浴びる、グ
ループ毎に入水。
初級はプルと25ｍ完泳、中級および上級はクロールと背泳ぎ確
認、後半は指導法について学習する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

背泳の「こつ」について予習する

1時間

第9回

バタフライ ドルフィンキック・バタフライ泳法確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。初級コースはドルフィンキックを中心に練習する。中級およ
び上級コースはバタフライの泳法確認と後半は指導法について学
習する。30分の授業の後、10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。

背泳の指導法について予習する

1時間

第10回

バタフライ

バタフライの特性について予習する

1時間

プル・4泳法確認
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7176
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。初級コースはプル動作を中心に練習を行い、中級および上
級コースでは4泳法の確認と後半は指導法について学習す
る。30分の授業の後、10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。
第11回

水中運動（アクアビクス）
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。音楽に合わせて水中で楽しく踊る。後半は指導法について
も学習する。30分の授業の後、10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。

アクアビクスについて予習する

1時間

第12回

着衣泳法
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。各班毎に着衣泳法を練習し、後半は指導法について学習す
る。30分の授業の後、10分間のプールサイドで休
息を取り、再び入水を繰りかえす。笛の合図で一斉にプールか
ら出水し、各班毎に点呼を取り全員の安全を確認し整理体操をす
る。

着衣泳法について予習する

1時間

第13回

水の安全と救助法を学ぶ
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
水の安全と救助法を学び、後半は指導法についても学習する。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする

水の事故について予習する

1時間

第14回

泳力別、4泳法の確認
健康状態の確認と準備体操、シャワーを浴びグループ毎に入水す
る。
各班毎に4泳法で練習し、後半は新しい班編成で4泳法のレー
スを行なう。
30分の授業の後、10分間のプールサイドで休息を取り、再び入
水を繰りかえす。
笛の合図で一斉にプールから出水し、各班毎に点呼を取り全
員の安全を確認し整理体操をする。

水の事故予防について予習する

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

野外活動
横山誠
2年

開講時期

前期集中

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

職務経験として、大阪体育大学野外実習教務補佐や大阪府立少年自然の家での野外教育・野外活動に関する業
務を経験している。また、前職の財団法人大阪府レクリエーション協会においても、子どもキャンプ、ファミ
リーキャンプ、その他野外活動のイベントを企画運営した経歴がある。

授業概要
本授業では、自然に親しむ知識や技能を深化させることを目標とする。野外教育では、体験を通じた学習を重視しており、野外活動を指導す
る上で必要な基礎的技術を身につけることを目標として様々な活動に取り組む。また、活動場所となる施設の特性に対する理解を深めると同
時に、野外での活動を安全に実施するためのポイントについても理解を深めていく。さらに自然環境の中で相互協力を行うことで、他者とのコ
ミュニケーション能力や人間性･創造性を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

野外活動を指導するための基礎的な知識と技
術を習得する。

正しく自然を理解し、野外活動の目的と意
義を理解できる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

野外活動を指導する上で必要な基礎的な知
識や技術、リスクマネジメント等を習得でき
る。

2 ．DP6.行動・実践

児童・生徒に適切なキャンプや野外活動の指
導ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となる。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習前の実施計画書

： 野外活動に関する計画書を作成し、その内容を評価する。
20％

実習後レポート試験

： 全授業終了後にレポートを実施し、その内容を評価する。
20％

野外活動にかかわる技術の習得度

： それぞれの実習における技術、技能の習得度合いを評価する。
60％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
公益社団法人日本キャンプ協会 『キャンプ指導者入門』 2006
自然体験活動研究会編 野外教育入門シリーズ第1巻 『野外教育の理論と実践』
日本野外活動研究会編 『キャンプテキスト』 杏林書院 1999
日本野外教育研究会編 『キャンププログラム１』 杏林書院 1992
文部科学省 『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 東山書房 2008
文部科学省 『高等学校学習指導要領解説 保健体育編』 東山書房 2009

履修上の注意・備考・メッセージ
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杏林書院
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本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、安全で楽しい野外活動について自分なりにイメージを持ち、これまでの経験を振り返っておくこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業の前後、休憩時間などに実施する
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス（集中講義の詳細）、野外活動の理解と計画書の作
成
本時全体のイメージを共有する。
様々な野外活動プログラムがある中、それらがどうぞのように実
施されているのか、またどのような点に注意しながら指導を行っ
ているのか、実際に現時点での指導計画書等を作成してみる。

第2回

野外活動の意義や効果
我が国のキャンプの歴史は約100年を数える。時間と共に社会状
況と共に変わってきたこともあるが、変わらず大切に伝承されて
きていることもある。そうした背景を理解し、野外活動の意
義や効果について学びを深める。

第3回

野外活動の基本的な考え方と野外における安全管理法
野外活動は楽しい反面、自然の厳しさを目の当たりにすることが
あり、様々な事故事例も報告されている。それらすべての事
故の要因を排除することは難しいが、安全管理を徹底すること
で事故の発症を最小限に抑えることができる。それは指導者側だ
けではなく、参加者の意識も非常に重要であることを認識する。

第4回

野外活動における事故事例とリスクマネジメント
日本子供会連合会などが作成したKYT(危険予知トレーニン
グ）のワークシートなどをもとに、リスクマネジメントについ
てグループワークを通して考えていく。

第5回

コミュニケーション実習（１）アイスブレーキング
コミュニケーション技法について体験的に理解を深める。

第6回

コミュニケーション実習（２）ASE
海外のキャンプ場で実施されているパッケージドプログラムを体
験する。グループで与えられた課題を体験学習法のサイク
ルに基づき体験し学びを深める。

第7回

キャンプサイトの設営・ローピング実習
キャンプでは必須といってよいスキルのひとつがロープワークで
ある。特に海洋プログラムではキング・オブ・ノットと言われる
もやい結びをはじめヨット操船でいくつかのローピングが必要と
される。実践の場で使えるようにしたい。

第8回

野外炊飯実習・ナイトプログラム実習
キャンプでの野外炊事は楽しみのひとつである。この野外炊
事のスキルは被災した際などにも使える・使わないといけないス
キルでもある。楽しみながら基本的なスキルを身につけてほし
い。またナイトプログラムは、感性を磨く活動としても有効であ
る。五感を研ぎ澄ましいろいろなことを感じてほしい。

第9回

野外フィールド実習・登山実習
野外のフィールドは海だけでなく、身近な山の活動も含まれ
る。また近年発生の可能性が高まっている東南海沖の地震では津
波の被害も予想されている。そうなれば海抜の低いところから高
台へ避難し、そこで生活をしないといけないことも考えられ
る。そうした防災教育の観点からも、一時的に海から山へ移
動し活動を行う。

第10回

体験学習法の理解
様々なプログラムを体験し、個人としてグループとしての成
長を考える。体験学習法について理解を深め、体験による効
果を振り返る。

第11回

水辺活動実習
水辺活動では、様々なアクティビティがある。自走するもの
や風の力を受けながら操作するものや、また一人で行うものもあ
ればグループで協力しないとできない活動もある。そうしたこと
を考えながら安全に楽しく体験する。

第12回

プログラムデザインと対象者の理解
本時の活動を通して、フロー理論などを用いて評価を行う。自
己のスキルだけでなく対象者全体にとって無理のない、そして退
屈しない活動であったのかをふりかえる。

第13回

キャンププログラムの企画・運営・評価

443

野外活動についてのイメージを明確に
し、多くの事例から様々なの指導計画
等を学び進めていく。

2時間

日本キャンプ協会やYMCAなど古くからキャン
プを実施している団体等の資料も参考にして
おく。

2時間

様々な事故事例を自分なりに分析し、安全教
育について考える。

2時間

キャンプを実施している団体等の危機管理マ
ニュアルなども参考にしておくこと。

2時間

どの様な場面でどのようなアイスブレーキン
グが有効なのかを検討する。また自分が体
験したアイスブレーキングをふりかえる。

2時間

Jリーグほか、多くのスポーツチームや企業な
どでの実践事例があるので、それらの情
報を入手し社会のニーズや背景を知る。

2時間

身の回りにいろいろなひもがあると思うの
で、予習・復習をきちんとすること。

2時間

野外炊事は火や刃物を使うので、各自で事
前にリスクマネジメントを考えておくこと。

2時間

一日に必要な水の量や山の活動でのリスクマ
ネジメントについても各自調べておくこと。

2時間

プログラム中の気づきなどを整理しておく
と学びを深めるのにも役立つ。

2時間

自分の体験をふりかえり、単なるスキルの習
得だけでなく理論的なことが理解できている
かもふりかえる。

2時間

様々な対象者に応じたプログラムデザイ
ンを考えてみる。もちろん、そこには安
全が最優先されていなければならない。。

2時間

単なる感想に終わることのないよう、気づき
を振り返りながら評価を行う。

2時間

7181
本時全般について、企画面、運営名から評価を行う。どのよう
な意図でどのような学びがあったのか、それを引き出すための工
夫はどのようなところにあったのかなどを理解する。
第14回

振り返り（グループ討論）とレポートの作成
個人としてだけでなくグループとしてのふりかえり、評
価を行い多くの気づきを得るようにする。そして、今後は実践
者として、そして指導者側になった際に生かせるような意見交
換を行い、今後のアウトドアライフをイメージする。
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日々の生活や教育現場など、あらゆるところ
でのアウトドアライフをイメージし、本授
業を糧にしていく。

2時間

7186
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

体つくり運動
辻哲夫
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
様々なスポーツの基本となる体をコントロールする能力の向上を修得し、学校現場で教授できる力を身につけることを目指す。効果的な指導
方法や練習方法を理解し、よりよく動くための様々な能力、感覚を向上させるための理論を学習、実践する。学習指導要領解説体育編に示され
た体ほぐしの運動、体力を高める運動について理解し、実践を通して、その運動の持つ楽しさや喜びを体得する。また、グループ毎に運動領
域の教材づくりや指導法についても取り組む。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

体つくり運動の基本的な理論を理解する

中学校及び高等学校学習指導要領解説保健体
育編「体つくり運動」に記載された運動の意
義を理解し、目的に応じた運動を提示するこ
とができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

高めたい体力に応じた運動を選択、開発する
ことができる

個々の体力の現状に応じ、高めるべき体力要
素を選定し、効果的な運動を提示、あるい
は開発することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

個々の体力について課題を発見し、それ
に応じた体つくり運動を選択することができ
る

2 ．DP5.計画・立案力

体つくり運動の教材を開発することができる

3 ．DP6.行動・実践

個々の体力に応じた体つくり運動について選
択し、実行することができる

4 ．DP8.意思疎通

体つくり運動の方法・手順を相互に共有する
ことができる

5 ．DP9.役割理解・連携行動

用具のセット・オフをグループで行うこと
でメンバーとコミュニケーションをとりなが
ら円滑に活動が進められる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
学習への積極的な取り組みを前提に、運動課題の習熟度（実技テスト）と提出物で総合的に評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート
30％
運動課題の習熟度
30％
プレゼンテーション

： 内容の妥当性を独自のルーブリックに基づいて評価する
6回提出（5点満点×6回）
： 授業中の活動状況、長ナワ・短ナワの運動課題について独自のルーブリックに基づいて評価する
授業内で実施
： 内容の妥当性と論理的構成について、独自のルーブリックに基づいて評価する

20％

445
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授業への参加度
20％

： 授業内での積極性及び取り組み状況、協力する姿勢について、独自のルーブリックに基づいて評
価する

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
体育編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
健体育編

保健
保

出版年

・ 東山書房

・

2017 年

・ 東山書房

・

2018 年

参考文献等
体つくり運動 学校体育実技指導資料第7集（改訂版） 文部科学省 東洋館出版社 2013年
小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック 文部科学省 アイフィス 2014年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後に質問に応じます。

場所：

授業場所

備考・注意事項： 実技を伴うので運動に適した服装などの準備をすること。
実技授業であるが、必ず筆記用具を持参すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（体つくり運動の基本的な概念、授
業の進め方、グルーピング）手軽な体つくり運動、体ほぐし
の運動の実践
授業の進め方、グルーピング（必要に応じて随時行う）、アン
ケート、注意事項等
手軽な体つくり運動、「ラジオ体操第一」の実践-手軽な運動か
ら気づき・交流のねらいを理解する

第2回

体つくり運動の理論と実践(1)（導入）体つくり運動の実践によ
る意義の検討

「ラジオ体操第一」の実践・習得
「ラジオ体操第一」のアレンジ体操をグループで考案する
第3回

体つくり運動の理論と実践(2)（基礎的運動）体ほぐしの運
動の理論と実践、教材の検討

ラジオ体操第一のアレンジをグループ発表する
体ほぐしの運動としての意義、体つくり運動としての意義を探る
第4回

体つくり運動の理論と実践(3)（基礎的運動）体ほぐしの運
動の理論と実践、教材の検討

気づき、交流をねらいとした「体ほぐしの運動」を実践する
実践をもとにグループで「体ほぐしの運動」の教材を検討する

体つくり運動の概念、授業の進め方、注意事
項等を理解する、「ラジオ体操第一」の習得
身近な運動から体つくり運動、体ほぐしの運
動について探る

2時間

ラジオ体操第一の習得、アレンジ体操の検
討、中学校学習指導要領 解説保健体育編
「A 体つくり運動 第1学年及び第2学年
（1）体ほぐしの運動」を読むこと高等学校学
習指導要領 解説保健体育編 「A 体つく
り運動 （1）体ほぐしの運動」を読むこと

2時間

ラジオ体操第一の習得、アレンジ体操の検
討、中学校学習指導要領 解説保健体育編
「A 体つくり運動 第1学年及び第2学年
（1）体ほぐしの運動」を読むこと高等学校学
習指導要領 解説保健体育編 「A 体つく
り運動 （1）体ほぐしの運動」を読むこと

2時間

「体ほぐしの運動」の教材を検討する中学校
学習指導要領 解説保健体育編 「A 体つく
り運動 第1学年及び第2学年、第3学年
（1）体ほぐしの運動」を読むこと高等学校学
習指導要領 解説保健体育編 「A 体つく
り運動 （1）体ほぐしの運動」を読むこと

2時間

第5回

体つくり運動の理論と実践(4)（基礎的運動）体ほぐしの運
動のグループ発表、実践、検討
検討した「体ほぐしの運動」の教材をグループ発表する
グループ相互で実践し、課題・改良点を検討する

「体ほぐしの運動」についてまとめる

2時間

第6回

体つくり運動の理論と実践(5)（実践的運動）体つくり運動の理
論と実践、教材の検討①

中学校学習指導要領 解説保健体育編 「A
体つくり運動 第1学年及び第2学年 （2）体
力を高める運動」を読むこと高等学校学習指
導要領 解説保健体育編 「A 体つくり運
動 （2）体力を高める運動」を読むこ
と体の柔らかさを高めることを主体とした運
動についてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説保健体育編 「A
体つくり運動 第1学年及び第2学年 （2）体
力を高める運動」を読むこと高等学校学習指
導要領 解説保健体育編 「A 体つくり運
動 （2）体力を高める運動」を読むこと巧み
な動き動きを高めることを主とした運動につ
いてについてまとめる

2時間

体の柔らかさを高めることを主体とした運動について実践する
体の柔らかさを高めることを主体とした運動について教材を検
討する
第7回

体つくり運動の理論と実践(5)（実践的運動）体つくり運動の理
論と実践、教材の検討②

巧みな動きを高めることを主体とした運動について実践する
（なわとび編、その他）
巧みな動きを高めることを主体とした運動について教材を検討す
る
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第8回

体つくり運動の理論と実践(6)（実践的運動）体つくり運動の理
論と実践、教材の検討③

巧みな動きを高めることを主体とした運動について実践する
（ボール経編、フープ編、その他）
巧みな動きを高めることを主体とした運動について教材を検討す
る
第9回

体つくり運動の理論と実践(7)（実践的運動）体つくり運動の理
論と実践、教材の検討④

力強い動きを高めることを主体とした運動について実践する
力強い動きを高めることを主体とした運動について教材を検討す
る
動きを持続する能力を高めることを主体とした運動について実
践する
動きを持続する能力を高めることを主体とした運動について教
材を検討する
第10回

体つくり運動実践(1)（実践的運動）体つくり運動の教材づくり

体つくり運動を組み合わせる手順、方法について理解する
体つくり運動の教材について、グループで授業の展開部分を抽
出した内容を実践しながら考案する

中学校学習指導要領 解説保健体育編 「A
体つくり運動 第1学年及び第2学年 （2）体
力を高める運動」を読むこと高等学校学習指
導要領 解説保健体育編 「A 体つくり運
動 （2）体力を高める運動」を読むこと力
強い動きを高めることを主とした運動につい
てについてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説保健体育編 「A
体つくり運動 第1学年及び第2学年 （2）体
力を高める運動」を読むこと高等学校学習指
導要領 解説保健体育編 「A 体つくり運
動 （2）体力を高める運動」を読むこと動き
を持続する能力を高めることを主体とした運
動についてまとめる

2時間

中学校学習指導要領 解説保健体育編 「A
体つくり運動 第1学年及び第2学年、第3学年
2 態度 3 知識、思考・判断」を読むこ
と、体つくり運動の教材を作成する

2時間

第11回

体つくり運動実践(2)（実践的運動）体つくり運動の組合せ教
材の発表と検討
授業の展開部分の教材をグループごとに発表する
グループ相互で実施し、課題点を検討する

教材の修正、まとめを行う

2時間

第12回

体つくり運動発展(1)（発展的運動）コーディネーション系プロ
グラムの実践①

コーディネーショントレーニングについてま
とめる、長ナワ、短ナワ運動について文
献を調べる

2時間

様々なスポーツにおけるコーディネーショントレーニングについ
て概要を理解する
長ナワ、短ナワ運動の様々な運動例を実践する
第13回

体つくり運動発展(2)（発展的運動）コーディネーション系プロ
グラムの実践②
長ナワ、短ナワ運動の様々な運動例を実践する
長ナワ、短ナワの実技テスト

長ナワ、短ナワ運動についてまとめる

2時間

第14回

授業総括・実技テスト

まとめの内容を整理する授業で未解決の疑
問について整理する

2時間

体つくり運動の理論、実践についてのまとめ
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武道

授業科目名

村田正夫

担当教員名
学年・コース等

1年

開講時期

後期

単位数

1

実技

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
公益財団法人全日本柔道連盟公認A指導員。講道館柔道七段。本実技を担当（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本科目では日本固有の文化ある武道の中で柔道について学ぶ。柔道は嘉納治五郎師範によって創始され、その目的とするところは相手との稽
古などを通して身体や精神を鍛錬修養し、これによって自己を完成させ、社会に役立つ人間づくりとしている。本授業では、柔道に必要な基本
動作と対人技能の習得により、柔道の技能能力を高め身体を鍛錬する。加えて技能の習得過程を通して精神の修養に努め、柔道の理念であ
る「精力善用」「自他共栄」の精神とは何かについて学んでいく。また、Google Classroomを活用し、実技に関する動画の配信や学習シー
トの作成・振り返り、指導者からのコメントなど双方の考え方や疑問、アドバイスを共有するアクティブターニングも取り入れていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

認知的領域

日本傳講道館柔道の概要（歴史、目的な
ど）について説明できる。加えて柔道の理
念「精力善用」「自他共栄」を体現する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

技能的領域

中学校、高等学校において実技授業を行なう
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

伝統的な行動の仕方に留意し、互いを尊重す
ることができる。（情意的領域）

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
授業への参加度は、教員からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技習熟度
40％
授業中の課題提出

： 受け身：前回り受け身（左右）、投げ込み時の受け身の完成度
チェック
技 術：崩し、作り、掛けを用いた投げ技の完成度チェック
： 毎回の学習取り組み成果・課題に関するシートを作成作成する。

20％
授業への参加度
40％

： ①個別学習、グループ学習、自他共栄の実践、仮設道場の設営及び撤収作業など総合的に評価す
る。
②課題レポートの作成

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
中西英敏
村田正夫

『DVDでわかる柔道入門』西東社 2007
『柔道レベルアップ教本』ベースボール・マガジン

2010
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履修上の注意・備考・メッセージ
履修にあたり下記項目について厳守すること。
1．事故防止、学習効果を高めるため、国際柔道連盟の規定に合ったゼッケン付の柔道衣の着用を義務づける。
2．柔道衣の着用時には、身に着ける装飾類、ミサンガなどは必ず取り外すこと。
3．柔道衣の下には、男子は衣類を着用せず、女子はTシャツなどボタンのない衣類を着用すること。
4．長髪時は必ず髪留め（ゴム）をすること。
5. 感染症防止のため、柔道衣の貸し借りは厳禁とする。また柔道衣は毎回洗濯をして清潔を保つこと。
6．履修者の安全確保のため、受け身の習得授業は（3回目、4回目、5回目）必ず出席すること。
7. その回のテーマに関する動画をアップするので、事前に確認し実技へ臨むこと。
8. 希望者は学内において昇段審査を受験できる。（有償）別途柔道昇段講座への参加が必要となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合には、クラスルームに提出する毎回の学習取り組み成果・課題に関するシートに内容を記
入すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

柔道の基礎知識

柔道の歴史と理念、礼の意味

実技全体の流れ、評価方法、柔道場内における諸注意、柔道の概
要について説明する。

シラバスを熟読し、柔道の概要について調べ
る。

1時間

第2回

立ち技の基本動作 礼法、組み方、姿勢、進退動
作、崩し、体さばき
柔道衣の各名称と着方について説明する。また、基本動作の中か
ら礼法、組み方、姿勢、進退動作、崩し、体さばきについて解
説する。

柔道衣の着方や礼の意味、礼法につい
て調べ理解する。

1時間

第3回

受け身の習得と投げ技（１）後ろ受け身と大外刈り
①後ろ受け身の説明およびその単独練習方法、二人組みでの練習
方法を紹介する。
②大外刈などを解説し、この技を用いて後ろ受け身を習得する。

後ろ受け身、大外刈について調べる。

1時間

第4回

受け身の習得と投げ技（２）横受け身と支え釣り込み足
①横受け身の説明およびその単独練習方法、二人組みでの練習方
法を紹介する。
②支え釣り込み足を解説し、この技を用いて横受け身を習得す
る。

横受け身と支え釣り込み足について調べる。

1時間

第5回

受け身の習得と投げ技（３）前回り受け身と体落し
①前回り受け身の説明およびその単独練習方法、二人組みでの練
習方法を紹介する。
②体落しを解説し、この技を用いて前回り受け身を習得する。

前回り受け身と体落し

1時間

第6回

学びの精度を高める かかり練習（打ち込み）、約束練
習、受け身の反復練習
①各受け身（後ろ受け身、横受け身、前回り受け身）について反
復練習の他、強さ、高さ、速さを通して受け身の精度を高めてい
く。
②各技（大内刈、支え釣り込み足、体落し）については、かか
り練習、約束練習を実施し、技の精度を高めていく。

かかり練習と約束練習について調べる。

1時間

第7回

技の発展（１）慣性の法則、作用反作用を利用して技を仕掛け
る（単独技、連絡技）
学んだ技を効率よくかつ効果的に仕掛ける方法（相手の力を利
用する）として、慣性の法則、作用・反作用などを用いることに
ついて解説する。また立ち技における乱取りを実施する。

慣性の法則と作用・反作用について調べる。

1時間

第8回

技の発展（２）コーディネーション能力を向上させる
技を掛ける際の「崩し、作り、掛け」ていく。向上させるた
め、柔道におけるコーディネーション能力を高めていきま
す。合わせて立ち技における乱取りを実施する。

7つのコーディネーションについて調べる。

1時間

第9回

固め技の基礎知識 固め技の分類、抑え込みの条
件、抑え技の紹介
固め技（寝技）基礎知識として以下について説明する。
①固め技の分類（抑え込み技、絞め技、関節技）
②抑え込みの条件（抑え込みの成立、不成立、一本、技ありの定
義など）
③抑え込むポイント
④袈裟固めを学ぶ

固め技の分類や抑え込みの条件について調べ
る。

1時間

抑え技の攻め方、逃げ方について調べる。

1時間

相手が仰向けや四つんばいの状態
時の攻め方について調べる。

1時間

審判法について調べる。

1時間

合わせて立ち技の乱取りを実施する。
第10回

抑え技の習得プロセス 攻撃→抑える→逃れ方
①抑え技の攻め方、抑え方、逃げ方について説明する。
②横四方固めを学ぶ。
③寝技の乱取りを実施する。
合わせて立ち技の乱取りを実施する。

第11回

体勢別の攻撃の仕方

上からの攻撃と下からの攻撃

①相手が仰向けや四つんばい状態時の攻め方について解説する。
②上四方固めを学ぶ。
③寝技の乱取りを実施する。
合わせて立ち技の乱取りを実施する。
第12回

柔道審判規定 試合場、審判、技の効果の判定、禁止事項、審
判員のジェスチャーなど
①柔道のルール（審判規定）について解説する。
②寝技の乱取り、立ち技の乱取りを実施する。
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第13回

まとめ（１） 学習した成果を試合で実践し、仲間の学習効
果を相互評価する
①試合の実施を通して、これまでの学習効果互いに確認する。

試合を踏まえ、自分の柔道につい
て振り返る。

1時間

第14回

まとめ(2)
学習した成果を発表会で実施し、仲間の学習効
果を相互評価する
柔道技術における習熟度チェックを実施する。
①前回り受身（左右）
②動きながらの投げ込み
③動きながらの受身

習熟度チェックを通して自己評価する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

ダンスⅠ【2022年度入学生】／ダンス【～2021年度入学生】
北島奈津
1年

開講時期

前期

単位数

1

実技

該当する
中学校・高等学校において保健体育教諭として勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、体育の授業を効率よく展開するために必要となるダンスの専門知識・基礎的技能を獲得し、表現を深めながら他者と協働してダン
ス作品を制作する。また、ダンス作品の発表に向けた計画の立案とその実践力を身につける。発表と鑑賞の体験を通して、創造する面白さと可
能性について自ら理解を深めると共に、他者と協働することによってさらに表現の幅を広げる経験を得る。
授業は実技形式で行い、各実習を通して学校教育の中で行われるダンスの指導に必要な内容を盛り込んでゆく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

豊かな表現及び課題に沿ったダンス作品の創
作ができるための知識や技能を獲得する

課題に沿ったダンスの作品の創作を行い発
表ができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

身につけた知識や技能をもとに他者と協働し
て作品発表へつなげるための計画を作成でき
る

2 ．DP6.行動・実践

立案した計画を実践・遂行し、舞台上で発
表できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加(2点×14回）
28％
授業内課題レポートの作成

： 毎時の実習への積極的参加と実践、授業の振り返りのコメントシートによって内容の理解度を総合
的に評価する。
： 課題の条件を満たし、授業での学びを的確に示しているかを評価する。

12％
創作発表
60％

： ダンス作品の発表に関して、課題の達成度や発表までのプロセス、技能の獲得状況等を総合的に評
価する。(現代的なリズムのダンス・フォークダンス：各18%、創作ダンス24%)

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

文部科学省

・

中学校学習指導要領解説
体育編

文部科学省

・

高等学校学習指導要領解説
健体育編

保健

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年

・ 東山書房

・

2019 年

・ 東山書房

・

2018 年

7196
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。具体的には、授業で習
得した動きの反復練習や学生同士での確認作業を行うこと。また、同じグループの学生同士が話し合いなどによって次の授業が円
滑に進む為の準備を行うこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション／コミュニケーションとダンス
本授業の目標と内容について解説し、今後の授業計画にそった準
備物、内容について説明する。また評価基準について説明す
る。積極的なコミュニケーションとダンスの導入の在り方、スト
レッチやトレーニングついての紹介と実践。

学習指導要領（中学校保健体育Gダンス）を熟
読し、内容を把握しておく。

4時間

第2回

ダンスの様々なジャンルの表現技法の習得(1)現代的なリズ
ムのダンス1
現代的なリズムの音楽を使って、リズムの特徴を捉えて基本のス
テップを実践し、短いひと流れの動きを全身で弾んで踊る。

実践した現代的なリズムのダンスのステッ
プを覚え、踊れるように復習する。

4時間

第3回

ダンスの様々なジャンルの表現技法の習得(1)現代的なリズ
ムのダンス2
現代的なリズムのダンスの音楽を使って、リズムの特
徴を捉え、変化やまとまりをつけた課題作品に挑戦する。

実践した現代的なリズムのダンスの課題振
付けの動きを覚え、踊れるように復習する。

4時間

第4回

ダンスの様々なジャンルの表現技法の習得(1)現代的なリズ
ムのダンス3

授業で実践したリズムダンスの内
容を思い出し、復習することによって発
表に備える。

4時間

現代的なリズムのダンスの発表と鑑賞をもと
に、ダンスの発表の在り方と鑑賞した作品へ
の振り返りを行う。

4時間

授業内で実践した各ステップの名
称や動き方について復習する。

4時間

授業内で実践したフォ―クダンスの振付内
容、動き方について復習する。

4時間

授業内で実践したフォ―クダンスの振付内
容、動き方について復習する。作品の完
成に向けた作業を進めておく。

4時間

伝承されているフォークダンス（ミニ作
品）について、ダンスの発表の在り方と鑑
賞した作品への振り返りを行う。

4時間

ダンスのテーマにつながる情報の収集と、モ
チーフづくりの手法を振り返る。

4時間

ひと流れの動きや、動きの緩急のつ
け方、個と群の動きについて振り返り復習す
る。

4時間

授業の中で示した作品作りのプロセスの理
解を高めるとともに、その実践の復習と作
品の完成に向けた作業を進めておく。

4時間

授業で仕上げ・完成まで達成していない内
容を把握し、次回の授業までに仕上げてお
く。

4時間

作品の評価の観点について発表会前に学習し
ておき、ポイントをまとめておく。発表・鑑
賞・評価を通して学んだ内容を整理し復習す
る。

4時間

現代的なリズムのダンスの音楽を使って、リズムの特
徴を捉え、変化やまとまりをつけて全身でダイナミッ
クに踊る。また、グループで動きの対比やアクセントを加えるな
どの変化を工夫する。
第5回

ダンスの様々なジャンルの表現技法の習得(1)現代的なリズ
ムのダンス4
現代的なリズムのダンスの振付課題をグループごとに発表す
る。互いの作品を鑑賞・評価し合うことでダンス作品の発
表に対する理解を深める。

第6回

ダンスの様々な表現技法の習得(2)フォークダンス1
各地に伝承されている様々なフォークダンスを実践し、必要とな
る各ステップを習得・実践する。

第7回

ダンスの様々な表現技法の習得(2)フォークダンス2
伝承されているフォークダンスの振付を習得し、グループごと
に隊形変化、ステップの組み合わせについて工夫する。

第8回

ダンスの様々な表現技法の習得(2)フォークダンス３
伝承されているフォークダンスの発表に向けたグループ練
習に取り組む。また、ステップや動きへの理解を深め、軽快なリ
ズムの踊りや力強い踊り方を工夫する。

第9回

ダンスの様々な表現技法の習得(2)フォークダンス4
伝承されているフォークダンス（ミニ作品）を完成させ、発
表と鑑賞を行う。実技能力と隊形等の作品構成要素について互い
に鑑賞・評価する。

第10回

ダンス作品の創作(1)題材からテーマ、動きのモチーフ作り
題材やテーマ選択の方法を学び、テーマにふさわしい動きのモ
チーフづくりを行う。

第11回

ダンス作品の創作(2)ダンス作品の動きのモチーフ作りとその発
展
ひと流れの動きと動きの緩急のつけ方、個の動きと群の動きの対
比を理解し実践する。

第12回

ダンス作品の創作(3)ダンス作品の動きのモチーフ、空間構
成・作品の演出効果について
ダンス作品を「はじめ・なか・おわり」の構成で表現するととも
に、空間構成の工夫と、個の動きと集団の動き、対比する動きに
ついて理解し、実践する。

第13回

ダンス作品の創作(4)ダンス作品のイメージの追求について、発
表会に向けた準備
これまで授業の中で創作した作品のイメージ表現をさらに追
求し、発表会作りに必要な内容と作成物を作る。

第14回

ダンス作品の創作(5)発表と鑑賞・授業内課題レポート・まとめ

ダンス発表会を行い、互いの作品を鑑賞・評価し合うことでダン
ス作品発表に対する理解を深める。また、これまでの授業のまと
めとして授業レポートを作成する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

体育原理
寶學淳郎
1年

後期

開講時期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、体育原理の観点から、現代社会の体育とスポーツのあり方を考えようとする。そのために、体育、スポーツの用語概念とその意
味や内容の違いを解説する。次に体育・スポーツの歴史的変遷及びその振興を欧米、日本を中心に解説する。そして、体育授業やスポーツ実
践の今日的状況を人文科学的立場から考察し、その理論的背景を学ぶ。また、特に高等学校学習指導要領（保健体育）を踏まえ、ドーピン
グ、オリンピック・ムーブメント、スポーツ関係規定等を体育原理の観点から取り上げる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

体育の学問的基盤となる体育原理の基礎的知
識や考え方を習得する。

① 体育原理の意義と目的、体育・スポー
ツの用語概念、その意味や内容の違いを理
解できる。② 体育やスポーツの歴史や理論
的背景を理解できる。③ ドーピングやオリ
ンピック・ムーブメントなどを理解できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

体育授業やスポーツ実践の今日的状況を人文
科学的な立場から考察できるようになり、教
職に役立てることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

筆記試験
50％
授業中の課題提出
40％
授業の取り組み状況

： 定期試験期間に実施する。設問に理論的に回答がなされているかに応じて点数を加点・減
点を行う。
： ①テーマに対して参考文献を活用して丁寧に作成されているか。②指示された形式を守り提出期
限が守られているか。
： 授業時間中の指導者の設問に積極的な回答をしているか。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
友添秀則・岡出美則編

教養としての体育原理

新版

大修館書店

2016年，その他必要に応じ指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日

場所：

研究室

お昼休み

備考・注意事項： 連絡方法は、初回授業時に伝える。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義の目的、概要，評価についてのオリエンテーション，体育
原理の基礎理論（１）体育原理とは何か
講義の目的、概要，評価について学習した後，体育原理とは何か
について学習する。

講義の内容を配付資料を用いて復習し、体育
原理とは何かについて理解を深める。

4時間

第2回

体育原理の基礎理論（２）体育とスポーツの概念

講義の内容を配付資料を用いて復習し、体
育とスポーツの概念について理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、ス
ポーツの起源と古代・中世の体育・スポー
ツについて理解を深める。

4時間

体育とスポーツの概念について学習する。
第3回

体育・スポーツの変遷（１）スポーツの起源と古代・中世の体
育・スポーツ
スポーツの起源と古代・中世の体育・スポーツについて学習す
る。

第4回

体育・スポーツの変遷（２）近代体育の成立（ドイツを中
心に）
近代体育の成立についてドイツを中心に学習する。

講義の内容を配付資料を用いて復習し、近代
体育の成立について理解を深める。

4時間

第5回

体育・スポーツの変遷（３）近代スポーツの成立（イギリ
ス、アメリカを中心に）
近代スポーツの成立についてイギリス，アメリカを中心に学習す
る。

講義の内容を配付資料を用いて復習し、近
代スポーツの成立について理解を深める。

4時間

第6回

体育・スポーツの変遷（４）オーストリア、アメリカにおけ
る新体育、戦争と体育・スポーツ

講義の内容を配付資料を用いて復習し、オー
ストリア、アメリカにおける新体育、戦
争と体育・スポーツについて理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、近代
日本における体育・スポーツの受容と展開に
ついて理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、戦
後の体育・スポーツの世界的動向と日本の体
育・スポーツについて理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、体
育における人間形成，体育と身体形成につい
て理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、運
動、遊びと体育、競争とフェアプレイについ
て理解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、技術
指導からみた体育、体育と指導者について理
解を深める。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、社
会の変化と今後の体育について理解を深め
る。

4時間

講義の内容を配付資料を用いて復習し、オリ
ンピズムとオリンピック・ムーブメントにつ
いて理解を深める。

4時間

授業の振り返りレポートを作成する。

4時間

オーストリア、アメリカにおける新体育、戦争と体育・スポー
ツについて学習する。
第7回

体育・スポーツの変遷（５）近代日本における体育・スポー
ツの受容と展開
近代日本における体育・スポーツの受容と展開について学習す
る。

第8回

体育・スポーツの変遷（６）戦後の体育・スポーツの世界的動
向と日本の体育・スポーツ
戦後の体育・スポーツの世界的動向と日本の体育・スポーツにつ
いて学習する。

第9回

体育原理の発展理論（１）体育における人間形成、体育と身体
形成
体育における人間形成，体育と身体形成について学習する。

第10回

体育原理の発展理論（２）運動、遊びと体育、競争とフェアプ
レイ
運動、遊びと体育、競争とフェアプレイについて学習する。

第11回

体育原理の発展理論（３）技術指導からみた体育、体育と指導
者
技術指導からみた体育、体育と指導者について学習する。

第12回

体育原理の発展理論（４）社会の変化と今後の体育
社会の変化と今後の体育について学習する。

第13回

現代スポーツの周辺
オリンピズム、オリンピック・ムーブメント、ドーピングについ
て学習する。

第14回

総括と質疑応答
14回の授業内容を振り返り、２～３分程度で順番に発表する。
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スポーツ心理学

授業科目名

山越章平

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツ心理学は、スポーツに関する問題を心理学的側面から明らかにし、スポーツの実践や指導に役に立つ知見を提供する学問である。こ
の授業では、トップアスリートの育成過程の経歴、試合での実力発揮と心の関連、スポーツへのやる気・意欲、指導者として持つべき知識につ
いて概説していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ心理学に関する知識

アスリートの心理的特徴およびアスリー
トの心の鍛え方について理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツ心理学の知見を活かした指導力

スポーツに関係する心理的問題のアセスメン
トおよび介入方法について理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

資料を収集し、ある領域に関する現状や課
題について理解できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

筆記試験

： 定期試験を実施する。
50％

レポート

： 講義内で指示したテーマについてレポートを作成し提出する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
新・スポーツ心理学/伊達萬里子・松山博明・田中美吏・三村覚一・高見和至/嵯峨野書院

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（yamako-s@seisen.ac.jp）。メールには必ず氏名と所属を明
記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

トップアスリートの育成過程の経歴①：スポーツの世界記
録の推移とトップアスリートを取り巻く環境的・社会的要因
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トップアスリートの心理的側面を検証した先
行研究を読む。

4時間

7206
授業の内容、進め方、評価について説明する。また，スポー
ツの世界記録の推移と世界レベルのアスリートが育った環境か
ら、遺伝的要因と環境的・社会的要因がパフォーマンスに与え
る影響について考える。
第2回

トップアスリートの育成過程の経歴②：Deliberate Practiceに
ついて
オリンピックに出場しているような国際レベルのアスリートと地
方レベルのアスリートの練習量の違いについて理解する。ま
た、優れたアスリートが行っている練習の特徴についても学ぶ。

Deliberate Practiceに関する書籍や論
文を読む。

4時間

第3回

トップアスリートの育成過程の経歴③：Deliberate Playについ
て
国際レベルのアスリートが幼少期に行なっていた遊び活動につい
て学ぶ。また、幼少期に遊び活動を行うことによって得られる利
点について学習する。

Deliberate Playに関する書籍や論文を読む。

4時間

第4回

試合での実力発揮とこころの関連①：注意を集中させる

スポーツ場面における注意とパフォーマン
スの関係についての書籍や論文を読む。

4時間

注意の定義、特徴、はたらきについて説明し、注意の低下によ
るパフォーマンス低下に関する理論について学ぶ。また、注
意を集中させる方法について理解する。
第5回

試合での実力発揮とこころの関連②：あがりの予防法・対処法
あがりの定義や特徴について学ぶ。またあがりはどのようにし
て起こるのかについて学習し、あがりの予防法・対処法につい
て理解を深める。

あがりに関する書籍や論文を読む。

4時間

第6回

試合での実力発揮とこころの関連③：覚醒・不安・ストレ
スとパフォーマンス
覚醒，不安，ストレスがどのようにしてパフォーマンスに影
響を与えるかについて学ぶ。また、覚醒や不安、ストレスをコン
トロールする方法について理解を深める。

覚醒・不安・ストレスの対処法に関する書
籍や論文を読む。

4時間

第7回

試合での実力発揮とこころの関連④：フロー理論からのアプ
ローチ（Part1）
フローの定義や特徴について学ぶ。

フローに関する書籍や論文を読む。

4時間

第8回

試合での実力発揮とこころの関連⑤：フロー理論からのアプ
ローチ（Part2）
フローに入る条件や危険性について学ぶ。

フローに関する書籍や論文を読む。

4時間

第9回

スポーツへのやる気・意欲①：超一流アスリートのやる気の特
徴
外発的動機づけ・内発的動機づけについて学ぶ。また、競技レベ
ルによる外発的動機づけ・内発的動機づけの高さの違いについ
て学習し、動機づけを高める方法について理解を深める。

スポーツの動機づけに関する書籍や論
文を読む。

4時間

第10回

スポーツへのやる気・意欲②：マインドセット
マインドセットの定義、マインドセットが成績に与える影響、マ
インドセットの形成に影響を与える要因について理解する。

マインドセットに関する書籍や論文を読む。

4時間

第11回

スポーツへのやる気・意欲③：目標設定
目標設定と競技レベルの関係、目標設定の原則について説明す
る。

目標設定に関する書籍や論文を読む。

4時間

第12回

スポーツへのやる気・意欲④：目標志向性
目標志向性の種類や、目標志向性がパフォーマンス向上や競技継
続に与える影響について説明する。また、目標を実行し続ける方
法について説明する。

目標志向性を調査した先行研究を読む。

4時間

第13回

指導者が持つべき知識①：運動学習
運動パフォーマンスの違いはどのような能力によって決められる
かを学習する。代表的な運動学習の理論である、閉回路理論とス
キーマ理論について説明する。

運動学習に関する書籍

4時間

第14回

指導者が持つべき知識②：効果的な練習・指導方法

フィードバックの仕方や練習方法の違いがパ
フォーマンス向上に与える影響を検討した論
文を読む。

4時間

フィードバックの種類やその効果的な利用方法について学ぶ。ブ
ロック練習とランダム練習が運動の学習に与える影響について理
解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ経営管理学
長谷川健司
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義は，21世紀生涯スポーツ社会の実現をめざす「スポーツ経営管理学」の基本的構造と役割を理解することが目的である．具体的に
は，学校や地域社会における生涯スポーツの推進や競技スポーツの発展，およびスポーツのビジネス化・産業化などに求められる経営学やマネ
ジメントなどの基礎理論と実践を学習するために，「Ⅰ．行政の中の体育・スポーツ」「Ⅱ．スポーツ経営管理学の基礎理論」，「Ⅲ．スポー
ツと人間教育」「Ⅳ．スポーツと地域社会」「Ⅴ．スポーツと産業・ビジネス社会」といった5つのパートに従って授業を進める．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

21世紀生涯スポーツ社会を創造していくため
に必要なスポーツ経営管理に関する知識

スポーツの本質を理解し，人々の豊かなス
ポーツ生活の形成・定着に必要なスポーツ経
営管理の構造と基礎理論を理解できる．

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

学校における体育・スポーツ事業の企画運営
力

児童生徒の豊かなスポーツ生活の形成・定
着に必要な学校体育活動の全体的な計画を具
体化することができる．

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校体育、地域スポーツ、プロスポーツな
ど、それぞれの領域での課題について明確に
することができる．
また、わが国のスポーツ振興の現状（調
査データの分析）から，スポーツ政策課
題を検討することができる．

2 ．DP5.計画・立案力

学校体育、地域スポーツ、プロスポーツな
ど、それぞれの領域で発見された課題につい
て、論理的な解決案を検討し、提示すること
ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点評価
30％
課題解決学習（PBL型）レポートの提
出
30％
定期試験（レポート）
40％

： 授業中の受講態度（私語・居眠り・無気力など）や，授業中の教員からの設問への回答姿勢およ
び振り返りシート、授業内の小レポートの内容などから，授業への主体的な参加意欲や学習意欲な
どの取組状況を評価します．
： 課題解決学習（PBL型）による授業におけるレポートの内容が、授業で学習したポイント（配付資
料）に基づいて適切に作成され、内容の妥当性と論理的構成について、独自のルーブリックに基づ
いて４段階で評価します。
： 定期試験レポートについて、内容の妥当性と論理的構成について、独自のルーブリックに基づい
て評価します。

使用教科書
特に指定しない

457

7211

参考文献等
・柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏 編著「テキスト 体育・スポーツ経営学」（大修館書店，2017）．
・柳沢和雄・清水紀宏・中西純司 編著「よくわかるスポーツマネジメント」（ミネルヴァ書房，2017）．
・山下秋二・中西純司・松岡宏高 編著「図とイラストで学ぶ 新しいスポーツマネジメント」（大修館書店，2016）．
・友添秀則 編著「運動部活動の理論と実践」（大修館書店，2016）．
・神谷拓 編著「対話でつくる教科外の体育」（学事出版，2017）
・日本体育スポーツ経営学会 編集「テキスト総合型地域スポーツクラブ」（大修館書店，2004）．
・宇土正彦 編著「最新 学校体育経営ハンドブック」（大修館書店，1994）
・文部科学省「学習指導要領（小・中・高）」および「学習指導要領解説（体育編・保健体育編）」

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため，平均すると毎回4時間（4時間×45分＝180分）の授業外学修が求められる．そのため，「授業外学修課
題」に取り組むことに加え，その回の授業の内容を丁寧に復習し，次回の授業に向けて予習をすることが大切です．
また，本講義を理解し，より到達目標を達成するためには，参考文献等に示された図書などを積極的かつ主体的に学習する姿勢があること
が強く望まれます．
さらには，体育・スポーツの新しい動き（とくに，学校体育や部活動改革，総合型地域スポーツクラブ，球団経営やチームの運営，法律や規
則の改正，スポーツイベントをめぐる問題など）について敏感であり，体育・スポーツに関する新聞記事（単なるゲーム結果ではなくコラム記
事のようなもの）は日頃より注意して読んでおくことも重要です．

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

教室

備考・注意事項： 授業前や，授業後に質問ができなかった場合は，メール（hasegawa@tgu.ac.jp）にてお願いします．
その際，メールの「件名」（たとえば，「〇〇〇についての質問」など）を必ず記載すると同時に（もし記載がない場
合は「迷惑メール」となることもありますので），メールの本文には「学籍番号」「所属」「氏名」を明記するようにしてく
ださい．
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：スポーツ経営管理学を学習する意義

・本講義の目的・内容・意義，学習の進め方，および成績評
価の方法などについて説明する．
・21世紀生涯スポーツ社会において，なぜスポーツ経営管理
学が求められているのかについて，その現代的な意味・意義など
について学習する．
第2回

スポーツ経営管理学の基礎理論：スポーツ経営管理の概念と構
造
学校体育経営や地域スポーツ経営，そしてスポーツ産業・ビジネ
スのマネジメントを理解するうえで，その基礎理論となるスポー
ツ経営管理学について学習することが肝要である．
こうした点から，人々のスポーツ行動の成立・維持・発展と豊か
なスポーツ生活の形成・定着を図るための基礎理論について学
習する．
「スポーツ経営管理とは何か」という概念的な理解と，そうし
たスポーツ経営管理を実際のスポーツ現場で実践していくため
の構造的な理解を深めめる．

第3回

スポーツ経営管理学の基礎理論：スポーツ経営管理と豊か
な運動生活・スポーツ生活

人間とスポーツの3つのかかわり方（する・行うスポーツ，み
るスポーツ，創る・ささえるスポーツ）について整理するととも
に，スポーツ経営管理がめざす「豊かな運動生活やスポーツ生
活（スポーツライフ）とは何か」について学習する．
第4回

学校体育経営の構造と特性：プログラムサービス事業論の展
開①：教科体育の経営（体育の授業づくり）

学校体育経営の中核的な職務であるプログラムサービス事
業の企画運営，具体的には教科体育の経営（体育の授業づく
り）について，保健体育科教員という立場にたって学習する．ま
た，体育の授業づくりの基盤でもある「年間計画」の立て方など
についてもPBL型学習を行う．
アクティブラーニング形式の授業展開を行う．
第5回

学校体育経営の構造と特性：プログラムサービス事業論の展
開?：健康安全・体育的行事の企画運営
学校体育経営の中核的な職務であるプログラムサービス事
業の展開として「健康安全・体育的行事」の企画運営をとりあ
げ，実際に「みんなで運動会・体育祭を企画してみよう」とい
う課題でグループワークとグループディスカッションを行いなが
らPBL型学習をする．
アクティブラーニング形式の授業展開を取り入れる。

第6回

学校体育経営の構造と特性：クラブサービス事業論の展
開①：運動部活動に関する社会病理
運動部活動については、スポーツと教育それぞれの側面か
ら多くの成果に期待がかけられる一方で、社会病理ともいえる問
題事象もまた多くみられる。自身の部活動経験や、問題となっ
た事例をもとに、問題の原因の分析を行い、部活動指導や運
営の課題を明らかにする。
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講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，現
代社会におけるスポーツ経営管理学の必要に
ついて理解を深める

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，ス
ポーツ経営管理の概念と構造について学校現
場などを想定しながら検討する．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによっ
て，豊かな運動生活・スポーツ生
活の考え方を理解するとともに，自分自
身が実際，どのような運動生活・スポーツ生
活を送っているのかについて自己分析する．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，
「学校体育の三層構造」や「体育の学習指
導の構造」，および「年間計画づくり」の方
法などについて理解を深める．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，児
童生徒が主人公となる運動会・体育祭など
の企画運営方法について理解を深める．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，学
校における運動部活動の必要性について吟
味する．

4時間

7211
第7回

学校体育経営の構造と特性：クラブサービス事業論の展開?：運
動部活動の経営と顧問の基本的任務

現在，運動部活動については，「教員の働き方改革」や「少子
化社会」に対応しながら様々な部活動改革がなされてお
り，特に，学校教育法施行規則には「部活動指導員の制度化」
（2017年4月1日施行）が新たに追加されるとともに，「第2期ス
ポーツ基本計画」では「地域スポーツクラブ化」の構想まで示さ
れている．
とはいえ，クラブサービス事業としての部活動は生徒たちに
とっては重要なスポーツ活動の機会であるため，生徒主導型の部
活動経営のあり方を学習するとともに，顧問としての基本的任
務について理解しておくことが必要不可欠である．
第8回

学校体育経営の構造と特性：学校体育経営組織論の展開：「協
働システム」として の保健体育科組織
「よい事業（仕事）はよい組織から産まれる」と言われるよう
に，学校体育経営という職務（仕事）を円滑に遂行していくため
には，学校組織や保健体育科教員組織が「協働システム」とし
て機能しなければならない．そのため，保健体育科教員組織の円
滑なマネジメントを展開していくために必要な組織理論（たとえ
ば，保健体育科主任のリーダーシップ論，管理者行動論，モチ
ベーション論，コンフリクトマネジメント論など）について学
習する．

第9回

スポーツと地域社会：地域スポーツ経営と総合型地域スポーツ
クラブの現代的意味

最近，行政だけが公共の役割を担うのではなく，地
域の様々な主体（市民・企業・学校など）が公共の担い手の「当
事者」としての自覚と責任をもって活動することで「支え合い
と活気がある社会」をつくるという「新しい公共」の考え方が重
要視されている．
「新しい公共」の担い手として期待される総合型地域スポーツ
クラブと地域スポーツ経営のあり方などについて学習する．
第10回

スポーツ産業・ビジネスを支える「スポーツマネジメン
ト」を学ぶ

オリンピックやワールドカップなどのメガスポーツイベントのマ
ネジメントをはじめ，メジャーリーグやプロ野球，Jリーグなど
のプロスポーツ・ビジネスの基盤となる「スポーツマネジメン
ト」の考え方について学習する
第11回

行政の中の体育・スポーツ：わが国のスポーツ振興システ
ムの基本的理解

学校体育をはじめ，地域スポーツ，競技スポーツなど，これま
でのわが国のスポーツが行政主導で普及・振興されてきたこと
は否めない．そのため，スポーツ行政のしくみやスポーツ政策な
どを学習し，わが国のスポーツ振興システムについて基本的な理
解を深める．
第12回

行政の中の体育・スポーツ：スポーツ行政の役割とスポーツ政
策

国・地方自治体におけるスポーツ行政（スポーツ庁，都道府
県・市区町村行政・教育委員会など）の基本的な役
割と，国の「スポーツ基本計画」や地方自治体の「地方スポー
ツ推進計画」などの各行政レベルのスポーツ政策の概要などにつ
いて学習する．
第13回

行政の中の体育・スポーツ：わが国におけるスポーツ振興の現
状と課題

わが国のスポーツ振興の現状（成人のスポーツ実施率，スポー
ツ観戦率，スポーツボランティア参加率，学校部活動の現状，ス
ポーツ少年団の現状，総合型地域スポーツクラブの設立状況，ス
ポーツ指導者の現状，体育・スポーツ施設の現況，国・地方自治
体のスポーツ振興予算の現状など）について学習することによっ
て，今後のわが国のスポーツ振興課題について考える．
第14回

総括と質疑応答

13回の授業内容を振り返り、自身が最も関心を持った内容や自
身が最も課題を感じた内容について、その問題点を指摘し、課
題の原因を分析し、その解決案の提案を行い、2～3分程度で順
番に発表する．
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講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，生
徒主導型の部活動経営のあり方について吟
味する．また，もし部活動を地域スポーツク
ラブ化するとしたら，どのような形で学
校（保健体育科教員）がかかわっていくべき
かを考える．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，学
校体育経営組織を円滑に動かしていくため
に必要な組織理論について理解を深める．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，
「新しい公共」に寄与する総合型地域スポー
ツクラブの現代的意味について理解を深め
る．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，自
身が興味・関心のあるメガスポーツイベン
トやプロスポーツが実際どのようにマネジメ
ントされているのかを整理し，スポーツマネ
ジメントに対する理解を深める．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，わ
が国のスポーツ振興システムとスポーツ行
政の法的根拠とそのしくみ（特に，教育委員
会制度の概要など）について理解を深める．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，ス
ポーツ庁の役割と「スポーツ基本計画」，お
よび地方自治体（都道府県・市区町村）のス
ポーツ行政担当部署の基本的な役割と「地
方スポーツ推進計画」などについて理
解を深める．とりわけ，地方スポーツ推進計
画についての現実を把握するためには，地方
自治体（たとえば，大阪府や大阪市な
ど）のHPなどを活用して調べることも重要で
ある．

4時間

講義内容について，配付資料や参考文献
等を用いて復習・学習することによって，わ
が国のスポーツ振興の現状について理
解を深めるとともに，そうした現状か
ら導き出されるスポーツ振興課題を踏まえ
て，これからのわが国のスポーツ政策のあ
り方について各自で構想する．

4時間

これまで講義内容について，配付資料や参考
文献等を用いて復習・学習することによっ
て，授業内容の理解を深めるとともに、レ
ポートを作成する．

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

運動学
外林大輔
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
運動学とは、人間をはじめとする生体の構造や機能、運動を、科学的な観点から解明しようとする学問であり、医療やリハビリテーション、ス
ポーツの分野で盛んに研究・応用されている。体育・スポーツの分野における運動学は、力強い運動や巧みな運動などの様々な身体運動をと
り上げて、力学・生理学・解剖学などの基礎知識を応用して研究することにより、それらの運動の仕組みを明らかにするところに特徴があ
る。本講では、身体運動の仕組みを理解するのに必要な基礎知識と、高度なスポーツ活動の理解に役立つ応用的な知識を学修し、今後の体
育・スポーツ指導をしていくうえで必要な技能を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

運動学に関する基本的な法則、知識、考え方

運動学に関する基本的な法則、知
識、考え方をもとに、スポーツ動作や身体運
動を客観的に考察できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日常生活や運動場面において、力学、解剖
学の知識を活かすことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

筆記試験
60％
授業内ワークシート
30％
課題レポート
10％

： 運動学における、身体運動の仕組みを理解するのに必要な基礎知識と、高度なスポーツ活動の理
解に役立つ応用的な知識について理解を求める問題から評価する。
： 毎回の授業のなかで、ワークシートを作成する。①授業内容を踏まえているか、②自身の考えや具
体的事例などを示しているか、③誤りや内容不足がないか、以上の点を基準に評価する。
： ①問いに的確に回答しているか、②指示した形式と提出期限を守り丁寧に作成しているか、③参考
文献等を活用し、客観的な事実と自分の考えを具体的に書いているか、以上の点を基準に評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
深代千之他、「バイオメカニクスで読み解く スポーツ動作の科学」、東京大学出版会
金子公宥、「スポーツ・バイオメカニクス入門 第3版」、杏林書院

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

461

7216
備考・注意事項： オフィスアワー・授業外での質問方法については、初回の授業でインフォメーションする。
急を要する場合は、メールで対応する。
sotobayashi@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

運動学の定義の解説および授業ガイダンス
運動学の定義と応用例を解説するとともに、授業概要のガイダン
スを行う。

運動学の定義を理解する

4時間

第2回

スポーツ運動学
体育授業や競技スポーツの指導現場において、指導者の「ど
う教えるか」、学習者の「どうすればできるようになるのか」と
いう問題に対して、必要不可欠な知識、理論、方法を学ぶ。

スポーツ運動学を理解する

4時間

第3回

人体の動く仕組み
運動を行う際に働くエネルギー供給系（ATP-CP系、解糖系、酸化
系）と、全身を構成する骨格系と筋系を概観し、身体運
動の生み出す身体の構造を学ぶ。

エネルギー供給系の違いを理解する

4時間

第4回

身体の構造と運動
運動を行う際に、テコの原理がどのようにはたらいているのか
を学ぶ。

身体におけるテコの原理を理解する

4時間

第5回

身体運動と力学の法則
身体運動を運動学的・力学的に理解する上で重要なベクトルの成
分とその応用について学ぶ。

ベクトルの合成と分解について理解する

4時間

第6回

身体運動と変位・速度・加速度
身体運動を運動学的・力学的に理解する上で重要な変位、速
度、加速度とその応用について学ぶ。

変位、速度、加速度の定義を理解する

4時間

第7回

身体運動とニュートンの法則
身体運動を運動学的・力学的に理解する上で重要なニュート
ンの運動法則とその応用について学ぶ。

ニュートンの法則を理解する

4時間

第8回

身体運動と運動量・力積・パワー
身体運動を運動学的・力学的に理解する上で重要な運動量、力
積、パワーとその応用について学ぶ。

運動量、力積、パワーを理解する

4時間

第9回

身体重心
ヒトの立位姿勢における姿勢の安定・制御の仕組み、身体重
心の定義について学ぶ。

姿勢の安定、制御を理解する

4時間

第10回

歩行と走行
歩行と走行におけるストライドとピッチ､速く走るメカニズムに
ついて学ぶ。

歩行と走行のメカニズムを理解する

4時間

第11回

投動作
様々なスポーツ種目に存在する投動作の特性を学ぶ。

投動作の特性を理解する

4時間

第12回

変化球の正体～マグヌス効果～
ボールの回転によって生じる空気の流れによって発生する、マグ
ヌス効果について学ぶ。

マグヌス効果を理解する

4時間

第13回

スポーツ外傷と障害
スポーツや運動において発生する外傷や障害について、その運動
学的な発生要因や特徴を学ぶ。

スポーツ外傷の発生メカニズムを理解する

4時間

第14回

運動学の実践的研究
運動学における実践的研究の方法を学び、実際の学術論文の知
見を紹介する。
スポーツ動作や身体運動に関して研究する際、どのようにして仮
説検証を行うのか、また学術論文にはどのようにしてまとめるの
か、その方法論を学ぶ。

学術論文の定義を理解する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生理学
臼井達矢
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
生理学とは、身体の「構造」と「機能」を究明する学問である。それゆえ、運動生理学や運動学、栄養学など他の様々な学問を学ぶ上で、ま
た自身の健康や身体パフォーマンス向上を考える上で、最も基礎となる専門分野である。本講義では、身体の形態的特徴およびその機能を、器
官・組織・細胞レベルで概説する。これにより、人体の持つ精巧な仕組みを知り、さらに科学的知見に基づいた競技力向上のためのトレーニン
グや健康の維持増進を目的とした運動処方といったスポーツ・体育人が担う重要な役割について理解を深めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

運動が身体へ及ぼす変化とそのしくみを生理
学的観点から理解し、生理学的な基本的知
識をもとに、体育やスポーツ指導の際に活
用できる知識を身につける。

身体の構造と機能を理解し、さらに発育発
達による身体の成長やその機能、また老
化に伴う変化について理解できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

生理学に知識を習得することで、安全かつ効
果的な運動指導、スポーツ指導につなげ
る。また最新の運動生理学に関する知見か
ら本学問の理解を深めていく。

生理学的な基本的知識をもとに、保健体育授
業やスポーツ指導の際に活用できる知識を習
得できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

近年問題となっている運動やスポーツ現場で
の課題を明確にし、それらの解決方法に生理
学の知識が必要であることを理解できるよう
になる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
観点：主に『身体構造の理解』『身体機能の理解』『身体と運動の理解』の3つの観点から理解度を評価する。
尺度：観点ごとに3段階、『理解できている』『十分理解できている』『応用し実践できる』かどうかで到達度を評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の授業内ワークシートの完成
15％
小テスト
40％
期末試験
45％

： 授業内容を踏まえてワークシートを完成できていれば2点とし、さらに自己の考えや具体的事例な
どを示せていれば3点、誤りや内容不足の場合は0点または1点とする。これを全5テーマ分実施す
る。
： ・各単元ごとに、まとめ（確認テスト）を行い、その内容を1～5点で評価する。自己の考えや具体
的事例などを示していれば5点とする。内容不足により減点する。未提出の場合は0点とする。これ
を全8回実施する。
： 授業内容の確認と特に授業内で学んだ基礎知識を用いて、正しく表現できているかどうか、それ
を活用した健康教育や運動指導に関する取り組みの提案ができているか。14回授業終了後（定期試
験期間）に実施する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
1)基礎生理学, 安谷屋均, 東洋書店.
2)イラストでまなぶ生理学, 田中越郎, 医学書院.
3)メディカルクイズ100解剖・生理学編, 安達洋祐, メディカルビュー社.
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

中央館2階研究室

お昼休み

備考・注意事項： ※連絡方法については初回授業において伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

生理学とは？
「健康」という問いから、自己のライフスタイルを見つめなお
し、生活習慣の課題や問題を発見し、なぜ生活習慣が乱れている
のかをグループで話し合い、健康のための生活習慣について考え
ます。さらに運動やスポーツの必要性についても理解を深めま
す。

第2回

循環器
・心臓の構造と機能
・心臓の拍動メカニズム（刺激伝道系）
・血圧の仕組み

第3回

血液と免疫
・血液循環
・血液の性質と働き
・血液の性状と機能
・細胞性免疫と液性免疫
・白血球の働き

第4回

呼吸
・呼吸中枢と調節
・呼吸のメカニズム
・ガス交換
・呼吸運動と呼吸筋
・呼吸型

第5回

筋の特性と骨格筋の機能
・骨格筋の構造と機能
・筋収縮のメカニズム
・筋収縮の種類
・骨格筋の作用
・骨格筋と運動神経、感覚神経

第6回

骨代謝
・骨の構造と機能
・骨代謝とメカニカルストレス
・骨代謝と骨細胞
・骨の成長と老化

振り返りシートの完成（自己の生活習
慣を見つめなおし、健康のために良いこ
と、悪いことを考える）

4時間

振り返りシートの完成（循環器の構造と機
能）

4時間

振り返りシートの完成（血液の成分と免疫機
能）

4時間

振り返りシートの完成（呼吸器系の構造と機
能）

4時間

振り返りシートの完成（骨格筋の働きと性
質）

4時間

振り返りシートの完成（骨の構造と機能、骨
代謝）

4時間

第7回

脳・神経系
・脳、神経系の種類
・ニューロン
・中枢神経系
・末梢神経系
・脊髄神経

振り返りシートの完成（脳の構造と機能）

4時間

第8回

自律神経

振り返りシートの完成（自律神経の働き、交
感神経と副交感神経）

4時間

振り返りシートの完成（体温調節のメカニズ
ム）

4時間

振り返りシートの完成（脂肪細胞の働きと作
用）

4時間

振り返りシートの完成（ホルモンの種類とそ
の作用）

4時間

振り返りシートの完成（脂質代謝）

4時間

・交感神経
・副交感神経
・自律神経と免疫
・自律神経と腸との関連
第9回

体温調節
・体温調節のメカニズム
・体温調節と発汗
・体温の異常
・低体温が及ぼす影響
・保温とヒートショックプロティン

第10回

肥満細胞
・肥満の分類
・肥満細胞の働き
・白色脂肪細胞
・褐色脂肪細胞
・ベージュ細胞
・アディポサイトカイン

第11回

ホルモン、内分泌
・内分泌とは
・ホルモンの作用機序
・視床下部と下垂体
・甲状腺と副甲状腺
・副腎
・膵臓
・性ホルモン

第12回

エネルギー代謝（脂質代謝）
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・筋収縮とエネルギー
・ATP
・TCA回路
・脂質代謝
第13回

エネルギー代謝（糖代謝）
・筋収縮とエネルギー
・糖代謝
・ピルビン酸
・乳酸
・乳酸と脳細胞
・乳酸と筋線維

第14回

消化器系（消化吸収）
・消化管
・食道と胃
・十二指腸と膵臓
・小腸と大腸
・消化液と消化酵素
・肝臓の働き
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振り返りシートの完成（糖代謝のメカニズ
ム）

4時間

振り返りシートの完成（消化と吸収）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ生理学
臼井達矢
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義は、運動を行うことによって起こる身体の変化や適応についての専門基礎知識を修得することを目的とする。具体的には、①生
体の様々な仕組みと機能について体系的に学習する。②運動理論や運動に伴う生態機能の変化についての理解を深める。③ヒトの基本的生活活
動と環境の変化に適応するしくみを理解する。④運動時と安静時の循環器系の機能変化を中心とする自律神経系の働きや脳機能などについて学
習する。⑤スポーツ各分野におけるトレーニング効果の向上や健康の維持・増進に必要な専門知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

運動が身体へ及ぼす変化とそのしくみを生理
学的観点から理解し、生理学的な基本的知
識をもとに、体育やスポーツ指導の際に活
用できる知識を身につける。

身体の構造と機能を理解し、さらに発育発
達による身体の成長やその機能、また老
化に伴う変化について理解できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

生理学に知識を習得することで、安全かつ効
果的な運動指導、スポーツ指導につなげ
る。また最新の運動生理学に関する知見か
ら本学問の理解を深めていく。

生理学的な基本的知識をもとに、保健体育授
業やスポーツ指導の際に活用できる知識を習
得できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

近年問題となっている運動やスポーツ現場で
の課題を明確にし、それらの解決方法に生理
学の知識が必要であることを理解できるよう
になる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
観点：主に『身体構造の理解』『身体機能の理解』『身体と運動の理解』の3つの観点から理解度を評価する。
尺度：観点ごとに3段階、『理解できている』『十分理解できている』『応用し実践できる』かどうかで到達度を評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の授業内ワークシートの完成
18％
まとめプリント
30％
期末試験
52％

： 授業内容を踏まえてワークシートを完成できていれば2点とし、さらに自己の考えや具体的事例な
どを示していれば3点、誤りや内容不足の場合は0点または1点とする。これを全6テーマ分実施す
る。
： ・各単元ごとに、まとめ（確認テスト）を行い、その内容を1～5点で評価する。自己の考えや具体
的事例などを示していれば5点とし、内容不足の場合減点していく。未提出の場合は0点とする。こ
れを全6テーマ分実施する
： 授業内容の確認と特に授業内で学んだ基礎知識を用いて、正しく表現できているかどうか、それ
を活用した健康教育や運動指導に関する取り組みの提案ができているか。14回授業終了後（定期試
験期間）に実施する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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1)入門運動生理学, 勝田茂, 杏林書院.
2)運動と免疫, 大野秀樹, 木崎節子, ナップ.
3)健康, 近藤幹生, 臼井達矢, 青踏社.
4)運動による脳の制御, 島田裕之, 杏林書院.
5)１から学ぶスポーツ生理学, 中里浩一, 岡本孝信, 須永美歌子, ナップ.

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は１年後期の生理学の知識を要する科目のため、生理学の単位を取得済みのこと。
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

中央館2階研究室

お昼休み

備考・注意事項： ※連絡方法については初回授業において伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ生理学とは？
「健康」という問いから、自己のライフスタイルを見つめなお
し、生活習慣の課題や問題を発見し、なぜ生活習慣が乱れている
のかをグループで話し合い、健康のための生活習慣について考え
ます。さらに運動やスポーツの必要性についても理解を深めま
す。

第2回

運動と循環
・心臓の構造と機能
・心臓の拍動メカニズム（刺激伝道系）
・血圧の仕組み
・運動と心拍

第3回

運動と免疫
・血液循環
・血液の性質と働き
・血液の性状と機能
・細胞性免疫と液性免疫
・白血球の働き
・運動の効用

第4回

運動と呼吸
・呼吸中枢と調節
・呼吸のメカニズム
・ガス交換
・呼吸運動と呼吸筋
・呼吸型
・運動と呼吸商
・運動と酸素摂取量

第5回

運動と骨格筋
・骨格筋の構造と機能
・筋収縮のメカニズム
・筋収縮の種類
・骨格筋の作用
・骨格筋と運動神経、感覚神経
・運動とロコモティブシンドローム
・運動とサルコペニア

第6回

運動と骨代謝
・骨の構造と機能
・骨代謝とメカニカルストレス
・骨代謝と骨細胞
・骨の成長と老化
・運動と骨代謝活性

振り返りシートの完成（自己の生活習
慣を見つめなおし、健康のために良いこ
と、悪いことを考える）

4時間

振り返りシートの完成（循環器の構造と機
能）

4時間

振り返りシートの完成（血液の成分と免疫機
能）

4時間

振り返りシートの完成（呼吸器系の構造と機
能）

4時間

振り返りシートの完成（骨格筋の働きと性
質）

4時間

振り返りシートの完成（骨の構造と機能、骨
代謝）

4時間

第7回

運動と脳神経系
・脳、神経系の種類
・ニューロン
・中枢神経系
・末梢神経系
・脊髄神経
・運動による効用

振り返りシートの完成（脳の構造と機能）

4時間

第8回

運動とエネルギー代謝

振り返りシートの完成（運動とエネルギー代
謝）

4時間

振り返りシートの完成（体温調節のメカニズ
ム）

4時間

振り返りシートの完成（脂肪細胞の働きと作
用）

4時間

・運動と脂質代謝
・運動と糖代謝
・運動と乳酸
第9回

運動と体温調節
・体温調節のメカニズム
・体温調節と発汗
・体温の異常
・低体温が及ぼす影響
・保温とヒートショックプロティン

第10回

運動と肥満細胞
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・肥満の分類
・肥満細胞の働き
・白色脂肪細胞
・褐色脂肪細胞
・ベージュ細胞
・アディポサイトカイン
第11回

運動と内分泌
・内分泌とは
・ホルモンの作用機序
・視床下部と下垂体
・甲状腺と副甲状腺
・副腎
・膵臓
・性ホルモン

第12回

運動と生活習慣病予防①高血圧と運動
・運動と高血圧
・運動と虚血性心疾患
・運動と動脈硬化

第13回

運動と生活習慣病予防②糖尿病と運動
・運動と糖尿病
・運動とインスリン抵抗性
・運動と肥満

第14回

運動と生活習慣病予防③認知症予防と運動
・運動と脳血管疾患
・運動と認知症予防
・運動とフレイル予防
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振り返りシートの完成（ホルモンの種類とそ
の作用）

4時間

振り返りシートの完成（運動と生活習慣
病①）

4時間

振り返りシートの完成（運動と生活習慣病予
防②）

4時間

振り返りシートの完成（運動と生活習慣病予
防③）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

衛生学
新田明美
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

薬剤師の免許を有し、衛生管理者でもある。病院等で実務経験がある。また研究では、医薬品の安全性を評
価する薬剤疫学研究を継続している。教育分野では、医学部や看護系大学で公衆衛生学の授業の講義及び実
習の経験がある。

授業概要
本講義では、衛生の本質である「衛」＝守る、「生」＝生命、健康の視点から、母子保健、学校保健、産業保健についての制度や、栄
養、心、身体活動などの視座から健康づくりの重要性について学ぶことを目的としている。「衛生学」がいわゆる「保健」のあらゆる分野に関
与していることを基本に、健康の保持増進、疾病予防、QOL(Quality of life)向上のための方法論について学び、我が国の課題である少子高齢
化に対する対応について理解を深める。さらに、心の健康問題についても現状の理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

疫学から健康に関する情報を取得する。
最新の統計資料をよみとり、日本の公衆衛生
上の問題点について考察する。

食品、環境、感染症等が人々にどのような影
響をあたえるのか。これらの我が国の現
状と問題点について学ぶ。
最新の統計資料をよみとり、日本の公衆衛生
上の問題点について考察することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

食品、環境、感染症等が人々にどのような影
響をあたえるのか。これらの我が国の現
状と問題点について、考察できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記試験）

： 授業中に強調して説明したところは、しっかりと学習しておくこと。
80％

振り返り（シャトルシート）

： 授業で学んだことをよく理解できているか？
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

「公衆衛生がみえ
る 2022-2023」

・ メディック

出版年
メディア社

・

2022 年

参考文献等
厚生労働統計協会：国民衛生の動向

2021-2022

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、専門用語が多いことから事前に予習をすることとし、わからない用語は調べておくように。また、本科目は社会問題と非常に密接し
ていることから、新聞やインターネットに掲載される時事問題には常に目を通すこと。
尚、授業中の写真撮影、録音、録画は固く禁止します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

未定

場所：

中央館5階

個人研究室114

備考・注意事項： 来室時にはアポイントメントをとること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

授業の進め方と評価についてオリエンテーション
学が必要なのか？

なぜ、衛生

衛生学が取り扱う領域について概説し、全体を俯瞰することを目
的とする。 衛生学（公衆衛生学も含む）の歴史、概念等につい
て説明する。
第2回

環境保健（１）

環境とは人間を含めたすべての生物を取り囲む条件を指す。人
間の健康は、空気や土壌、水、化学物質等の物理化学的環境、昆
虫、動物、植物等の生物学的環境等によって左右される。本講
義では、物理化学的環境に関する影響がどのように我々の健
康に及ぼすのかについて講義する。
キーワード：環境基本法、環境の概念、生態系、生物濃縮、四大
公害、大気汚染、水質汚濁、上水道、下水道、水系感染症、土壌
汚染
第3回

環境保健（2）

前回の講義に続き、ここでは、化学物質の我々にどのような健
康への影響を及ぼすのかについて学習する。併せて、廃棄物の処
理方法とリサイクル、生活環境に関わる管理（空気環境、温熱指
数、照明、シックハウス症候群）、化学過敏症、ダイオキシ
ン等の内分泌かく乱物質、さらに、地球温暖化、オゾン層破壊
等の地球環境問題が、我々の健康にどのような影響を与えるのか
について学ぶ。
キーワード：３R、シックハウス症候群、化学過敏症、ダイオキ
シン、地球温暖化
第4回

食品保健（１）

日々口にする食物は、私たちの生命の糧であり、健康を維持する
ための必要不可欠なものである。しかし、現実には、食の安
全が脅かされることが過去に多く発生しており、その結果、多く
の健康問題が発生した。食品公害は、私たちの生命と健康を脅か
す重大な問題であり、その解決に向けては個人には限界があ
り、行政の対応が求められることになる。さらに、本講義で
は、我が国の食品保健に関する施策、食品の表示方法をはじ
め、昨今、健康意識の高まりから、流通している多種多様な保健
機能食品、特別用途食品、健康食品についても解説する。
キーワード：食品衛生法、食品安全基本法、食品添加物、遺伝子
組み換え食品、保健機能食品（特定機能食品他）、特別用途食品
第5回

食品保健（2）
本講義では、今までに発生している食中毒について学ぶ。食中
毒の種類と特徴、食中毒が発生した場合の行政としての対応方
法、予防方法について学ぶ。
キーワード：食品衛生法、食中毒の季節変動、細菌性食中毒（サ
ルモレラ菌、黄色ブドウ球菌他）、ノロウイルス、毒キノコ、フ
グ毒

第6回

感染症（１）

昨今、SAERS,MERS、COVID-19等の新興感染症、さらにエボラ出血
熱等の致死性の高い感染症が世界的に流行し、人類を脅かしてい
る。本講義では、感染症とは、感染症の三大因子、感染経路、感
染源等の概論に加え、感染症法に定められている感染症の種
類と施策について学習する。
キーワード：感染症、三大因子、感染経路、感染症法、人獣共通
感染症
第7回

感染症（２）

本講義では前回授業（「感染症（1）」）の内容を踏まえ、国
内に常在しない感染症の侵入を阻止する「検疫」が果たす役割に
ついて学ぶ。また、感染症の第1次予防でもある、予防接
種に関する我が国の施策及び、予防接種の種類について学ぶ。さ
らに世界で流行したことのある主な新興、再興感染症について
も学ぶ。
キーワード：検疫法、勧奨接種と任意接種、新興感染
症（SARS、MERS、新型コロナウィルス肺炎他）、再興感染症（黄
熱、デング熱、百日咳他）
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衛生学は、専門的知識が必要となるが、まず
は、新聞などのマスコミュニケーションにお
ける情報において、インフルエンザなどの感
染症、地球温暖化などにようる自然環境の変
化、などについてなどについて関心を持つこ
とが重要である。1回目においては、衛生学と
はどのような学問なのかを知ることで、社会
環境と私たちの健康問題について常に関
心を持つように心がけることが重要であ
る。授業時に配布する資料を参考にして、関
心のある分野については、さらにインター
ネット等で検索して知識を深めるること

4時間

環境から私たちは、健康にもなるが、一方で
は疾病にも陥ることになる。日ごろから社会
環境や自然環境が私たちの健康に及ぼす影
響を知り、また、健康を保持するための方
策について知ることが重要である。過去の環
境問題を知り、未来の環境問題解決につなげ
るための知識を配布資料等から習得する。

4時間

環境から私たちは、健康にもなるが、一方で
は疾病にも陥ることになる。日ごろから社会
環境や自然環境が私たちの健康に及ぼす影
響を知り、また、健康を保持するための方
策について知ることが重要である。過去の環
境問題を知り、未来の環境問題解決につなげ
るための知識を配布資料等から習得する。

4時間

我が国の食に関する問題点、事件につい
て、新聞やインターネットで報道されてい
る内容について調べ、なぜ、そのような問
題が起こるのか、解決策（予防法）は何かに
ついて考える。多種多様な保健機能食品につ
いて、どのようなものがあるか、調べる。

4時間

昨今流行している、食中毒について、報道資
料等から調べる。食中毒の予防方法について
も併せて調べること。

4時間

感染症法に定められている感染症につい
て調べる。また、世界的に流行している感染
症について、報道資料等から調べ、見
識を深めること。

4時間

我が国の検疫制度について、予防接種の種
類と予防接種スケジュール、新興感染症、再
興感染症について、事前に自主学習をし
て、各自で見識を深めること。また、予防接
種のスケジュールについては、母子手
帳を持っている人はみておくこと。

4時間

7231
第8回

疫学

傷病の分布や健常指標の分析によって、把握し、公衆衛生上の問
題を明らかにするには、問題となる原因を探求し、問題解決のた
めに「疫学」という手法を使う。当講義では、疫学研究デザイ
ンの種類、疾病の発生状況を表す指標（有病率、罹患率）、疾
病の発生リスクを求める方法（オッズ比）について学ぶ。
キーワード：有病率、断面研究、コホート研究、オッズ比、相対
危険度等
第9回

保健統計（１）

5年に一度の調査である、人口動態統計、毎年実施されている人
口静態統計について学ぶ。また、我が国の人口構造の変化や人口
構成についても学ぶ。さらに出生数、死亡に関する指標について
も学び、母子に関する統計から、我が国の母子保健に関する現
状を学ぶ。
キーワード：人口静態統計、人口動態統計、人口構造、人口構
成、出生数、特殊出生数
第10回

保健統計（２）

本講義では、人口動態統計に基づき、離婚、婚姻の現状について
みる。さらに、高齢者に関する、保健統計を通じて、我が国の高
齢者に関する動向について考える。さらに、少子化に関する施
策についても学ぶ。
キーワード：人口動態統計、少子化対策（エンゼルプラン）、
第11回

保健統計（3）

平均寿命と平均余命、健康寿命について学ぶ、最新版の統
計を用いて、我が国の寿命と他国と比較をし、世界におけ
る我が国の現状について学ぶ。
死亡、死因統計についても学ぶ。
キーワード：平均寿命、平均余命、健康寿命、死因統計
第12回

疾病統計
集団の健康を評価するためにも、平均寿命だけではなく、生存
中の健康状態を把握することが必要ある。日本人における国
民の健康状態、生活状況をしたるための主な調査には「国民生活
基礎調査」「患者調査」がある。それらの資料から、国民の健康
状態、患者の受療状況等の現状をみる。

第13回

社会保障と医療保障、国民医療費について。

日本国憲法第25条では、日本国民は生存権を有すると記載されて
いる。すべての国民が生存権を保障するために、社会保障が存
在する。
本講義では、日本の社会保障にはどのようなものがあるのか、学
習する。さらに、我々にも最も身近な「医療保障制度」は、国民
皆保健のもと、国民が必要な時に、必要な医療を受けられること
を保障する制度についても解説する。さらに、少子高齢化によ
り社会保障上の問題となっている、我が国の医療費の現状につい
ても最新の統計資料を用いながら学習する。
キーワード：セーフティーネット、社会保障を支え
る4本の柱、国民皆保険、医療保険の種類
第14回

医の倫理、医薬品の適正使用
医薬品の適正使用（ＯＴＣ、ジェネリック医薬品、お薬手帳
等）とは、セカンドオピニオン、インフォームドコンセント、臓
器移植等の医の倫理とは何か、さらに疾病統計資料をみること
で、現在我が国の疾病状況はどのようになっているのかを学ぶ。
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「ある食物と循環器疾患との関連」や「歩行
時間と要介護発生との関連」等、ある因
子と病気のとの関連を調べた研究は、よく報
道されているが、これらの研究は大部分が疫
学研究である。また、疫学は医学系だけでは
なく、電力会社でも研究に利用されている。
（例：電磁波と○○がんとの関連等）報道資
料や電力会社のHPをみて、疫学がどのよう
に応用されているのか、各自調べ、見
識を深めること。

4時間

人口動態統計、人口静態統計に関す
る各々の特徴について調べる。また、直
近の特殊出生率、出生数の動向は、日本の人
口構造、さらに社会保障の観点からどのよう
な影響を及ぼすのか、考察する。

4時間

離婚、婚姻の現状、さらに高齢者に関する保
健統計を通じ、我が国の現状で問題となって
いる現状について、報道資料、統計資料
等を用いて考えてみる。

4時間

我が国の平均寿命は世界一である。平均寿
命が延びることは喜ばしいことであるが、一
方、色々な課題もある、どのような問題があ
るのか考察する。一方、平均寿命の延伸より
も、健康寿命の延伸が重要であると昨今はい
われているが、健康寿命と平均寿命を比較し
て、どのようなことがみえてくるのか、もし
それが問題点であれば、どのような問題があ
り、それを解決する方法は何かについて考
察する。

4時間

国民生活基礎調査、患者調査を利用した報
告にはどのようなものがあるか、報道資料
等から調べる。

4時間

日本の社会保障制度は、海外と比較しても高
水準の制度となっている。具体的にどのよう
なものがあるのか、また、他の国の社会制
度はどのようなものがあるのか、各自
調べ、見識を深めること。

4時間

キーワードが多いので、各キーワードを調べ
ておくこと

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

公衆衛生学
新田明美
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

薬剤師、衛生管理者の免許を有し、病院等で実務経験がある。また、研究では、医薬品の安全性を評価する薬
剤疫学研究を継続している。教育分野では、医学部や看護系大学で公衆衛生学の授業の講義及び実習の経験が
ある。（全14回）

授業概要
公衆衛生は、衛生（衛＝守、生＝生命）を社会的環境等の大きな視点からとらえ、いわゆるポピュレーションアプローチによってその成果を期
待するために原因を探り、その効果的な対策を講じることにある。いわば地域社会、職域をカバーして、住民、労働者の健康保持増進を確保す
るための学問である。また、当該科目は教採の保健体育の専門試験で重要な役割を果たすこと、さらに教育現場で保健の授業のみならず、学校
保健活動の基礎となる科目であることから、教科書の内容にとらわれず、適宜、教採の過去問および報道資料等を使いながら授業を進めてい
く。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

疾病等を社会的な視点を眺望する。

疾病等を社会的な視点を眺望できるようにな
る

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会的環境と健康についての関係性を理解す
る。

社会的環境と健康についての関係性を理解で
きるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

健康問題が発生した場合にその要因を追
求し、解決策を見出す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記試験）

： 授業中に大事であるところは丁寧に学習しておくこと
80％

振り返りシート

： 授業内容はしっかり聞くこと
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

「公衆衛生がみえ
る 2022-2023」

・ メディック

出版年
メディア社

・

2022 年

参考文献等
厚生労働統計協会：国民衛生の動向

2021-2022

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、専門用語が多いことから事前に予習をすることとし、わからない用語は調べておくように。社会問題と非常に密接していることか
ら、新聞やインターネットに掲載される時事問題には常に目を通すこと。
尚、授業中の写真撮影、録音、録画は固く禁止します。定期試験については大学から指示がない限り、必ず対面筆記試験（持ち込み不可）を実
施します。授業中の私語、騒ぐ等著しく態度が悪かったり、悪質なクレームがある場合は厳正なる対応をします。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

未定

場所：

個人研究室114

備考・注意事項： 来室時には必ずメールでアポイントメントをとること
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7236
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

第1回：授業の進め方と評価についてオリエンテーション

公衆衛生学についての体系的説明。特に社会医学的な健康づくり
についての理解を深めるための学問体系であること
を学ぶ。我が国が直面している少子高齢化と健康問題について理
解を深めるとともにその対応策について学ぶ。
第2回

地域保健と保健行政
地域保健では、地域に在住する人々の実態を具体的に把握し、地
域の特性を生かした保健と福祉のまちづくのみならず、快適か
つ安心のできる生活環境を確保することである。地域保健は、保
健所と市町村保健センターの違い、地域保健政策はどのようにす
すめられているのかについても解説する。
キーワード：保健所、地域生活保健センター、地域保健法、ＰＤ
ＣＡサイクル

第3回

母子保健(1)

少子高齢化が急速に進展する我が国において、子供が健やかに成
長できるように支援する社会的責務がある。母性ならびに乳
児、幼児の健康の保持および増進を図るために母子保健法が制
定され、その詳細について規定されている。母性健康管理が十
分でなければ妊娠から分娩までに至る経過でいろいろな問題が発
生することが予測されうる母性管理について理 解を深めること
を目的とする。また、母子に関わる法律である「母子保健
法」の施策に基づき、訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健
康手帳の交付、未熟児養育医療について学ぶ。
さらに、母体の生命と健康の保護を目的とする法律である「母体
保護法」を通じて、不妊手術、人工妊娠中絶等についても学ぶ。
第4回

母子保健（２）

本講義では、母子をとりまく問題点―児童虐待、出産育児に関す
る制度（女性労働者の母性保護に関する法律、給付制度等）とそ
の問題点、さらに我が国の少子化社会対策についても学ぶ。
キーワード：児童相談所、児童虐待防止法、児童福祉法、男女雇
用機会均等法、育児、介護休業法、労働基準法、エンゼルプラ
ン、健やか親子21
第5回

学校保健の現状

文部科学省が公表している、「学校保健の動向」（学校保
健に関する統計）や「学校保健統計調査」の統計をもとに、学校
保健における現状と問題点についてみる。
第6回

成人保健

成人保健は、20歳から64歳までと対象者の年齢
幅が広い。我が国では、疾病の予防や、ＱＯＬ向上、がん対策の
ためにいろいろな施策を打ち出してきた。本講義で
は、我が国が打ち出した、国民健康づくり対策、各種健診、検
診の種類、がん対策について学習する。さらに、各まちでは、そ
のまち独自の健康づくり政策を打ち出しているので、ある市を一
例に、市町村がどのような健康づくり対策をしているのかをみ
る。
また、生活習慣病対策や特定健康診査・特定保健指導について
も学ぶ。
キーワード：がん対策基本法、国民健康づくり対策、検診と健
診、特定健康診査、特定保健指導、三大予防
第7回

健康増進について
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授業において、公衆衛生学がどのような学
問であるのかを概説する。私たち
を取り巻く環境の変化によってどのような健
康問題が発生するのか、について理解を深め
ること。マスコミ等で我が国における高齢化
問題や生活習慣病などについての報道があれ
ば、関心をもって読み、理解すること。社会
生活を送る上で必要な知識でもあり、ま
た知っておくべき制度もあるので、はじめ
て知ったものについては、一度調べておくこ
と。

4時間

自分が住んでいる町では、どのような地域保
健政策をしているのか、各自調べ、発表でき
るようにしておく。

4時間

母子保健にまつわる、問題点について考え
る。自分の母子手帳をみて、母子健康手帳に
どのような情報が記載されているのか、確
認しておく。不妊手術、人工中絶が、母
体の健康にどのような影響を与えるのかにつ
いても調べておく。キーワード：母子保健
法、母子健康手帳、健康診査、訪問指導、未
熟児養育医療、母体保護法

4時間

昨今報道で、児童虐待事件、少子高齢
化、子どもをもつ女性労働者に関する問題
点が社会問題となっている。どのような問
題があるのか。報道資料等から調べ、これら
の解決策を各自で考える。

4時間

「学校保健の動向」は、webでダウンロードが
できるので、最新版に目をとおしておくこ
と。それらのデータから、問題点を見
出し、解決策を考える。併せて、学校保健統
計調査や学校保健に関わる報道資料について
も目をとおしておくことキーワード：いじ
め、不登校、疾病、体格、体力、肥満、やせ

4時間

我が国の健康づくり対策について調べる。自
分が住んでいる町の健康づくり対策や検診に
はどのようなものがあるのか、しらべてお
く。我が国でもっとも多いがんの死亡は何が
あるのか、男女別でしらべておく。特定健康
診査・特定保健指導は、どのようなことをす
るのか、問題点についても考える。

4時間

公共の場所では、受動喫煙の防止に向け
て様々な対策をしている。実際どのような対
策をしているのか、また問題点は何かを考え
る。国民健康・基礎調査から得られた、日本
人の身体、栄養摂取状況、生活習慣調査をも
とに、どのようなことが調査されたか、報道
資料を基に調べる。健康日本21（第2次）の目
標をみて、自分自身の生活習慣、食生活
等を振りかえってみる。

4時間
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健康増進法の施策について（健康診査、受動喫煙の防止、国民健
康栄養調査）について学ぶ。また、我が国の健康増進における施
策では「健康日本21（第21）」が重要であり、具体的にどのよう
な施策があるのかをみていく。
キーワード：受動喫煙、健康診査、健康増進法、健康日本21
第8回

産業保健（１）

産業保健は労働者の健康を守るための援助である。本講義で
は、労働行政のしくみ、労働者をまもるための法律（労働基準
法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法について学ぶ）
キーワード：労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険
法、労働災害の現状
第9回

産業保健（２）

労働者の健康 は、労働安全衛生法によって規定されており、健
康診断並びに事 後措置、健康の保持増進対策などが明文化され
ている。ここで は、職場が抱える課題について理解を深め、さ
らに高齢者の労働 災害、中高年齢者のメンタルヘルス不調問
題について概説し、そ の課題解決に向けた取り組みの必要性に
ついて概説する。
キーワード：作業管理、作業環境管理、健康管理、過重労働対
策、メンタルヘルス対策
第10回

産業保健（３）
ある職業に従事することによって発生する職業に特有な疾患であ
り、「アスベスト曝露による肺がん」「放射線曝露による白血
病」、換気不良の場所での作業における「酸素欠乏症」等があ
る。本講義では、社会問題となったものや、作業の状態でなりや
すい「職業性腰痛」「ＶＤＴ作業に伴う健康障害」等を解説す
る。
キーワード：職業性がん、職業性疾患、ＶＤＴ作業、職業性アレ
ルギー

第11回

老人保健

日本は超高齢社会に入り、高齢者に関わる施策は避けては通れな
いものとなっている。本講義では、高齢者に関わる法律であ
る、老人福祉法、高齢者医療確保法、介護認定制度、地域包括支
援センターについても学ぶ
キーワード：老人福祉法、高齢者医療確保法、介護認定制度、地
域包括支援センター
第12回

精神保健

我が国においては、平成10年から14年間自殺者数が3万人を超え
るような状況であった。まさしく、精神的な問題が、このよう
な状況を招いたことになるが、その原因は、社会的、経済的な問
題が考えられる。心の健康問題は、精神医学上の問題だけではな
く、社会の仕組みや経済状況の変化によって大きく影響を受ける
ことになる。ここでは、我が国の自殺の問題やその原因、さらに
は、現代人のストレスの原因等について概説する。さらにアル
コール関連問題、発達障害者支援、精神福祉に関する制度及び精
神障害者の社会復帰施策についても学習する。
キーワード：精神保健における三大予防、精神保健福祉法
第13回

障害者社会福祉

障害者の社会福祉は行政がメインであったものが、自ら自立を選
択する制度が中心となっており、障害者が安心して地域で生活で
きるような支援体制と
なっている。本講義では、それら支える制度はどのようなものが
あるか、さらに問題点についても考察する。
キーワード：ノーマライゼーション、バリアフリー、ユニバーサ
ルデザイン、リハビリテーション、障害者福祉に関する法律、障
害者総合支援法
第14回

国際保健

世界には、おおよそ200近くの国家があり、保健医療体制は、各
国で格差があるのが現状であり、その差を小さくすべ
く、様々な国際機関、国独自の組織が取り組んでいる。本講義で
は、日本が行っている、国際協力、さらに、WHO等が行ってい
る国際協力の仕組みと役割について学ぶ。
キーワード：ＪＩＣＡ、二国間協力、他国間協力、ＷＨＯ、ＩＬ
Ｏ、国際連合（ＵＮ）、政府開発援助（ＯＤＡ）、世界の健康問
題
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昨今問題になっている、労働者にまつわる社
会問題関して、報道資料等を各自
調べ、何が問題点で、予防するにはどのよう
にしたらよいか、考察すること。

4時間

労働者が病気になったとき、仕事で重大な健
康被害にあったときは、いったいどのよう
な対応がなされるのかを知ること。作業管
理とは、作業環境管理とは具体的にどのよう
なものがあるのか調べること。

4時間

社会問題となった、職業性疾患について調べ
る。普段の生活について、自分の作業の姿勢
等を見直してみる。

4時間

介護保険制度についてしらべ、良い点と問題
点について考察する。問題点がある場合、ど
のように改善すればよいか、自分が高齢者に
なったときに、介護保険制度を利用すること
をイメージして考えてみる。

4時間

我が国の精神福祉制度はどのようなものがあ
るのか、さらに、我が国の精神保健に冠す
る諸問題についてどのようなものがあるの
か、各自調べ見識をもつこと。

4時間

今まで経験したノーマライゼーションについ
て、さらに、目にしたこと、手に触れたこと
のあるユニバーサルデザインについて調べ
る。障害者を支える制度や取り組みについ
て、各自しらべ、良い点、問題点とその改善
策について調べる。

4時間

世界の健康問題について調べ、問題点と解決
策等について考察する。国際保健におけるＷ
ＨＯの役割について調べておく。日本の国際
協力をしている組織「ＪＩＣＡ」が、実際ど
のような役割を果たしているのか、報道資料
等から調べる。

4時間

7241

432

学校保健

授業科目名

新田明美

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

薬剤師および衛生管理者の免許を有し、病院等で実務経験がある。また、研究では、医薬品の安全性を評価す
る薬剤疫学研究を継続している。教育分野では、医学部や看護系大学で公衆衛生学の授業の講義及び実習の経
験がある。（全14回）

授業概要
本講義は、学校保健に関する法的根拠や構造を学び、学校教育機関における健康指導のあり方について理解することを目的とする。具体的に
は、①「学校保健安全法」を基に、生徒の健康問題について理解を深める。②学校保健の教育現場における領域、構造や内容を学習する。③疾
病とその予防および感染症の対応について理解する。④救急処置の理論と実際を学習する。⑤学校保健の実践活動を概説し、保健室の役割を理
解する。⑥現代的な諸所の健康課題について現状把握と課題検討を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

生徒の健康管理についての法的根拠

学校保健安全法についての理解

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

健康管理についての専門的知識

健康管理の具体的な方法についての理解

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学校における健康問題の把握

2 ．DP5.計画・立案力

疾病（感染症等）の対応とその予防

3 ．DP6.行動・実践

健康管理並びに健康づくりの対処行動

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記試験）

： 授業中に大事であると説明したところは、特にしっかりと学習しておくこと
80％

振りかえりシート

： 事前に作成方法を説明するので、それに従って作成すること
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

学校保健（よくわかる！教職エ
クササイズ８）

・ ミネルヴァ書房

出版年
・

2019 年

参考文献等
令和2年度

学校保健の動向

文部科学省

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、専門用語が多いことから事前に予習をすることとし、わからない用語は調べておくように。また、本科目は教採、学校現場で直接関
係する科目なので常に問題意識をもつこと。
尚、授業中の写真撮影、録音、録画は固く禁止します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

未定

場所：

個人研究室114

備考・注意事項： 来室時にはメールでアポイントメントをとること
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

授業の進め方と評価についてオリエンテーション、学校保健と
は

学校保健とは、学校保健活動を推進するにあたっての児童・生
徒の健康問題について、現代社会における児童・生徒等が抱え
る健康問題とは
学校保健を支える人たちについて。
第2回

学校保健安全法について
学校保健安全法は、第1条に「学校における児童生徒及び職
員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必
要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環
境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよ
う、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校
教育の円滑な実施とその成果を確保に資することを目的とす
る。」と定められている。健康と安全の両立を学校で確立するた
めにどのようなことが法律で定められているのかを理解すること
を目的とする。

第3回

健康診断と健康相談
学校保健安全法に定める健康診断の目的とその実際について解
説する。なぜ、健康診断が必要であるのか。健康診断結果に基づ
いてどのような対処が求められるのか。我が国の独自の健康診断
制度を理解するとともに、健康の保持増進、疾病の早期発見、疾
病の予防などについて理解を深め、また事後措置（健康診断結
果にもとづく事後の対応）についてその重要性を学ぶ。健康相
談、保健指導についてはどのような内容がその対象となるの
か、解説する。

第4回

保健室の役割
学校において保健室は、児童・生徒の健康診断ならびにその事後
措置、健康相談などの対応を行っている。学校保健の積極的な推
進には、保健室の存在が必要不可欠である。その運営について
は、学校全体で議論すべきものであり、またその活動について
は教職員が理解すべきものである。学校保健安全法に定められ
た保健室の経営について概説し、教職員としての活動の一環とし
ての健康管理を支援する保健室の機能を理解する。

第5回

感染症について
学校生活においては、ウイルス・細菌等の感染症は、学級、さら
には学校内に伝播する危険性が極めて高く、蔓延を予防するため
に種々の対応策が講じられている。児童・生徒に見られる感染症
及び各感染症における出校停止の数え方等を解説し、その対応に
ついて理解を深める。

第6回

疾病と予防
成人病、小児成人病等の疾病概念が、今日生活習慣病という疾病
概念にまとめられ、WHOは、NCD(Non Communicable Disease)と
して定義するようになった。今日感染症についても新たな対
応が必要となっているが、生活習慣に基づく諸疾病の増加は、そ
の重症化も含めて極めて重要な課題であり、小児・児童期におけ
る健康教育がその後の健康的な生活習慣の定着に重要な要因とな
る。ここでは、特に生活習慣病の予防、小児メタボリックシンド
ロームなど今日の疾病についての理解を深める。

第7回

ストレスと健康について
現代社会においては、種々のストレスがあり、環境面、人間関
係などによってストレス関連疾患が増加している。その結
果は、心身症やメンタルヘルス不調になる可能性が高い。ストレ
ス要因となるものを理解し、その対処法を理解するとともに、周
囲のサポートがストレスによる心身の異常を緩和すること、なら
びに環境面においてストレスを緩和する対応、さらにコミュニ
ケーションを深めることなどがその対応として重要であること
を理解し、ストレスに基づく重大な健康障害を未然に予防するこ
とを学ぶ。

第8回

学校環境衛生について

学校保健安全法第5条では、児童生徒の健康の保護及び維持され
ることを目的として、学校環境衛生基準を定めており、策定され
ている項目を学校薬剤師が中心となって、定期・臨時的に検
査を行うこととしている。しかし、教職員も日常的な点
検を行い、環境の維持・改善を図る必要がある。本講義では、学
校環境基準で定められている検査項目について、「なぜ、その項
目は必要なのか」をしっかりと踏まえながら、解説する。
第9回

健康教育

健康教育は、できるだけ早期に実施することが望ましく、特に集
団生活が始まる学校において、正しい知識の啓発普及が重要であ
る。また、その知識の普及には、わかりやすい説明が必要であ
り、その実践には無理のない具体的な方法の提示が必要であ
る。多種多様な考え方や生まれ育ってきた環境に相違があったと
しても、健康教育はそれぞれが有する考え方や価値観を配慮し
た個別健康教育が必要な時代となっている。これら の健康教
育について、自分自身の健康行動を例にとって、健康教育の問題
点等を考える。
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小学校、中学校、等の学校で受診した健 康診
断は、どのようなものでしたか。思い出して
みましょう。ま た、その項目は何を目
的に選ばれているので しょうか。考えてみま
しょう。 学校保健を支える人はどのよう
な人なのか調べておくこと。

4時間

児童生徒の健康と学校の安全がなぜ法律に
よって規制されているのでしょうか

4時間

健康診断の目的は何でしょうか。もし健康診
断で異常が見つかった場合はどうすればよい
のか。

4時間

保健室の役割は、と聞かれたときに答えられ
るように

4時間

インフルエンザ、ノロウイル
ス、COVID-19等の対応方法について、また予
防方法について考える。

4時間

疾病になってからの対応ではなく、疾病にな
らないようにすることが重要である。そのた
めには何をすればよいのか。

4時間

現代社会において私たちがストレスに対処す
るためにはどのような方法があるのか。

4時間

学校環境衛生基準で策定されている、測定項
目は何か。なぜ、それが必要なのか。各
自の小学校、中学校、高校生活を振り返っ
て、考えてみる。

4時間

学校生活を安心して安全に過ごすことができ
るためには、また、健康問題を事前に察知し
て、その対策は。マスコミに報道されてい
る学校問題に接したときにその原因は、そ
の対策はどのようにするのか、考える。

4時間
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第10回

食育と学校給食
学校における給食は、学校給食法によって規定されており、そ
の第1条は、「学校給食が、児童生徒の心身の健全な発達に資す
るものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適
切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかん
がみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実
施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学
校における食育の推進を図ることを目的とする。」と規定されて
いる。教育における食育は、以後の健康の向上にも寄与すること
から、十分な知識を有することが必要であることを学ぶことを目
的とする。

第11回

学校安全の現状と課題
学校安全については、過去に多くに学校ならびに児童・生徒が危
険にさらされた事件が物語っている。学校のみで安全対策を万
全にすることは難しく、地域などの支援が必要である。学校 独
自の取り組みとともに地域との連携を強化して、学校の安全を確
保することを学ぶ。

第12回

救急処置の理論と実際
学校においては、種々の救急事案が発生することは周知の事実で
あるが、現場での対応によっては、予後を大きく左右することか
ら、救急処置の理論、救急処置の実際について学びかつ実践でき
るようにしておくことが重要である。心肺停止の最も重大な事
案から、生命に別条がなくて後遺症が予測されるような重大な怪
我などに対して現場で迅速に対応することで予後が大きく変わる
ことから、救急処置の理論と実際を学ぶことを目的とする。 さ
らに、アナフィラキシーショックに対応策である、エピペンの使
用についても、実際のエピペンデモ機を使いながら、手技を習
熟する。

第13回

学校保健計画の策定

学校保健安全法第5条に、「学校保健計画の策定」が定めら
れ、児童生徒等と職員の健康診断、環境衛生管理等について、計
画の策定、実行しなければならないとしている。養護教諭の教
諭のもと、保健主事が中心となって原案を策定する。計画内
容は、健康調査、健康診断、健康相談等対人的なものから、環
境に関連したもの（学校環境衛生等）、さらに健康教育や、学内
外の保健活動と多岐にわたっている。どのような内容をい
つ頃の計画に組み込むのかについて、事例を見せながら解説す
る。実際に学校保健計画を作成する。
第14回

現代的な健康問題（喫煙・飲酒・薬物乱用、性教育・生活習慣
病）

現代社会において、受動喫煙が重要な社会環境問題となってお
り、また、飲酒運転や飲酒に起因する多くの事件が発生し、刑事
事件となっている。さらに、薬物乱用（覚せい剤、麻薬、大麻
等）は社会悪（犯罪）として認知されている。喫煙や薬物問
題は低年齢化し、将来の心身の健康問題が危惧されている。ま
た、喫煙、飲酒、薬物には依存性があり、さらにそれらに基づ
く事故、事件、犯罪なども周知の事実となっていることから、こ
れらの問題について自己の考えを述べてもらい、知識の不足、認
識の問題があれば、議論を通して理解することを目的とする。性
犯罪についての議論とともに、性教育の意義について議論を深め
る。性の問題は、隠蔽するのではなく、正しい知識を持つこと
が重要である。また、性感染症についての理解を深めることも必
要であることから、HIV感染症をはじめとする疾患についても解
説する。生活習慣病は若年化しており、小児期からの生活習慣が
その後の健康に大きな影響を及ぼすことから、学校での教育にお
ける健康教育についての意義について意見交換する。
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学校給食の役割は、また期待される食育と
は。最近の地産地消とは。

4時間

学校の安全が脅かされるとは、どういうこと
が考えられ、その対処策は、一度考えてみ
て、その最善の対策を考えてください。

4時間

学校現場での救急処置と
は、CPR,AED,RICE、さらにアナフィラキ
シーを起こす原因は何か、説明できますか？

4時間

学校保健計画に取り入れる内容はどのような
ものがあるか、また、その内容をい
つ（月、時期）取り入れたらいいのか、各自
知らべて考えること。

4時間

以下2点について、考察する。1．小児期か
ら蔓延する生活習慣病、また性感染症、対
応としての基本的な考え方をまとめる
。2．社会的悪とされる薬物問題、現代社会に
おけ る薬物問題とは、なぜやめられないの
か。

4時間

7246
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

救急処置法
外林大輔
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教育現場における緊急時の対応の基礎知知識と技術を修得することを目的とする。
教育現場においては予見できない事態、特に生命が危険にさらされる事故を想定した対処を学ぶことは必要不可欠である。本講義で
は、万が一の不測の事態に備えて、CPRやAEDの実践方法について学ぶ。また、教育現場において発生が予測できる各種外傷に対する遊休処
置の必要性を理解し、確実に実践できるように実技を含めて学修する。さらにスポーツ現場におけるRICE処置についても理解とともに実践でき
るようにすることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

救急処置についての正しい知識とスキルの習
得

CPRについての正しい知識とスキルの習得

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

AEDなどを実践で使用できるスキルの確
実な習得

AEDを正しく使用することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

救急処置が必要な場合の迅速な判断

2 ．DP6.行動・実践

AEDを的確に使用することができるスキル

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中のワークシート（実技習熟度）
30％
授業中の実技確認テスト
40％
レポート

： 授業内容を踏まえてワークシートを完成できているかどうか、さらに自身の考えや具体的事
例を示しているかどうかで評価する。
： 授業内で実施する実技内容の習熟度を確認する。
適切な方法、適切な用具、適切な時間で行えているかどうかで評価する。
： レポート内容の的確性を評価する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
応急手当指導者標準テキスト委員会編集、「応急手当指導者標準テキスト」、東京法令出版
文部科学省、「中学校学習指導要領 保健体育編」、東山書房、2008年
文部科学省、「高等学校学習指導要領 保健体育編」、東山書房、2009年
日本赤十字社、「赤十字救急法講習読本」

履修上の注意・備考・メッセージ
講義だけでなく、多くの演習を行いながら展開するため、服装や持ち物などの指示に必ず従うこと。また、応急処置の材料について各個人に配
布するため、大切に管理して使用すること。
また、授業中の質問に対しては、自分の知っている範囲でいいので、しっかりと回答すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： オフィスアワー・授業外での質問方法については、初回の授業でインフォメーションする。
急を要する場合は、メールで対応する。
sotobayashi@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業の進め方と評価についてのオリエンテーション
救急とはどういうことなのかの理解を深める。また、救命の連
鎖とBLS(basic Life Support)について学習する。

第2回

救急処置の基本知識

救急（応急）処置とはどのようなことなのか。我が国の救急医
療の現状と問題点について学ぶ。
第3回

緊急時の対応計画
エマージェンシーアクションプランの作成について、どのよう
な条件であれば、どのような緊急事案が発生するのかについて学
習する。

第4回

緊急時の救命処置

基礎編

心肺蘇生法、AEDの使い方などについて学び、現場で活用できる
よう基本的知識について概説する。また、熱中症の初期対応につ
いても触れ、救急搬送する場合の注意点なども触れることとす
る。救急処置に対するABCDを学修する。
第5回

緊急時の救命処置

実践編

心肺蘇生法、AEDの使い方などについて学び、現場で活用できる
よう基本的知識について概説する。また、熱中症の初期対応につ
いても触れ、救急搬送する場合の注意点なども触れることとす
る。救急処置に対するABCDを実践的に学修する。
第6回

外傷の処置

基礎編

出血、骨折、捻挫、打撲、筋断裂、腱断裂などの外傷に対する基
本的な対処は、RICEであり、この基本をまず理解し、外科的疾
患の種類や重症度に応じて個別に対応することになる。具体
的な事例における対応を学修する。
第7回

外傷の処置

実践編（固定法）

骨折や脱臼、捻挫が発生した際の、応急処置としての固定法を学
修する。
第８回

外傷の処置

実践編（足関節テーピング）

スポーツ外傷のなかでも発生頻度の高い、足関節の外傷におけ
る応急処置としての、テーピングぐ方法を学修する。
第９回

外傷の処置

実践編（足関節テーピング）

スポーツ外傷のなかでも発生頻度の高い、足関節の外傷におけ
る応急処置としての、テーピングぐ方法を学修する。
第10回

外傷の処置

実践編（膝関節テーピング）

スポーツ外傷のなかでも発生頻度の高い、膝関節の外傷におけ
る応急処置としての、テーピングぐ方法を学修する。
第11回

外傷の処置

実践編（膝関節テーピング）

スポーツ外傷のなかでも発生頻度の高い、膝関節の外傷におけ
る応急処置としての、テーピングぐ方法を学修する。

救急処置の全般について学び、具体的に救急
事案に遭遇した場合にどのような処置ができ
るのかについてまずは学ぶこと。

4時間

救急処置の現状と問題点について、例え
ば、大規模マラソンなどでは心肺停止事
例が報道されているが、もしその場に居合わ
せて場合にどのような対応をすればよいのだ
ろうか。法的問題について日頃から関
心を持つ。

4時間

スポーツ大会、大規模マラソン大会ではどの
ような救護体制によって救急処置がなされて
いるのか。その実態について知る。

4時間

自分が意識のない人に遭遇した場合、どのよ
うに対応するか考える。

4時間

AEDはどのような場合に使用するのか、正し
い知識を身につける。

4時間

スポーツ外傷に対する救急処置についての実
際について学ぶことが必要。救急処置につい
ての実践能力を高めることが必要。そのため
には、授業、研修を受けること。

4時間

スポーツ外傷に対する救急処置についての実
際について学ぶ。

4時間

スポーツ外傷に対する救急処置についての実
際について学ぶことが必要であり、救急処
置についての実践能力を高める。

4時間

足関節のスポーツ外傷に対する救急処置につ
いての実際について学ぶ。

4時間

スポーツ外傷に対する救急処置についての実
際について学ぶことが必要であり、救急処
置についての実践能力を高める。

4時間

膝関節のスポーツ外傷に対する救急処置につ
いての実際について学ぶ。

4時間

第12回

脳振盪 基礎編
コンタクトスポーツなどで発生する脳振盪について正しく理
解し、その重要性を学修する。

脳振盪に対する基本的知識について学ぶ。

4時間

第13回

脳振盪

脳振盪に対する評価方法について実践できる
ようトレーニングする。

4時間

今までに習得した救急処置の理論と実際を再
学習し、現場で実践できること。

4時間

実践編（評価、運搬法）

コンタクトスポーツなどで発生する脳振盪についての評価方
法を学び、また、運搬方法を学修する。
第14回

総合演習
実技についての総合演習を行う。すでに今までの授業で習得し
て救急処置について再度確認をし、現場での活動に生かすこと
を目的とする。現場での救急処置は、チームワークが大きな力に
なることを学修する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

アスレティックトレーニング論
中村浩也
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
学校教育機関およびスポーツ現場でのスポーツ医科学支援活動の経験（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学校教育現場においてスポーツ事故が発生した場合、教員およびスポーツ指導者としてそれらに対応する必要に迫られることとなる。特に学
校の体育的活動においては、その発生率は高くなる。本講義では、代表的スポーツ傷害としての急性外傷や慢性障害、内科系疾患を深く理
解し、それらの発生要因を考える。さらにスポーツ指導者として対応すべきスポーツ傷害の管理や予防を実践するために必要な専門知識の習
得と課題解決能力の獲得を目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

スポーツ傷害の管理と予防

スポーツ傷害の管理と予防に関する専門知
識の習得

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

スポーツ傷害の管理と予防

スポーツ傷害の管理と予防に関する実践
的な課題解決能力の獲得

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

緊急時の状況の理解

2 ．DP6.行動・実践

評価と実践の基礎能力の修得

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
本講義は、スポーツ傷害の予防と管理に関する理論の理解と具体的方法について理解することを目的としている。よって、授業中の質疑応
答においては積極的な発問を期待している。授業中に適時する課題に対しても、教育現場の実情を照らし合わせた的確な記載を求める。原
則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み姿勢

： 授業中の参加状況、発問内容、課題発表について評価する。
50％

レポート

： 毎回の授業後に行うリフレクションペーパーにおいて、内容の理解度を評価する。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・スポーツ外傷アセスメント 適切な処置のための理論と実際，西村書店
・アスレティックトレーニング テキスト版，ブックハウスエッチデイ
・アスレティックトレーニング学 アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス ，文光堂

履修上の注意・備考・メッセージ
専門分野であるので、授業に出席することが重要である。原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。授業
中の質問に対しては、自分の知っている範囲でいいので、しっかりと回答すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

毎回の授業前後

場所：

授業を行う教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学校教育現場におけるスポーツ傷害管理の実態について
学校教育現場のスポーツ事故の発生状況をもとに、教育者・指導
者としてスポーツ傷害の管理と予防の理解と実践の必要性につい
て概説する。

スポーツ傷害の発生状況について調べる

4時間

第２回

スポーツ傷害の発生要因（運動学的要因、心理社会学的要
因、行動学的要因）
スポーツ傷害の発生要因について、最新の研究動向を踏まえて概
説する。

スポーツ傷害の発生要因の研究動向につい
て調べる

4時間

第３回

スポーツ傷害の管理と予防に関する世界的潮流

欧米のスポーツ傷害の管理と予防の状況につ
いて調べる

4時間

スポーツ傷害の管理と予防は、どの国においても大きな関心事で
ある。本時では、日本および欧米の研究動向を中心に概説する。
第４回

スポーツ傷害の予防（１） 基本的な考え方、学校教育現
場のスポーツ傷害発生状況
スポーツ傷害の予防に関する考え方について、学校教育現場の事
故発生状況をもとに議論する。

学校教育現場の事故発生状況を調べる

4時間

第５回

スポーツ傷害の予防（２） 学校教育現場におけるスポーツ傷
害発生の要因
学校教育現場でのスポーツ傷害発生の要因について、実際のデー
タをもとに議論する。

スポーツ傷害発生の要因について調べる

4時間

第６回

スポーツ傷害の予防（３） 学校教育現場のスポーツ傷害予
防の検討
学校教育現場においてスポーツ傷害の発生予防を提言するため
の方策について議論する。

スポーツ傷害予防についての方策につい
て調べる

4時間

第７回

救急処置の基礎理論（１） 学校教育現場における緊急対応計
画 救急法の理論
学校教育現場でスポーツ傷害が発生した際の計画の概要と現場で
できる救急処置について考察する。

緊急時対応計画について調べる

4時間

第８回

救急処置の基礎理論（２） 学校教育現場における緊急対応計
画 救急法の実践
学校教育現場でスポーツ傷害が発生した際の計画に基づく行
動を検証し、具体的方法について考察する。

緊急時の行動について調べる

4時間

第９回

アスレティックリハビリテーション（１） 医療機関と学校教
育機関の役割
スポーツ傷害後のリハビリテーションの流れの概要について理
解し、学校と医療機関との連携の在り方について検討する。

学校と医療機関との連携について調べる

4時間

第１10回

アスレティックリハビリテーション（２） 安全かつ効率
的な実践方法
スポーツ傷害後の安全かつ効率的なリハビリテーションの実践方
法について考察する。

リハビリテーションの実践方法について調べ
る

4時間

第11回

学校教育現場における競技者の自己管理能力について
生徒のスポーツ傷害予防への認識を深め、自己管理能力を高める
ための方策について検討する。

自己管理能力の向上の方策について調べる

4時間

第12回

測定と評価（１） 測定項目の検討
学校教育現場で実施可能なスポーツ傷害の評価に関する項目につ
いて検討する。

スポーツ傷害の評価について調べる

4時間

第13回

測定と評価（２） 評価の観点
学校現場で実施可能なスポーツ傷害の評価の観点について検討す
る。

学校で実施可能な傷害評価について調べる

4時間

第14回

ドーピングコントロール
スポーツ傷害予防やパフォーマンス向上を目的とした各種取
組の中で、ドーピングとのかかわりについて考察する。

アンチドーピングの方策について調べる

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ医学
臼井達矢
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義は、スポーツ外傷・障害の発生器所や各種疾患の事例を通じて学習し、対処や予防法について専門知識とスキルの修得を目的とする。具
体的には、①内科的および整形外科的スポーツ外傷と障害について医科学的に理解を深める。②特殊環境下でのスポーツ障害について医科学
的に理解を深める。③スポーツ障害発生時の緊急対応について医科学的に理解を深める。④小児のスポーツ医学について理解を深める。⑤女
子のスポーツ医学について理解を深める。⑥高齢者のスポーツ医学について医科学的に理解を深める。⑦スポーツ障害の予防に向けたトレーニ
ングの実践について理解を深める。⑧生活習慣病予防に向けた効果的な運動トレーニングの実践について理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

スポーツ医科学に関する基礎知識

健康とスポーツ、運動と生活習慣病に対す
る理解とその予防方法を学び、実践すること
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自己のライフスタイルを見つめ直し、生活習
慣病予防のための方法を理解し、説明でき
る。

2 ．DP6.行動・実践

生活習慣病の予防方法を理解し、正しい健康
管理を実践することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
60％
振り返りシート
14％
受講態度
14％
期末レポート
12％

： 授業内容を踏まえてワークシートを完成できていれば3点とし、さらに自己の考えや具体的事例な
どを示していれば5点、誤りや内容不足の場合は0点または1点とする。これを全14回実施する。
： 振り返りシートを記入し、自己の考えや具体的事例などを示していれば1点とする。内容不足また
は未提出の場合は0点とする。これを全14回実施する。
： 各回授業への積極的参加（発言や質問）や授業態度（受講マナー、私語や携帯電話の使用など、授
業の妨げになる場合は減点）を独自のルーブリックを基に総合評価する。
： 健康管理の重要性および疾病予防の理解とその具体的予防法、実践的具体策について理解を求め
る問題から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
1)１から学ぶスポーツ生理学, 中里浩一, 岡本孝信, 須永美歌子, ナップ.
2)入門運動生理学, 勝田茂, 杏林書院.
3)リカバリーの科学, 長谷川博, 山本利春, ナップ.

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日お昼休み

場所：

中央館2階

臼井研究室

備考・注意事項： 上記以外の対応に関しては、授業開始時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要と目的のガイダンス
「健康」という観点から自己のライフスタイルを見つめ直し、生
活習慣の課題や問題を発見し、なぜ生活習慣が乱れているのか
をグループで話し合い、健康のための生活習慣について考え
る。さらに運動やスポーツの必要性についても理解を深める。

第2回

スポーツ生理学概要
これまでに学んできた生理学、スポーツ生理学の内容を確認す
る。

第3回

スポーツ障害（１）内科的スポーツ障害、心臓突然死
運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも心臓突然死について理解を深める。

振り返りシートの作成（自己の生活習
慣を見つめ直す）

4時間

振り返りシートの作成（生理学、スポーツ生
理学の復習）

4時間

振り返りシートの作成（心臓突然死につい
て）

4時間

第4回

スポーツ障害（2）内科的スポーツ障害、熱中症、脱水症状、ス
ポーツ貧血
運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも熱中症、脱水症状、スポーツ貧血について理
解を深める。

振り返りシートの作成（スポーツ中に起こり
うる外傷や障害を考える）

4時間

第5回

スポーツ障害（3）心肺蘇生法とAEDの活用
スポーツ指導をするうえで、安全管理や安全教育が重要とされて
いる。特にスポーツ中の突然死は問題とされており、その対処方
法の理解が求められている。そこで心臓の構造や機能を理
解し、正しい心肺蘇生法の方法やAEDの正しい活用について考え
る。

振り返りシートの作成（心肺蘇生法の実際）

4時間

第6回

スポーツ障害（４）頭頚部のスポーツ外傷と障害

振り返りシートの作成（頭頚部のスポーツ外
傷と障害）

4時間

振り返りシートの作成（上肢のスポーツ外
傷と障害）

4時間

振り返りシートの作成（腰部・体幹部のス
ポーツ外傷と障害）

4時間

振り返りシートの作成（下肢のスポーツ外
傷と障害）

4時間

振り返りシートの作成（脂肪細胞の働きと作
用）

4時間

振り返りシートの作成（睡眠の質を高めるた
めの方法）

4時間

振り返りシートの作成（日常生活において下
肢筋力を高める工夫を考える）

4時間

振り返りシートの作成（実践できるトレーニ
ング計画を考える）

4時間

振り返りシートの作成（ダイエットの弊害）

4時間

運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも頭頚部のスポーツ外傷及び障害について理解を深め
る。
第7回

スポーツ障害（５）上肢のスポーツ外傷と障害
運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも上肢（肩関節・肘関節・手関節）のスポーツ外傷
及び障害について理解を深める。

第8回

スポーツ障害（６）腰部・体幹部のスポーツ外傷と障害
運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも腰部・体幹部のスポーツ外傷及び障害について理
解を深める。

第9回

スポーツ障害（７）下肢のスポーツ外傷と障害
運動中やスポーツ中に起こりうるスポーツ障害について理解す
る。なかでも下肢のスポーツ外傷及び障害について理解を深め
る。

第10回

肥満・心疾患・脳血管疾患などの生活習慣病について
肥満は血管系の病気を招く危険因子でもある。肥満になるメカニ
ズムを理解し、その予防方法を学ぶ。具体的には、肥満になる生
活習慣や内臓脂肪が病気を引き起こす理由を学ぶと共に、肥満に
よる心疾患や脳血管疾患との関連について理解を深める。

第11回

睡眠不足・睡眠負債が及ぼす身体への影響について
現代社会は睡眠不足に陥りやすい環境と言われており、睡眠不
足が身体に及ぼす影響について学ぶ。具体的には、睡眠不足と肥
満の関係、睡眠不足と生活習慣病との関係、効果的な睡眠を知る
ための睡眠メカニズムについて学ぶ。

第12回

ロコモティブシンドローム・サルコペニアについて
超高齢社会の日本では、運動器の障害のために移動機能の低下を
きたした状態であるロコモ（ロコモティブシンドローム：運動器
症候群）や、サルコペニアが大きな問題となっている。そのメカ
ニズムや具体的な予防法について考える。

第13回

健康の維持増進に向けた効果的な運動トレーニングの実践
健康の維持増進のためにスポーツクラブやフィットネスクラ
ブに通い運動する者が増加してきている。さらにメディアを通じ
て様々な健康情報が取り上げられているが、その中には誤った方
法や健康を害する内容も含まれている。そこで、効果的かつ安
全に筋力、筋量を高めるトレーニングや脂肪燃焼や持久力を高め
るトレーニングについて学ぶ。

第14回

生活習慣病の予防に向けた効果的な運動トレーニングの実践
これまでの授業を通して生活習慣病の成り立ちや病理学的理
解が身に付いているが、それを基に生活習慣病予防に必要な運動
方法や健康管理について学ぶ。さらに過度な運動やトレーニン
グに関する弊害に関しても最近の知見を基に理解を深める。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語学概論
西原哲雄
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、古英語からWorld Englishes時代までに至る英語の歴史、日本語とは異なる英語独特の発音（音声学・音韻論）、語形成の規則（形
態論）、文法規則（統語論、生成文法）、語や文の意味および認知との関係（意味論、認知言語学）、文脈や場面の中の文（語用論・情報構
造）、英語の文化と社会、言語習得と言語教育といった英語学に関わる多様な分野を概観していく。この授業で身に付けた英語学の基礎知
識を踏まえて、英語の学習や指導のあり方を考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語という言語を、音声学、音韻論、形態
論、統語論、意味論、語用論、歴史等の視
点から概観するとともに、様々な英語の変
種や文化に触れる。

英語学で用いられる基礎概念を理解できてい
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

英語学の専門知識を活用しながら、英語教
育について学習する。

英語学の知識に基づいて英語の学習や指導の
あり方について論じることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

諸現象に見られる問題を明らかにし、探求す
ることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 英語学で用いられる基礎概念を理解できている
40％

発表

： 内容が適切である、論理的に展開されている、プレゼンテーションが効果的である。
30％

授業への参加（理解度の確認を含む） ： 積極的に発言している、英語学で用いられる基礎概念を理解できている
30％

使用教科書
指定する
著者
長谷川瑞穂（編著）

タイトル
・

出版社

はじめての英語学（改訂版）

・ 研究社

参考文献等
三原健一・高見健一（編著） 『日英対照 英語学の基礎』 開拓社 2013
窪薗晴夫 『よくわかる言語学』 ミネルヴァ書房 2019
堀田隆一 『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』 研究社 2016
西原哲雄 『言語学入門』朝倉書店 2012
荒木一雄 『英語学用語辞典』三省堂 1999

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション－英語学とは
本授業の目標・内容および評価方法を確認した後、英語学の概
要について説明する。

教科書の第１章と第２章を読んでおく。

4時間

第2回

英語の歴史（１）古英語と中英語

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第３章、第４章、第５章を読んでおくこ
と。また、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第６章と第７章を読んでおくこと。ま
た、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第８章を読んでおくこと。また、課
題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第９章を読んでおくこと。また、課
題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１０章を読んでおくこと。また、課
題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１１章と第１２章を読んでおくこ
と。また、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１３章と第1４章を読んでおくこと。ま
た、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１４章を読んでおくこと。また、課
題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１５章を読んでおくこと。また、課
題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１７章と第２０章を読んでおくこ
と。また、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１８章と第１９章を読んでおくこ
と。また、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第２２、２３、２４章を読んでおくこ
と。また、課題を解いておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第２５章を読んでおくこと。

4時間

BeowulfやThe Canterbury Tales等を題材に、古英語と中英語に
ついて学ぶ。
第3回

英語の歴史（２）近代英語の成立から世界の英語へ
Shakespeareの時代からインターネットの英語までを概観する。

第4回

英語の音声（１）分節音
英語の母音と子音について学ぶ。

第5回

英語の音声（２）プロソディー・音変化
英語のストレス、リズム、イントネーション等について学ぶ。

第6回

英語の文法（１）語形成
形態論の視点から英語の語を分析する。

第7回

英語の文法 （２）生成文法
統語論について、普遍文法や生得論の視点から学ぶ。

第8回

英語の文法（３）意味論
意味を巡る様々な説を概観し、英語の語や文の意味とは何か
を学ぶ。

第9回

英語の文法（４）認知言語学I
図と地、カテゴリー、フレーム等について学ぶ。

第10回

英語の文法（５）認知言語学II
メタファー、メトニミー、シネクドキ等について学ぶ。

第11回

英語の文法（６）語用論
AustinやGriceの考え方や直示について学ぶ。

第12回

英語の情報構造
英語のテクストや情報構造の分析方法について学ぶ。

第13回

英語の社会と文化
言語相対論、高/低コンテクスト文化、異文化理解、多/複言語主
義等について学ぶ。

第14回

言語教育と言語学
言語習得観、臨界期、学習指導要領等について学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語音声学・音韻論
西原哲雄
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
英語音声学の分野において、分節音（母音および子音）、超分節音（リズム、アクセント、イントネーション）、および音変化（弱化、脱
落、同化、連結など）について、日本語の音声と対比しつつ、理論と実技をバランスよく学びます。英語音声運用能力の基礎となる英語音声
学の基礎を身につけ、スピーキングおよびリスニングにおける音声コミュニケーション能力の向上を図るとともに、併せて口語英語のダイナ
ミックな音変化の練習を行います。目標は、受講生が英語教師に相応しい英語音声能力を身につけることです。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

英語音声学の講義は、理論的側面だけではな
く、実践的運用能力の養成が大切である。

英語教師に相応しい英語音声運用能力を身に
つけること。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

受講生が英語教師に相応しい英語音声能
力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席することが期待されています。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。理由があっ
て欠席するときは事前に、休まざるをえなかったときは事後に報告をしてしてください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内パフォーマンス

： 授業で学んだ知識をベースに英語音声の聞き取りと生成ができているかどうか
20％

レポート
30％
定期試験

： 課題内容が適切か、講義で学んだ内容が正確に学習されているか、選んだ研究テーマ（問い）に合
理的に答えているか
： 本講座をとおして学んだ内容をどのくらい学習できているかをみる。

50％

使用教科書
指定する
著者
服部義弘

タイトル
・

出版社

音声学

・ 朝倉書店

参考文献等
西原哲雄 『文法と何か』開拓社 2013
菅原真理子『音韻論』朝倉書店 2014
荒木一雄 『英語学用語辞典』三省堂 1999

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回２時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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出版年
・

2012 年
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室

備考・注意事項： 電子メールを利用して、質問するための時間や場所を決めます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

音声学と音韻論へのイントロダクション
音声学・音韻論の概要（日本語と英語の違いはどこにある
か？）、本講座の目標と評価法の確認 尚、授業は講義一辺
倒の形式にならないように心がけますが、受講者の積極的な議
論への参加が必要です。意見を求められたら、できるだけ発言し
てください。また、授業中に疑問が湧いたときには、臆せずに質
問するように心がけてください。

第2回

音声学とは何か
本講義では、音声学とは何か、という基本的概念について、身
近な音声現象をあげて説明をします。

第3回

音声器官
本講義では、音声学として機能する人間の音声を作りだす器官
等についての説明を行います。

第4回

発音記号・音声記号
本講義では、英語のや日本語の音声を記述する発音記号につい
て説明し、自らそれらを確認する。

第5回

英語の標準発音（アメリカ英語）
本講義は、英語の標準発音について学び、アメリカ英語を扱いま
す。

第6回

英語の標準発音（イギリス英語）
本講義では、英語の標準発音でイギリス英語の発音について学
習をする。

第7回

英語の母音
本講義は、英語の母音について、理論と実践の両面で学ぶ。

第8回

英語の母音と基本母音
本講義では、英語の母音の体系と構造を学ぶとともに、基本母
音という概念についても学ぶ。

第9回

英語の母音の特徴
本講義では、英語の様々な母音の種類や構造と、それらの発音方
法について学ぶ。

第10回

英語の子音の特徴
本講義では、英語の子音の種類や特徴、それらの発音方法などに
ついて学ぶ。

第11回

英語の音節・音連鎖・音声過程

本講義では、英語における音変化（脱落、母音挿入、同化、異
化、リエゾンなど）について学ぶ。そしてこれらが英語音
声の聞き取りにどう影響するかについても学習する。
第12回

英語のアクセント・リズム・強勢
本講義では、英語のアクセント・リズム・強勢について学習す
る。

第13回

英語のイントネーションI
本講義では、英語のイントネーションを、理論的及び実践
的に学ぶ。

第14回

英語のイントネーションII
本講義では、英語のイントネーションの複雑な体系について学
習する予定。
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第一回講義に臨むに当たっては、特に何も準
備する必要はありません。

4時間

指定教科書『音声学』の序章読んでおくこと
を勧めます。

4時間

教科書『音声学』の音声記号、p13以降を読ん
でください。

4時間

教科書『音声学』のp.p17-18を読んでおいて
ください。

4時間

教科書『音声学』pp21~からを読んでおいてく
ださい。

4時間

教科書『音声学』pp28~30を読んでおいてくだ
さい。

4時間

本授業では、前回の残りの部分に焦点を当て
て学習を続けます。教科書『音声
学』のpp.30~からを読んでおいてください。

4時間

教科書『音声学』pp.35~43を読んでおいてく
ださい。

4時間

英語の子音について、テキスト『音声
学』pp.46~61を読んでおいてください。

4時間

テキスト『音声学』pp.64~80を読んでおいて
ください。

4時間

授業では、英語のアクセント・リズム・強
勢ついて学びます。脱落、同化、挿入、異
化、連結、転換などの現象を考察します。テ
キスト『音声学』pp.64~80を読んでおいてく
ださい。

4時間

授業では、英語のイントネーション（抑
揚）を取り上げますので、テキスト『音声
学』pp.104~116を読んでおいてください。

4時間

授業では、英語音声教育における歌の効用に
ついて理論的に学びます。テキスト『音声
学』pp.116~121を読んでおいてください。

4時間

定期試験の準備

4時間

7307

英語学研究

授業科目名

西原哲雄

担当教員名
学年・コース等

3年

前期

開講時期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、日本語と英語を対比しながら、英語や日本語の単語形成についての研究分野である形態論について概観します。英語と日本語の単
語の特性を比較、検討しながら、様々な言語学の枠組みによって、英語と日本語の例を挙げながら解説していきます。また、最新の形態論など
の考え方を英語教育に応用することを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

形態論の基礎

形態論で用いられる基礎概念が身に付いてい
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

形態論の英語教育への応用

形態論の考え方を用いた英語の指導法を構
想できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

諸現象に見られる問題を明らかにし、探求す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 基本的な概念が理解できている、論理的に展開されている
40％

小テスト

： 基本的な概念が理解できている
20％

発表

： 内容が適切である、論理的に展開されている、プレゼンテーションが効果的である
20％

授業への参加・取り組み状況

： 積極的に発言している、課題にしっかりと取り組んでいる
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

米倉綽他

・

出版社

英語の語の仕組みと音韻の関係

・ 開拓社

参考文献等
西原哲雄
漆原朗子
荒木一雄

『文法とは何か』開拓社 2013
『形態論』朝倉書店 2016
『英語学用語辞典』三省堂 1999

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2019 年

7307

時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションー言語研究とは
授業の概要・目標・評価方法について説明した後、言語研究につ
いて概観する。

第2回

形態論とはーはじめにー
形態論の概観について学ぶ。

第3回

複合語の種類
日英語の例を通して、複合語の形について学ぶ。

第4回

語彙化
日英語の例を通して、語彙化について学ぶ。

第5回

複合名詞の構造
日英語の例を通して、複合名詞の要素について学ぶ。

第6回

語としての機密性
日英語の単語の機密性を中心に学ぶ。

第7回

名詞と形容詞
日英語の例を通して、名詞と形容詞の構造について学ぶ

第8回

複合名詞の機密性
日英語の例を通して、複合語の機密性について学ぶ。

第9回

3種類の合成語
日英語の例を通して、合成語の構造について学ぶ。

第10回

クラスIとクラスII接辞
日英語の例を通して、語の階層性について学ぶ。

英語学概論で学んだことを復習するととも
に、教科書の第１４講を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するととも
に、２．２を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の２．３を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第２．４を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の２．５を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の２．６を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の２．７を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の２．８読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の３．１を読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するととも
に、３．２を読むこと

4時間

第11回

語彙音韻論について
語彙音韻論の構造について考える。

教科書３．３を読んでおくこと。

4時間

第12回

語彙層について
語彙音韻論の詳細について考える。

教科書３．４を読んでおくこと。

4時間

第13回

順序付けのパラドックス
語彙音韻論の例外等について考える。

教科書３．５を読んでおくこと。

4時間

第14回

音律音韻論

これまで学習したことを復習し、発表の準
備をしておくこと。

4時間

単語と音声の関係を学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

第二言語習得論
西原哲雄
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、第二言語がどのように習得されるのかを多面的な視点から学んでいく。第二言語習得には、多くの学習者に共通する部分と個人に
よって異なる部分とがある。どちらの部分も視野に収めつつも、これまでどのように英語を学習してきたのかを受講者に振り返ってもらうこと
で、自身の学習経験が第二言語習得研究の知見に基づいてどう解釈することができるのかを考える。さらに、英語教員として教壇に立ったと
き、効果的かつ効率的な指導を行なうためには、どういった点に注意しなければならないのかについて検討していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

第二言語習得の理論

第二言語習得で用いられる基礎概念を理解で
きている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

諸現象に見られる問題を明らかにし、探求す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 第二言語習得論で用いられる基礎概念を理解できている
40％

発表

： 内容が適切である、論理的に展開している、効果的に伝えている
20％

課題

： 内容が適切である、論理的に展開している
20％

授業への参加・取り組み状況

： 積極的に発言している、授業にしっかりと取り組んでいる
20％

使用教科書
指定する
著者
廣森友人

タイトル
・

出版社

英語学習のメカニズム

・ 大修館書店

参考文献等
白畑知彦他（編） 『英語教育用語辞典（第３版）』 大修館書店 2019
馬場今日子・新多了 『はじめての第二言語習得論講義』 大修館書店 2016
Lightbown, Patsy M. and Nina Spada, How Languages Are Learned, Oxford University Press, 2013
鈴木渉『第二言語習得研究に基づく英語指導』大修館書店 2017
西原哲雄『英語教育と言語研究』朝倉書店 2018
西原哲雄『心理言語学』朝倉書店 2017(2018)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、前回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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出版年
・

2015 年

7316

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション－第二言語習得とは何か
第二言語習得とは何かについて考える。

第2回

グローバル社会の英語教育（１）－英語はどのような言語か

英語の歴史を概観するとともに、英語の位置づけについて分析す
る。
第3回

グローバル社会の英語教育（２）－仕事で使える英語力とはど
のようなものか

「英語が使える」とはどのようなことを意味するのか考察する。
第4回

第二言語習得の過程（１）－日本人は英語ができないのか
日本人の英語力を示す客観的な資料を分析するとともに、母
語と目標言語の間の距離が学習の難易に及ぼす影響つい て考
察する。

第5回

第二言語習得の過程（２）－習得の過程はどのようなものか

母語習得と第二言語習得の相違点について考察する。
第6回

言語のインプット（１）－第二言語習得のために必要なイン
プッ ト量とは
母語習得と第二言語習得におけるインプット量の違いについ
て考え、目標レベルとその達成に必要なインプット量につい
て学ぶ。

第7回

言語のインプット（２）－インプットの効果を高めるための工
夫とは何か
インプットの量を確保するための様々な方法について考える。

第8回

言語のアウトプット（１）－アウトプットはなぜ必要なのか
第二言語習得においてアウトプットが果たす役割について考察す
る。

第9回

言語のアウトプット（２）－アウトプットを高めるための工
夫とは何か
アウトプットの量を確保するための様々な方法について考える。

第10回

第二言語習得の動機づけ－何が「やる気」を起こさせる のか

動機づけの分類し、動機づけが上がったり下がったりするのはど
のような場合かを考察する。
第11回

学習の方略（１）－学習とはなにか

学習のメカニズムと方略について考察する。
第12回

学習の方略（２）－メタ認知とはなにか

自律的な学習者とはどのような存在であるのかを考察する。
第13回

学習のスタイル（１）－学習のスタイルとは何か

学習のスタイルについて考察し、様々なタイプに分類する。
第14回

学習のスタイル（２）－第二言語習得に性格が影響を及ぼすの
か
学習スタイルと第二言語習得の間の関係について考察する。
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「母語」「第二言語」「外国語」という用
語がどのような意味を表すために用いられて
いるかを事前に調べておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１章を読んでおく。また、英語
史の大まかな流れについて事前に調べておく
こと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第１章を再度読んでおく。また、文科
省の「「英語が使える日本人」の育成のため
の戦略構想」と「「英語が使える日本
人」の育成のための行動計画」をダウンロー
ドし、事前に読んでおくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第２章を読んでおく。また、CEFRと
は何かを事前に調べておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第２章を再度読んでおく。また、と
はKrashenのthe Monitor Modelについて事
前に調べておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第３章を読んでおく。ま
た、Krashenのthe Monitor Modelについて事
前に調べておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第３章を再度読んでおく。また、自分自
身がどのようにインプットする機会を確保し
ているか振り返っておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第４章を読んでおく。また、Swainのアウ
トプット仮説について調べておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第４章を再度読んでおく。また、自分自
身がどのようにアウトプットをする機会を確
保しているか振り返っておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第５章を読んでおく。また、自分自身が
なぜ英語の学習をこれまで続けてこられたの
か振り返っておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第６章を読んでおく。また、自分自
身が英語を学習する際にどのようなことをし
ているか振り返っておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第６章を再度読んでおく。また、自分自
身が英語を学習する際にどのような計
画を立てているか振り返っておくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第７章を読んでおく。また、自分自身が
どのようなタイプの英語学習者か振り返って
おくこと。

4時間

前回の学習内容を復習するとともに、教科
書の第７章を再度読んでおく。また、自分自
身がどのようなタイプの指導を受けたい
と思っているか振り返っておくこと。

4時間

7321
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語文法論
西原哲雄
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、英語の文法のうち主要な項目を取り上げ、文の構造と意味について丁寧に解説していくことで、受講者が英語の言語的特性と日
本語との共通性を意識しながら、基本的な文法項目を統一的に捉えられるようになることを目指す。さらに、そうした基礎的な知識の修
得に加えて、日本人英語学習者にそれぞれの要点をどのように指導すれば効果的な学習が促進されるかという実践的指導方法をも検討し、文法
指導のあり方全般について考えていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

英文法の再整理

基礎的な文法用語に親しむとともに、授業実
践に繋げられる形で、英文法を再整理する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

諸現象に見られる問題を明らかにし、探求す
ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 英文法の知識が身に付いている、わかりやすく解説している
40％

小テスト

： 英文法の知識が身に付いている
20％

発表

： 内容が適切である、論理的に展開されている、プレゼンテーションが効果的である
20％

授業への参加・取り組み状況

： 積極的に発言している、授業にしっかりと取り組んでいる
20％

使用教科書
指定する
著者
安井稔

タイトル
・

出版社

改訂版英文法総覧

・ 開拓社

参考文献等
伊藤健三他『大学生のための現代英文法』 開拓社 1999
安藤貞雄 『現代英文法講義』 開拓社 2005
時吉秀弥 『英文法の鬼100則』アスク 2019
Swan, Michael. Practical English Usage (4th Edition). 2017

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

1996 年

7321

時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション―文法と意味
文法とは何か、文法の存在意義について学ぶ。

教科書の第１章を読んでおく。

4時間

第2回

文
文の構造について学ぶ。

教科書の第２章を読んでおく。

4時間

第3回

主語
主語の構造について学ぶ。

教科書の第３章を読んでおく。

4時間

第4回

文型
文型とは何か、文型はいくつあるのかについて学ぶ。

教科書の第４章を読んでおく。

4時間

第5回

目的語
目的語の構造について学ぶ。

教科書の第５章を読んでおく。

4時間

第6回

補語
補語の構造について学ぶ。

教科書の第６章を読んでおく。

4時間

第7回

修飾語句
様々な、修飾語句について学ぶ。

教科書の第７章を読んでおく。

4時間

第8回

文の種類
様々な文の種類の違いについて学ぶ。

教科書の８章を読んでおく。

4時間

第9回

名詞
様々な名詞の構造の違いについて学ぶ。

教科書の第９章を読んでおく。

4時間

第10回

代名詞
代名詞用法の違いについて学ぶ。

教科書の第１０章を読んでおく。

4時間

第11回

形容詞
形容詞の用法について学ぶ。

教科書11章を読んでおく。

4時間

第12回

冠詞
冠詞の用法について学ぶ。

教科書の第1２章を読んでおく。

4時間

第13回

副詞
副詞の様々な用法について学ぶ。

教科書13章を読んでおく。

4時間

第14回

動詞など

これまでの学習を振り返って、指導の準備を
する。

4時間

動詞などの構造を理解する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語文学史Ⅰ
片山美穂
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、イギリス文学やアイルランド文学、およびアメリカ文学について学びながら、英語文学・文化の歴史や特性について基礎的な知
識を身につける。それにより、英語文学・文化における文化的特性や時代思潮についても理解を深め、さらには現代において英語文学・文
化を学ぶ意味についても考えていく。具体的には、各時代の著名な作家の作品（詩・演劇・小説）の一部を原文で読解する一方、翻訳や映像作
品なども活用をし、できる限り多くの原作に触れ、英語文学における基礎的教養を養っていくことを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

イギリスやアメリカ等の文学における作
家や作品について知識を養う

イギリスやアメリカ等の文学作品につい
て、その時代思潮等に基づきながら、全体
像を理解することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

それぞれの文学作品について、その文学史に
おける位置づけを考慮しつつ、作品のもつ意
味を考察することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション

： 作品や作家についての知識の正確性、およびそれらについての論点の明確さについて評定します。
20％

課題
30％
定期試験

： 作品や作家についての知識の正確性と、作品のもつ意味合いについての理解度について評定しま
す。
： 時代思潮を含めた、通史的な作品や作家に関する理解度について評定します。

50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『イギリス文学史入門』、川崎寿彦(著)、研究社出版、1986
『アメリカ文学史入門』、大橋吉之輔(著)、研究社出版、1987

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーション、イギリス文学（１） 概観（中世～小
説の勃興）
中世から小説の勃興までのイギリス文学を概観する。

テキストを読み、全体のイギリス文学の流れ
を理解する

4時間

第２回

イギリス文学（２）

テキストを読み、中世の作品の特徴につい
て理解する

4時間

テキストを読み、シェイクスピア等の作
品の特徴について理解する

4時間

テキストを読み、シェイクスピア等の作
品の特徴について理解する

4時間

テキストを読み、王政復古期の作品の特徴に
ついて理解する

4時間

テキストを読み、新古典主義の作品の特徴に
ついて理解する

4時間

テキストを読み、小説の勃興期の作品の特
徴について理解する

4時間

テキストを読み、マライア・エッジワ
ス等の作品の特徴について理解する

4時間

テキストを読み、全体のアメリカ文学
史の流れ、および植民地時代の作品の特徴に
ついて理解する

4時間

中世

中世に書かれた作品について学修する。
第３回

イギリス文学（３）

ルネサンス①

シェイクスピア（映像）

シェイクスピアの作品を中心に、映像としての観点から見た特
質に焦点を当てながら学修する。
第４回

イギリス文学（４）

ルネサンス②

シェイクスピア（劇）

シェイクスピアの作品を中心に、テクストとしての特質に焦
点を当てながら学修する。
第５回

イギリス文学（５）

王政復古期

王政復古期の作品について学修する。
第６回

イギリス文学（６）

新古典主義

新古典主義の作品について学修する。
第７回

イギリス文学（７）

小説の勃興

小説の勃興期の作品について学修する。
第８回

イギリス文学（８）

アイルランド文学

マライア・エッジワスの作品を中心に学修する。
第９回

アメリカ文学（１） 概観（植民地時代～ロスト・ジェネレー
ション）、植民地時代
植民地時代からロスト・ジェネレーションまでのアメリカ文
学を概観する。また、植民地時代の作品について学修する。

第１０回

アメリカ文学（２） アメリカン・ルネッサンス① ヘン
リー・デイヴィッド・ソロー
ヘンリー・デイヴィッド・ソローの作品を中心に学修する。

テキストを読み、ヘンリー・デイヴィッ
ド・ソロー等の作品の特徴について理解する

4時間

第１１回

アメリカ文学（３） アメリカン・ルネッサンス②
ガー・アラン・ポー
エドガー・アラン・ポーの作品を中心に学修する。

エド

テキストを読み、エドガー・アラ
ン・ポー等の作品の特徴について理解する

4時間

第１２回

アメリカ文学（４） ロスト・ジェネレーション①
ト・ヘミングウェイ、発表の準備

アーネス

テキストを読み、アーネスト・ヘミングウェ
イ等の作品の特徴について理解する。発
表の準備をする

4時間

アーネスト・ヘミングウェイの作品を中心に学修する。
これまでの履修内容に基づき、作品を1つ選んで考察し、発
表の構想作成と準備を行う。
第１３回

発表(1) 前半
作品の考察に基づき、前半の担当者が発表を行う。

これまでの文学史の流れを復習する

4時間

第１４回

発表(2) 後半
作品の考察に基づき、後半の担当者が発表を行う。

これまでの文学史の流れを復習する

4時間
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英語文学史Ⅱ

授業科目名

片山美穂

担当教員名

2年

学年・コース等

後期

開講時期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、英語文学史Ｉで学修した知識に基づき、より焦点を当ててイギリスやアメリカの文学史を形成する特徴的な作品について学び
を深め、各作家や作品のその文化史上の位置づけおよび、文化的特性や思潮について理解を深めていく。さらには、20世紀以降の現代的な作
品についても検討を行っていく。それにより、社会問題や時代背景に基づく諸課題を巡って、各作品が英語文学史上でどのように展開されてき
ているかについても考察し、より深い作品鑑賞に向けての土台を養っていくことをも目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

イギリスやアメリカ等の文学における作
家や作品について知識を養う

イギリスやアメリカ等の文学作品につい
て、その時代思潮等に基づきながら全体
像を考察することができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

それぞれの文学作品について、その文学史に
おける位置づけを考慮しつつ、作品のもつ意
味を考察することができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション

： 作品や作家についての知識の正確性、およびそれらについての論点の明確さについて評定します。
20％

課題

： 作品や作家についての知識の正確性と、作品のもつ意味合いについての理解度を評定します。
30％

試験

： 時代思潮を含めた、通史的な作品と作家に関する理解度について評定します。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『イギリス文学史入門』、川崎寿彦(著)、研究社出版、1986
『アメリカ文学史入門』、大橋吉之輔(著)、研究社出版、1987

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション、イギリス文学（１）
義～第二次世界大戦後）

概観（ロマン主

496

テキストを読み、全体のイギリス文学
史の流れを理解する

4時間

7325
ロマン主義から第二次世界大戦後までのイギリス文学について概
観する。
第２回

イギリス文学（２） ロマン主義① ウィリアム・ワーズワー
ス
ウィリアム・ワーズワースの作品を中心に学修する。

テキストを読み、ワーズワース等の作品の特
徴について理解する

4時間

第３回

イギリス文学（３）

テキストを読み、シェリー等の作品の特徴に
ついて理解する

4時間

テキストを読み、オースティン等の作品の特
徴について理解する

4時間

ロマン主義②

メアリ・シェリー

メアリ・シェリーの作品を中心に学修する。
第４回

イギリス文学（４）

ロマン主義③

ジェイン・オースティン

ジェイン・オースティンの作品を中心に学修する。
第５回

イギリス文学（５） ヴィクトリア朝① シャーロット・ブロ
ンテ
シャーロット・ブロンテの作品を中心に学修する。

テキストを読み、ブロンテ等の作品の特徴に
ついて理解する

4時間

第６回

イギリス文学（６） ヴィクトリア朝② ロバート・ルイ
ス・スティーヴンソン
ロバート・ルイス・スティーヴンソンの作品を中心に学修する。

テキストを読み、スティーヴンソン等の作
品の特徴について理解する

4時間

第７回

イギリス文学（７）

テキストを読み、モダニズムの作品の特徴に
ついて理解する

4時間

テキストを読み、第二次世界大戦後の作
品の特徴について理解する

4時間

モダニズム

モダニズムの作品について学修する。
第８回

イギリス文学（８）

第二次世界大戦後

第二次世界大戦後の作品について学修する。
第９回

アメリカ文学（１） 概観（ロスト・ジェネレーション～第二
次世界大戦後）、ロスト・ジェネレーション② ウィリア
ム・フォークナー
ロスト・ジェネレーションから第二次世界大戦後までのアメリ
カ文学について概観する。また、ウィリアム・フォークナーの作
品を中心に学修する。

テキストを読み、全体のアメリカ文学
史の流れ、およびフォークナー等の作品の特
徴について理解する

4時間

第１０回

アメリカ文学（２）

テキストを読み、1930年代の作品の特徴につ
いて理解する

4時間

1930年代

1930年代の作品について学修する。
第１１回

アメリカ文学（３） 第二次世界大戦後① J・D・サリン
ジャー
J・D・サリンジャーの作品を中心に学修する。

テキストを読み、サリンジャー等の作品の特
徴について理解する

4時間

第１２回

アメリカ文学（４） 第二次世界大戦後② トニ・モリス
ン、発表の準備
トニ・モリスンの作品を中心に学修する。
これまでの履修内容に基づき、作品を1つ選んで考察し、発
表の構想作成と準備を行う。

テキストを読み、モリスン等の作品の特徴に
ついて理解する。発表の準備を行う

4時間

第１３回

発表(1) 前半
作品の考察に基づき、前半の担当者が発表を行う。

これまでの文学史の流れを復習する

4時間

第１４回

発表(2) 後半
作品の考察に基づき、後半の担当者が発表を行う。

これまでの文学史の流れを復習する

4時間

497

7331

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語文学史研究
片山美穂
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、英語文学史I、IIを基礎とし、さらに発展的な学修を行うことを目指す。中世から現代についてのより幅広い時代の文学作
品を取り上げ、詩や劇、小説等の原典の精読を行い、そして作品を深く鑑賞し、より多様な観点から英米文学史の理解を深めていく。具体的に
は、中世のアーサー王物語、ジョン・ミルトンの「リシダス」やカズオ・イシグロの『日の名残り』等を扱い、それにより騎士道精神や、関
連する作品群、および牧歌的哀歌や語りの問題等、多様な観点から文学作品を鑑賞する力を養成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

イギリスやアメリカ等の文学における作
家や作品について、学修した知識を元に分析
的な視点を養う

イギリスやアメリカ等の文学作品につい
て、時代思潮をも考慮しつつ、論点を深め
て分析をすることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

それぞれの文学作品について、時代思潮を
も考慮しつつ、作品中の論点を挙げることが
できる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション
20％
課題
30％
定期試験
50％

： 作品や作家についての知識の正確性、および論点を絞って自分の分析を深めることができているか
について評定します。
： 作品や作家についての知識の正確性と、自分の分析を論理だててまとめられているかについて評
定します。
： 時代思潮を踏まえた、作家や作品についての知識の正確性と、授業で取り上げた作品の論点の理解
度を評定します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
Alfred Tennyson (著), Idylls of the King, J. M. Gray (編), Penguin, 1983
Mark Twain (著), A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, Dover, 2001
John Milton (著), The Major Works, Stephen Orgel (編), Oxford UP, 2003
Aphra Behn (著), Oroonoko and Other Writings, Paul Salzman (編), Oxford UP, 1998
Anne Bronte (著), The Tenant of Wildfell Hall, Herbert Rosengarten (編), Oxford UP, 2008
Kazuo Ishiguro (著), The Remains of the Day, Faber & Faber, 2005

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します
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7331
場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、授業で取り上げる作品の英文学史上の位
置づけについて、アーサー王物語（１）概要
中世から現代までのイギリス文学について、それぞれの時代思
潮の特性および、代表作家や作品の理解を深める。また、アー
サー王物語の概要を、時代思潮などに基づいて学修する。

中世から現代までのイギリス文学の時代思
潮や代表作を調べる。また、アーサー王物
語の概要とその特色について調べる

4時間

第2回

アーサー王物語（２）騎士道精神
アーサー王物語を、騎士道精神の観点からさらに学修を深める。

騎士道精神とは何かについて調べる

4時間

第3回

アーサー王物語（３）アルフレッド・テニスン「国王牧歌」

アルフレッド・テニスン の「国王牧歌」の概
要とその特色について調べる

4時間

マーク・トウェインの『アーサー王宮廷のコ
ネチカット・ヤンキー』の概要とその特色に
ついて調べる

4時間

ジョン・ミルトン の「リシダス」の概要とそ
の特色について調べる

4時間

アルフレッド・テニスン の「国王牧歌」を学修する。
第4回

アーサー王物語（４）マーク・トウェイン『アーサー王宮
廷のコネチカット・ヤンキー』
マーク・トウェインの『アーサー王宮廷のコネチカット・ヤン
キー』を学修する。

第5回

ジョン・ミルトン 「リシダス」（１）概要
ジョン・ミルトン の「リシダス」の概要を、時代思潮など
に基づいて学修する。

第6回

ジョン・ミルトン 「リシダス」（２）牧歌的哀歌
ジョン・ミルトン の「リシダス」を、牧歌的哀歌という観点か
らさらに学修を深める。

牧歌的哀歌とは何かについて調べる

4時間

第7回

アフラ・ベーン『オルノーコ』（１）概要

アフラ・ベーンの『オルノーコ』の概要とそ
の特色について調べる

4時間

アフラ・ベーンの『オルノーコ』の概要を、時代思潮に基づい
て学修する。
第8回

アフラ・ベーン『オルノーコ』（２）植民地との関連から
アフラ・ベーンの『オルノーコ』を、イギリスの海外政策とい
う観点からさらに学修を深める。

イギリスの17世紀の海外政策について調べる

4時間

第9回

アン・ブロンテ『ワイルドフェル・ホールの住人』（１）概要

アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホー
ルの住人』の概要とその特色について調べる

4時間

アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホールの住人』の概
要を、時代思潮などに基づいて学修する。
第10回

アン・ブロンテ『ワイルドフェル・ホールの住人』（２）結婚
制度
アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホールの住人』を、結婚制
度という観点からさらに学修を深める。

19世紀イギリスの結婚制度について調べる

4時間

第11回

カズオ・イシグロ『日の名残り』（１）概要

カズオ・イシグロの『日の名残り』の概要と
その特色について調べる

4時間

カズオ・イシグロの『日の名残り』の概要を、時代思潮など
に基づいて学修する。
第12回

カズオ・イシグロ『日の名残り』（２）語り
カズオ・イシグロの『日の名残り』を、語りの観点からさらに学
修を深める。

文学における「語り」について調べる

4時間

第13回

発表の準備
これまでの履修内容に基づき、作品を1つ選んで分析し、発
表の構想作成と準備を行う。

プレゼンテーションの準備

4時間

第14回

発表

これまで履修した作品や論点などについて復
習する

4時間

第13回で取り上げた作品について、各自で行った分析のプレゼン
テーションを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

リーディングスキルズⅠ
高橋昌由
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首席（２年）

実務経験の概要

授業概要
パラグラフ・レベルで書かれた様々なテーマの英文を理解することをめざします。まず、使われている単語を学習し、その後本文を大まかに理
解します。次に、パラグラフリーディングに進みます。単語ごとに日本語に置き換えていくのではなく、パラグラフごとに何が書かれているの
かを読み取っていきます。本文を理解するために必要となる文法も学びます。さらに、様々な練習問題を解くために必要なスキルを身につけて
いきます。英文を理解することだけでなく、英文で使用されている単語を用いて、自分の意見を伝えることができるよう授業を進めていきま
す。授業では、学生間で協力して理解を深めていく時間も設けます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

本文の概要や詳細を理解するために必要な語
彙・語句、文の構造を学ぶだけでなく、リー
ディングに必要なスキルを身につけていく。

本文の概要を理解し、さらに必要な情
報を探すことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

テキストから得られた情報をベースにし
て、社会で遭遇する問題を解決できるスキ
ルを養う。

2 ．DP6.行動・実践

読んだ内容に関して、自分の意見を他
社に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業活動への参加度、授業中の課題提 ： 教員からの質問に応じて的確に解答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを評価するこ
出
とを基本とする。また毎回提出するワークシート等によって評価する。
40％
小テスト

： 授業で学んだことがどれだけ身についているかどうかをテストで確認する。
40％

レポート

： 学修の成果を対象としてその程度を確認する。
20％

使用教科書
指定する
著者
卯城裕司ら

タイトル
・

出版社

Reader's Ark Intro

・ 金星堂

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

500

出版年
・

2012 年

7341

時間：

火曜日2時間目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の進め方や成績評価の方法について説明を行う。また、英文
読解問題を解く（解説も行う）ことで、現段階の学力を把
握し、授業を効果的に進める。
多読の図書館活用方法も含む。

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第2回

パラグラフの理解
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②パラグラフの構
成の理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第3回

メイントピックと主要な情報の読み取り
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②メイントピッ
クと主要な情報の読み取り方法の理解）

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第4回

キーワードとキーセンテンスの理解
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②キーワードとキー
センテンスの理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第5回

キーワードを使った要約
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②キーワードを使っ
た要約

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第6回

スキミングとは
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②スキミングの理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第7回

スキミングの演習
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②スキミングの演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第8回

スキャニングとは
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②スキャニングの理
解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第9回

スキャニングの演習
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②スキャニングの演
習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第10回

文脈からの語彙の類推：効果と方法
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、②文脈からの語
彙の類推の理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第11回

文脈からの語彙の類推：演習
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、② 文脈からの語
彙の類推：演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第12回

接続詞：論理的つながりと接続詞に着目した読み方
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、② 接続詞：論理
的なつながりの理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第13回

トピックセンテンスの見つけ方
①内容理解（語彙、大意把握と詳細理解）、② トピックセンテ
ンスの見つけ

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第14回

精読と多読、まとめ
academicとcreativeの違い

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

501

7346

431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

リーディングスキルズⅡ
高橋昌由
1年

開講時期

後期

1

単位数

演習

該当する
高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首席（２年）

実務経験の概要

授業概要
パラグラフ・レベルで書かれた様々なテーマの英文を理解することをめざします。まず、使われている単語を学習し、その後本文を大まかに理
解します。次に、パラグラフリーディングに進みます。単語ごとに日本語に置き換えていくのではなく、パラグラフごとに何が書かれているの
かを読み取っていきます。本文を理解するために必要となる文法も学びます。さらに、様々な練習問題を解くために必要なスキルを身につけて
いきます。リーディングスキルズⅡでは、暗示的に示されている内容の理解やCritical readingなどさらに発展的なリーディングスキルの演
習を取り入れ、読み取った情報を整理し、それを基に自らの思考を深める授業活動を行います。英文を理解することだけでなく、英文で使用さ
れている単語を用いて、自分の意見を伝えることができるよう授業を進めていきます。授業では、学生間で協力して理解を深めていく時
間も設けます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

本文の概要や詳細を理解するために必要な語
彙・語句、文の構造を学ぶだけでなく、リー
ディングに必要なスキルを身につける。

本文の概要を理解し、さらに必要な情
報を探すことができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

テキストから得られた情報をベースに社
会で遭遇する問題を解決できるスキ
ルを養う。

2 ．DP6.行動・実践

読んだ内容に関して、自分の意見を他
社に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業活動への参加度、授業中の課題提 ： 教員からの質問に応じて的確に解答することを標準とし、論理的、積極的な発言などを評価するこ
出
とを基本とする。また毎回提出するワークシート等によって評価する。
40％
小テスト

： 授業で学んだことが身についているかどうかをテストで確認する。
40％

レポート

： 学修の成果を対象としてその程度を確認する。
20％

使用教科書
指定する
著者
馬場幸雄ら

タイトル
・

出版社

Premium Reader Intermediate

・ 金星堂

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

502

出版年
・

2011 年

7346

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2時間目

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の進め方や成績評価の方法について説明を行う。また、英文
読解問題を解く（解説も行う）ことで、現段階の学力を把
握し、授業を効果的に進める。
多読の説明も行う。

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第2回

文章から述べられていない意図(inferences)を類推する：導入
パラグラフの構成の理解後、①内容理解（語彙、大意把握と詳細
理解）、②パラグラフの構成の理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第3回

文章から述べられていない意図(inferences)を類推する：演習
メイントピックと主要な情報の読み取り方法の理解後、①内容理
解（語彙、大意把握と詳細理解）、②メイントピックと主要な情
報の読み取り

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第4回

修辞的意図を理解する：導入
キーワードとキーセンテンスの理解後、①内容理解（語彙、大意
把握と詳細理解）、②キーワードとキーセンテンスの理解

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第5回

修辞的意図を理解する：演習
キーワードを使った要約の理解後、①内容理解（語彙、大意把
握と詳細理解）、②キーワードを使った要約

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第6回

段落構成を理解する：導入
スキミングとはを理解後、①内容理解（語彙、大意把握と詳細理
解）、スキミングの実際

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第7回

段落構成を理解する：演習
スキミングの演習後、①内容理解（語彙、大意把握と詳細理
解）、スキミングの演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第8回

論旨のつながり(coherence)を理解する：導入
スキャニングの演習後、①内容理解（語彙、大意把握と詳細理
解）、スキャニングの実際

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第9回

論旨のつながり(coherence)を理解する：演習
スキャニングの理解後、①内容理解（語彙、大意把握と詳細理
解）、②スキャニングの理解後、①内容理解（語彙、大意把
握と詳細理解）、スキャニングの演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第10回

接続詞の効果の理解：導入
文脈からの語彙の類推：効果と方法の理解後、①内容理解（語
彙、大意把握と詳細理解）、②文脈からの語彙の類推：演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第11回

接続詞の効果の展開の理解：演習
文脈からの語彙の類推の理解後、①内容理解（語彙、大意把
握と詳細理解）、②文脈からの語彙の類推：演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第12回

クリティカルリーディング：導入
接続詞：論理的なつながりの理解後、①内容理解（語彙、大意把
握と詳細理解）、② 接続詞：論理的なつながり

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第13回

クリティカルシンキング：演習
接続詞に着目した読み方の演習をした後、①内容理解（語彙、大
意把握と詳細理解）、② 接続詞に着目した読み方の演習

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間

第14回

クリティカルリーディング：まとめ
トピックセンテンスの見つけ方を理解後、①内容理解（語彙、大
意把握と詳細理解）、②トピックセンテンスの見つけ方

授業外学修課題に関しては授業で指示する。

1時間
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431

パラグラフライティングⅠ

授業科目名

片山美穂

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

1

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、英語の文章構成の特性において重要となるパラグラフ構成について基本的な知識を修得する。その際には、毎回テーマを決め、身
近なテーマにしたがってまとまった分量を書く活動を位置づけ、パラグラフライティングについて実践的に学んでいく。また、単に書くことだ
けではなく、テーマに即した、まとまった分量の英文を読み、自分自身の意見を整理した上で書くことが求められる。したがって、リーディン
グに基づいたライティングの活動を展開していく。さらに、書いた文章を協同して編集する機会を取り入れ、優れた構成や文章を書く力を高め
ていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英作するために必要な基本的な語彙・語
句、文法を理解し、要約や自分の意
見を書く能力を身につけていく。

基本的な語彙・語句、文法を習得し、要
約や自分の意見を書くことができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英文の内容に関して、自分の意見を正
確に伝えることができる能力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題

： 各単元で学習した、語彙や表現等について、適切に使用しているかについて評定します。
30％

発表
20％
定期試験

： 各単元で学習した、語彙や表現等について、適切に使用しているか、および正確に内容を伝えられ
ているかについて評定します。
： 授業で履修した、構成方法や、語彙や表現等の定着度について評定します。

50％

使用教科書
指定する
著者
宮田

タイトル
学

・

出版社

英語で書いてみよう(改定版）

・ 三修社

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室

504

出版年
・

2020 年

7351

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、ユニット1 Self-Introduction(1) ライ
ティング
自己紹介に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う

自己紹介に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

第2回

ユニット1 Self-Introduction(2) ライティングの振り返りと修
正
第1回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

自己紹介に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

第3回

ユニット2

学校に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

学校に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

身近な人や場所に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

My College(1) ライティング

学校に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第4回

ユニット2 My College(2) ライティングの振り返りと修正
第3回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第5回

ユニット３ Family and Hometown(1) ライティング
身近な人や場所に関連する語彙や表現を学び、ライティン
グを行う

第6回

ユニット３ Family and Hometown(2) ライティングの振り返り
と修正
第5回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

身近な人や場所に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

第7回

ユニット4 Pastimes and Hobbies(1) ライティング

娯楽や趣味に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

娯楽や趣味に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第8回

ユニット4 Pastimes and Hobbies(2) ライティングの振り返り
と修正
第7回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

娯楽や趣味に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

第9回

ユニット5 Weekends(1) ライティング

週末に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

週末に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

友人に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

友人に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

週末に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第10回

ユニット5 Weekends(2)

ライティングの振り返りと修正

第9回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する
第11回

ユニット6 Friends(1) ライティング
友人に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う

第12回

ユニット6 Friends(2) ライティングの振り返りと修正
第11回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第13回

発表の準備
これまでに学習した語彙や表現を使用して、ライティングを行う

発表の準備をする

1時間

第14回

発表
第13回で行ったライティングについて、発表を行う

これまで学習した語彙や表現を復習する

1時間
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パラグラフライティングⅡ

授業科目名

片山美穂

担当教員名

1年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

1

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、パラグラフ・ライティングⅠを踏まえて、英語の文章構成の特性において重要となるパラグラフ構成について、より精錬した文
章を書くための演習を行う。身近ではあるが一般的なテーマに即して、５段落程度のまとまった分量を書く活動を通して、パラグラフライティ
ングについて実践的に学んでいく。その際には、テーマに即したまとまった分量の英文を読み、自分自身の意見を整理した上で書くことが求め
られる。さらに、書いた文章を協同して編集する機会を取り入れ、優れた構成や文章を書く力を高めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英作するために必要な基本的な語彙・語
句、文法を理解し、要約や自分の意
見を書く能力を身につけていく。

基本的な語彙・語句、文法を習得し、要
約や自分の意見を書くことができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英文の内容に関して、自分の意見を正
確に伝えることができる能力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題

： 各単元で学習した、語彙や表現等について、適切に使用しているかについて評定します。
30％

発表
20％
定期試験

： 各単元で学習した、語彙や表現等について、適切に使用しているか、および正確に内容を伝えられ
ているかについて評定します。
： 授業で履修した、構成方法や、語彙や表現等の定着度について評定します。

50％

使用教科書
指定する
著者
宮田

タイトル
学

・

出版社

英語で書いてみよう(改定版）

・ 三修社

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室
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出版年
・

2020 年

7356
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、ユニット7 High School Days (1) ライ
ティング
高校生活に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う

高校生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

第2回

ユニット7 High School Days (2) ライティングの振り返りと修
正
第1回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

高校生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

第3回

ユニット8 Education in Japan (1) ライティング

教育に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

教育に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第4回

ユニット8 Education in Japan (2) ライティングの振り返り
と修正
第3回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

教育に関連する語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

第5回

ユニット9 Love and Marriage (1) ライティング

恋愛や結婚に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

恋愛や結婚に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第6回

ユニット9 Love and Marriage (2) ライティングの振り返り
と修正
第5回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

恋愛や結婚に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

第7回

ユニット10 College Life (1) ライティング

大学生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

大学生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

家庭生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

家庭生活に関連する語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

社会的課題に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

社会的課題に関連する語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

大学生活に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う
第8回

ユニット10 College Life (2) ライティングの振り返りと修正
第7回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第9回

ユニット11 Family Life (1) ライティング
家庭生活に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う

第10回

ユニット11 Family Life (2) ライティングの振り返りと修正
第9回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第11回

ユニット12 Social Issues (1) ライティング
社会的課題に関連する語彙や表現を学び、ライティングを行う

第12回

ユニット12 Social Issues (2) ライティングの振り返りと修正
第11回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第13回

発表の準備
これまでに学習した語彙や表現を使用して、ライティングを行う

発表の準備をする

1時間

第14回

発表
第13回で行ったライティングについて、発表を行う

これまで学習した語彙や表現を復習する

1時間
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431

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

リスニングスキルズⅠ
片岡晴美
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
公立・私立の中学校・高等学校・大学で、英語の授業を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
日本語母語話者にとって、英語の聴解力を身につけるためには、ポーズの活用や概要から細部への理解、ならびに繰り返し聞くことなどが有
効である。これらの方法を駆使しながら、受講生が聞いて興味をもてるような題材を用いて、リスニングやディクテーションを行いながら英
文を把握する。そのあと、内容について受講生同士で意見交換を行う。英語のクイズやロールプレイングなどを用いてリスニング力だけではな
く、他の3技能を含めて英語の総合力の向上を図る。課題作成や発表をとおして、自主的、自律的に英語を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際の英語を聞き取れるようになる。そのた
めに、背景知識や英語文法力などを向上させ
て応用できるようになる。

英語の発音方法の動画や英語の音声など
を聴いて理解できるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ディクテーション、シャドーイングといっ
た活動を通じて、より相手に通じる英語表
現へ近づく。

聴解力の向上を図る。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語でコミュニケーションがとれるようにな
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
英語の会話文を単に聞き取れるようになることにとどまらず、その台詞を話す人物になりきって英語での会話を進める練習を行います。模
倣からやがて通じる英語へと導くつもりですので、ペアやグループで行う発表のために練習してください。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
学生相互で評価し合い、コメントをし合う機会を設けます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
語学の習得には、継続した学習が必要です。
授業では、ペアやグループでの取り組みや発表がありますので、楽しんで練習してのぞんでください。
下記『授業への参加度』の評価基準
授業中： Unitの問題への取り組みや、クラスでのペアやグループワークでの取り組み、発表などを、5段階で評価していきます。
授業外の宿題・課題： 授業の予習と復習、オンライン映像配信サービス「plus Media」や、 スマートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、リスニング能力の向上を目指して学習しているかについて、内容、分量等を評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記）

： 14回の授業で学んだ、学習事項の達成度を評価します。
40％

小テスト
20％
授業への参加度

： 小テストは、前回の授業で学習した範囲から出題します。学習した内容を理解しているか（＝採点
結果）について、評価します。
： 上記注意事項欄に記載します。

40％
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

米山明日香、Lindsay Wells

・

出版社

Listening Steps［英
語の音を鍛えるリスニング・ス
テップ～1語からパッセー
ジへ～］

・ 金星堂

出版年
・

2017 年

参考文献等
参考書等は、毎時間の授業の中で、受講生の必要に合わせて紹介する。また参考資料などは、受講生の英語力に合わせて、授業中に適時配布す
る。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業時には、(a) 充電したスマートフォン、(b) イヤホン、(c) 辞書（英和・和英）の3点を必ず持参して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業実施教室

備考・注意事項： 授業の前後以外での質問などは、メールで受け付けます。メールアドレスは、第1回目の授業時に、お知らせします。メー
ルには必ず氏名と所属（学籍番号を含む）を明記して下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション、Unit 1: Travel（旅行）の前半
1（発音: 二重母音[e?]）

Step

授業の受け方、小テスト、授業外学習活動のやり方などの説明
※授業概要の説明を行います。履修希望者は必ず第1回目の授
業に出席して下さい。
第２回

Unit 1: Travel（旅行）の前半
音[e?]）

Steps 2-3（発音: 二重母

オンライン映像配信サービス「plus Media」で、学習範囲の動
画を視聴しながら、英語の音声の特徴や発音方法を学ぶ。Step
3まで学習した後、ペアやグループになって、音読しながら発
音の練習を行い、発表する。Self-evaluation Sheet（＝自己評
価シート）に、振り返りなどを記入する。
第３回

Unit 1: Travel（旅行）の後半
グ（音声: 音の連結）

Steps 4-5, ロールプレイン

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第４回

Unit 2: College Life（大学生活）①の前半
音: [r]）

Steps 1-3（発

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
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予習内容：教科書を購入済みの場合は、教科
書の最初のページから最後のページま
で目を通し、教科書全体の構成を把握してお
く。復習内容：(1) 授業で出てきた語彙や文
法を覚えておくこと。(2) 教科書の音
声を、自分のスマートフォンの「ミュージッ
ク」に入れておく。そして第2回目～第15回
目の授業時には、(a)充電したスマートフォ
ン、(b)イヤホン、(c) 辞書（英和・和
英）の3点を必ず持参する。(3) スマートフォ
ンに入れた教科書の音声を活用して、Unit
1の教科書の本文の「聴き読み」を1週間に3回
行い、予習する。

1時間

予習内容：教科書の学習範
囲に目を通し、分からない語彙や英文の意
味を調べておく。復習内容：(1) オンライ
ン映像配信サービス「plus Media」にアクセ
スし、Unit 1のStep 1とStep2の内容を教科
書も併用しながら、復習する。「Video」を視
聴し、Step 1のWordsをrepeatしながら復習す
る。次に、「Audio」をクリックし、Step
2の「Sound Change」の内容を復習する。(2)
スマートフォンに入れた教科書の音声を活
用して、Unit 1で学習した範囲を復習す
る。用紙に記入して自己採点して、次の授業
時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 1で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 2のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 2で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間

7361
第５回

Unit 2: College Life（大学生活）①の後半
ルプレイング（音声: 弱形）

Steps 4-5, ロー

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第６回

Unit 3: Shopping（買い物）の前半

Steps 1-3（発音: [l]）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第７回

Unit 3: Shopping（買い物）の後半
ング（音声: 強形）

Steps 4-5, ロールプレイ

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第８回

Unit 4: College Life（大学生活）②の前半
音: [?]）

Steps 1-3（発

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第９回

Unit 4: College Life（大学生活）②の後半
ルプレイング（音声: 弱化①）

Steps 4-5, ロー

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第１０回

Unit 5: Hotel（ホテル）の前半

Steps 1-3（発音: [a]）
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予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 2で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 3のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 3で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 3で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 4のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 4で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 4で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 5のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 5で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間
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小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第１１回

Unit 5: Hotel（ホテル）の後半 Steps 4-5, ロールプレイン
グ（音声: 弱化②―音の脱落―）

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第１２回

Unit 6: Train（電車）のSteps 1-5とロールプレイング（発音:
[?] / 音声: r音化）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第１３回

Unit 7: Restaurant（レストラン）のSteps 1-5とロールプレイ
ング (発音: [f] [v] / 音声: 同じ音の連続）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら会話の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第１４回

Units 1-7の総括と質疑応答、課題への総合評価

小テスト(Dictation)を行う。Units 1-7の学習範囲を復習す
る。ペアやグループになって、音読しながら前期に学んだ範
囲を総復習し、発表する。Self-evaluation Sheet（＝自己評
価シート）に、振り返りなどを記入する。
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予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 5で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 6のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 6で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 7のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 7で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：定期試験対策の勉強として、教科
書のUnits 1-7に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Units 1-7で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

リスニングスキルズⅡ
片岡晴美
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

該当する
公立・私立の中学校・高等学校・大学で、英語の授業を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
比較的まとまりのある長めの英文を聞き取る材料として、内容把握をしたり、ディクテーションを行う。題材から語彙や文法への知識を深め
てゆき、それらを実践的に身につけることができる。それらを達成するために、課題作成を行い、自主的、自律的に英語を修得することを目
指す。受講生がリスニング教材を提供することも可能とするので、自身が興味をもつ英文をつねに探しておくこと、授業にはそれらを準備し
て臨むことを課題とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

実際の英語を聞き取れるようになる。そのた
めに、背景知識や英語文法力などを向上させ
て応用できるようになる。

英語の発音方法の動画や英語の音声など
を聴いて理解できるようになる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ディクテーション、シャード―イングといっ
た活動を通じて、より相手に通じる英語表
現へ近づく。

聴解力の向上を図る。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語でコミュニケーションがとれるようにな
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
英語の会話文の聞き取りに取り組むことで、英語を聞くことに慣れてもらいます。次に、それを役柄になりきってペアやグループで練
習し、演じるなどの発表をしてもらいます。覚えた英語表現を使って、自分のことを発表できるようにしていきましょう。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
学生相互で評価し合い、コメントをし合う機会を設けます。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
語学の習得には、継続した学習が必要です。
授業では、ペアやグループでの取り組みや発表がありますので、楽しんで練習してのぞんでください。
下記『授業への参加度』の評価基準
授業中： Unitの問題への取り組みや、クラスでのペアやグループワークでの取り組み、発表などを、5段階で評価していきます。
授業外の宿題・課題： 授業の予習と復習、オンライン映像配信サービス「plus Media」や、 スマートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、リスニング能力の向上を目指して学習しているかについて、内容、分量等を評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験（筆記）

： 14回の授業で学んだ、学習事項の達成度を評価します。
40％

小テスト
20％
授業への参加度

： 小テストは、前回の授業で学習した範囲から出題します。学習した内容を理解しているか（＝採点
結果）について、評価します。
： 上記注意事項欄に記載します。
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7366
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

米山明日香、Lindsay Wells

・

出版社

Listening Steps［英
語の音を鍛えるリスニング・ス
テップ～1語からパッセー
ジへ～］

・ 金星堂

出版年
・

2017 年

参考文献等
参考書等は、毎時間の授業の中で、受講生の必要に合わせて紹介する。また参考資料などは、受講生の英語力に合わせて、授業中に適時配布す
る。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業時には、(a) 充電したスマートフォン、(b) イヤホン、(c) 辞書（英和・和英）の3点を必ず持参して下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業実施教室

備考・注意事項： 授業の前後以外での質問などは、メールで受け付けます。メールアドレスは、第1回目の授業時に、お知らせします。メー
ルには必ず氏名と所属（学籍番号を含む）を明記して下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、Unit 8: College Life（大学生
活）③の前半 Steps 1（発音: [?]）

授業の受け方、小テスト、授業外学習活動のやり方などの説明
※授業概要の説明を行います。履修希望者は必ず第1回目の授
業に出席して下さい。
第2回

Unit 8: College Life（大学生活）③の前半
音: [?]）

Steps 2-3（発

オンライン映像配信サービス「plus Media」で、学習範囲の動
画を視聴しながら、英語の音声の特徴や発音方法を学ぶ。Step
3まで学習した後、ペアやグループになって、音読しながら発
音の練習を行い、発表する。Self-evaluation Sheet（＝自己評
価シート）に、振り返りなどを記入する。
第3回

Unit 8: College Life（大学生活）③の後半
ルプレイング（音声: port とsport）

Steps 4-5, ロー

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第4回

Unit 9: Leisure（レジャー）の前半
[??/??]）

Steps 1-3（発音:

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
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予習内容：教科書を購入済みの場合は、教科
書の最初のページから最後のページま
で目を通し、教科書全体の構成を把握してお
く。復習内容：(1) 授業で出てきた語彙や文
法を覚えておくこと。(2) 教科書の音
声を、自分のスマートフォンの「ミュージッ
ク」に入れておく。そして第2回目～第15回
目の授業時には、(a)充電したスマートフォ
ン、(b)イヤホン、(c) 辞書（英和・和
英）の3点を必ず持参する。(3) スマートフォ
ンに入れた教科書の音声を活用して、Unit
8の教科書の本文の「聴き読み」を1週間に3回
行い、予習する。

1時間

予習内容：教科書の学習範
囲に目を通し、分からない語彙や英文の意
味を調べておく。復習内容：(1) オンライ
ン映像配信サービス「plus Media」にアクセ
スし、Unit 8のStep 1とStep2の内容を教科
書も併用しながら、復習する。「Video」を視
聴し、Step 1のWordsをrepeatしながら復習す
る。次に、「Audio」をクリックし、Step
2の「Sound Change」の内容を復習する。(2)
スマートフォンに入れた教科書の音声を活
用して、Unit 8で学習した範囲を復習す
る。用紙に記入して自己採点して、次の授業
時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 8で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 9のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 9で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間
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第5回

Unit 9: Leisure（レジャー）の後半
イング（音声: 強勢（ストレス））

Steps 4-5, ロールプレ

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第6回

Unit 10: Traffic（交通）の前半
[d?]）

Steps 1-3（発音: [t?]

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第7回

Unit 10: Traffic（交通） の後半
ング（音声: rain とtrain）

Steps 4-5, ロールプレイ

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第8回

Unit 11：Business（ビジネス）①の前半
[θ][d]）

Steps 1-3（発音:

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 3まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第9回

Unit 11: Business（ビジネス）①の後半 Steps 4-5, ロール
プレイング（音声: 語頭と語末の/b/ /d/ /g/）

小テスト（語彙チェック）を行う。次に、Steps 4-5を学習し
た後、Steps 4-5やRole-playing Exerciseを、ペアやグループに
なって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第10回

Unit 12: Clinic（クリニック）のSteps 1-5とロールプレイン
グ（発音: [?] / 音声: 語末の子音脱落と母音の長さ）

514

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 9で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 10のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 10で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 10で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 11のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 11で学習した範囲を見直して、語
彙や文法も含め、学習した内容を理解しなが
ら復習する。用紙に記入して自己採点し
て、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 11で学習したSteps 1-5の範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 12のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 12のSteps 1-5で学習した範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間
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小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら発音の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第11回

Unit 13: Business（ビジネス）②のSteps 1-5とロールプレイ
ング（発音: [?|i|i?][?|u|u?] / 音声: リズム）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら会話の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第12回

Unit 14: News（ニュース）のSteps 1-5とロールプレイン
グ（発音: [o?][??] / 音声: イントネーション①）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら会話の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第13回

Unit 15: Business（ビジネス）③のSteps 1-5とロールプレイ
ング (発音: [??] [e?] [??] / 音声: イントネーション② ）

小テスト（Dictation）を行う。オンライン映像配信サービ
ス「plus Media」で、学習範囲の動画を視聴しながら、英語の音
声の特徴や発音方法を学ぶ。Step 5まで学習した後、ペアやグ
ループになって、音読しながら会話の練習を行い、発表す
る。Self-evaluation Sheet（＝自己評価シート）に、振り返り
などを記入する。
第14回

Units 8-15の総括と質疑応答、課題への総合評価

小テスト(Dictation)を行う。Units 8-15の学習範囲を復習す
る。ペアやグループになって、音読しながら前期に学んだ範
囲を総復習し、発表する。Self-evaluation Sheet（＝自己評
価シート）に、振り返りなどを記入する。
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予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 13のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 13のSteps 1-5で学習した範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 14のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 14のSteps 1-5で学習した範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：小テストの勉強、および、教科
書の学習範囲に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：(1)
オンライン映像配信サービス「plus
Media」にアクセスし、Unit 15のStep
1とStep2の内容を教科書も併用しながら、復
習する。「Video」を視聴し、Step
1のWordsをrepeatしながら復習する。次に、
「Audio」をクリックし、Step 2の「Sound
Change」の内容を復習する。(2) スマート
フォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Unit 15のSteps 1-5で学習した範囲を見
直して、語彙や文法も含め、学習した内
容を理解しながら復習する。用紙に記入し
て自己採点して、次の授業時に提出する。

1時間

予習内容：定期試験対策の勉強として、教科
書のUnits 8-15に目を通し、分からない語
彙や英文の意味を調べておく。復習内容：ス
マートフォンに入れた教科書の音声を活用し
て、Units 8-15で学習した範囲を見直し
て、語彙や文法も含め、学習した内容を理
解しながら復習する。用紙に記入して自己採
点して、次の授業時に提出する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語コミュニケーションⅠ
佐々木緑
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、コミュニケーションとは何かを考え、コミュニケーションのモデルを学びながら、意思伝達に用いられる要素や手段につい
て学びます。また、英語劇を用いて、実際のコミュニケーションの演習を行います。発話の意図によってどのように発音が変わるのか、ジェス
チャーや表情などのノンバーバルな情報が発話の意味にどのような影響を与えるのかなどを考えながら、演じます。英語劇を効果的に授
業に取り入れる方法を学ぶことも、授業の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

コミュニケーションとは何かを、しっかり
と理解し、文化的背景の異なる人たちと英
語で良好なコミュニケーションを取れるよう
になるための演習を行う。

コミュニケーションとは何かを理解し、そ
の知識を生かして、有効な意思伝達を英
語で行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

授業中のペアワークやグループワークを通し
て、他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる。グルーブワークで
は、チームの中の自分の役割を理解し、遂
行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業活動への積極的な参加
10％
宿題等の課題
20％
中間発表／レポート
30％

： ペアやグループワークで、積極的に発言し、自分の役割を遂行していることに対して、教員の観
察、振り返りシート等での自己およびピアチェックによって、A,B,Cの３段階で評価し、最終評
価の10%として算入する。
： 授業の準備として出される課題を、期日までに提出できていること、また、内容について教
員がA,B,Cの３段階で評価し、その累積を最終評価の20%として算入する。遅れて提出された課
題は評価対象としない。
： 前半の授業（第６回目まで）の内容の理解度について、第７回目に中間発表を行う。ルーブリッ
クを使用し30点満点の評価を行い、最終評価に算入する。

English drama project （発表とポー ： 授業で示すルーブリックを用いて最終発表を20点で評価する。また、授業活動、自己課
トフォリオ)
題、振り返りをポートフォリオにしっかりと記述していることを10点で評価する。
30％
最終レポート

： ルーブリックを使用し10点満点の評価を行い、最終評価に算入する。
10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、最低でも毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、授業外の学修課題のうち、指定されたものについては英語教育センターでの指導を受けながら行うこと。
授業の事前課題ができていない場合は、その課題に関する授業活動に参加できない。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールでの質問等はsasaki-mi@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業目的、授業計画、課題、評価等の確
認） グリープディスカッション
・シラバスの確認（授業目的、計画、評価）
・授業準備課題のやり方、必要なアプリケーションの設定
・グループワーク１:Rules of the class!
・グループワーク2：What is communication?

リーディング課題と要約

1時間

第2回

コミュニケーションとは：定義とモデル、バーバル、ノンバー
バルメッセージ
・授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
・クラス全体での確認
・まとめと理解度確認のための課題（ペア、グループワーク）

リーディング課題と要約

1時間

第3回

意図されたメッセージと意図されていないメッセージの伝達
・授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
・クラス全体での確認
・まとめと理解度確認のための課題（ペア、グループワーク）

リーディング課題と要約

1時間

第4回

文脈におけるメッセージ
・授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
・クラス全体での確認
・まとめと理解度確認のための課題（ペア、グループワーク）

リーディング課題と要約

1時間

第5回

コミュニケーションスタイルと文化
・授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
・クラス全体での確認
・まとめと理解度確認のための課題（ペア、グループワーク）

リーディング課題と要約

1時間

第6回

言語教育におけるコミュニケーション活動
・授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
・クラス全体での確認
・まとめと理解度確認のための課題（ペア、グループワーク）
・中間発表の課題についての解説

中間発表の準備

1時間

第7回

中間発表、まとめ

リーディング課題（複数のスクリプトをスキ
ミング）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読と暗記）グループでの読み合わせ（英語教
育センターでの発音指導を受けること）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読と暗記）グループでの読み合わせ（英語教
育センターでの発音指導を受けること）

1時間

発音練習（グループで録音して提出するこ
と）グループでの練習（英語教育センターで
の発音指導を受けること）

1時間

・事前準備:発表グループの設定、実施方法、評価方法（ルーブ
リック）の確認
・発表：ここまでの授業の内容をもとに、授業で与える課題か
ら１つ選んで各自15分で発表する。課題は第６回の授業で指
定し、発表方法についても解説する。発表は、少人数のグルー
プ内で行い、発表者以外は与えられたルーブリックを用いてピア
チェックを行う。
・ふりかえり
第8回

英語ドラマプロジェクト (1) : グループ設定とスクリプト選び
・ドラマプロジェクトの解説
・グループの設定
・スクリプト（リーディング課題より）の選択

第9回

英語ドラマプロジェクト (2) : 登場人物についての分析、理解
・グループワーク１:授業準備課題として読んできたスクリプ
トをもとに、各グループで登場人物、場面、話の進行について確
認（ワークシートでの作業）
・グループ発表：グループワークで確認した内容を発表
・グループワーク２:グループでのセリフの読み合わせ、全体
的な内容理解の確認

第10回

英語ドラマプロジェクト (3) : 台詞の意味、込められたメッ
セージの理解
・グループワーク１:スクリプトを熟読し内容理解を深める。場
面やセリフに使われている表現から、暗に込められたメッセー
ジも理解する。ワークシートでの作業）
・グループ発表：グループワークで確認した内容を発表
・グループワーク２:グループでのセリフの読み合わせ、詳
細な内容理解の確認

第11回

英語ドラマプロジェクト (4) : 発音演習 (ポーズ、強調、イン
トネーション)
・講義：パラリングイスティックな要素が意味に与える影響の理
解１：発音の仕方によって変わる意味
・グループワーク１:話者の意図を効果的に伝えるための発音練
習
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第12回

英語ドラマプロジェクト (5) : ノンバーバルメッセージ
・講義：パラリングイスティックな要素が意味に与える影響の理
解２：ジェスチャー、視線によって変わる意味
・グループワーク１:ノンバーバルな要素を取り入れた練習

第13回

英語ドラマプロジェクト (6) : 実演と振り返り
・発表とピア評価の方法（ルーブリック）の解説
・グループでの実演と他のグループの発表のピア評価とコメント

第14回

まとめ
・授業活動の振り返りと今後の課題の確認
・グループディスカッション：「コミュニケーション能力を養
成するためはどのような授業が効果的か」

518

グループでの実演練習（英語教育セン
ターで指導を受けながら練習し、録画して提
出すること）

1時間

ポートフォリオのまとめ授業中に録画した発
表のビデオを編集し指定された場所（授業受
講者のみが観られる場所です）に投稿

1時間

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語コミュニケーションⅡ
佐々木緑
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、与えられた様々なテーマについて、自分の考えを２分程度の短い英語のスピーチにまとめる演習を行います。内容と構成の仕
方を中心に、スピーチプレゼンテーションの基礎を学びます。より効果的に自分の考えを相手に伝える表現方法やスピーチの内容を考えなが
ら、英語での発信力を向上させることを目的としています。また、授業では、学習者同士が互いのスピーチを、ルーブリックを使って評
価し合うことで、スピーチの評価方法も学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

英語を用いて、自分の思いや考えを相
手に伝え、また他者の思いや考えを理解する
ための演習を行う。

毎回の授業でのスピーチ課題で、自分の思い
や考えを英語でしっかりと伝えることができ
る。また、他者のスピーチを聞いて、その内
容に対して、質問したり、コメントしたりす
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

授業中のペアワークやグループワークを通し
て、他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる。グルーブワークで
は、チームの中の自分の役割を理解し、遂
行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業活動への積極的な参加
10％
毎回のスピーチ課題
40％
中間発表

： ペアやグループワークで、積極的に発言し、自分の役割を遂行していることに対して、教員の観
察、振り返りシート等での自己チェックによって、A,B,Cの３段階で評価し、最終評価の10%とし
て算入する。
： 毎回の授業で提出するスピーチ課題を、A,B,Cの３段階で評価し、最終評価の40%として算入する。
評価点は、教員評価、自己評価、ピア評価を総合したものとする。
： 授業で示すルーブリックを用いて、20点満点で評価する。

20％
最終発表

： 授業で示すルーブリックを用いて、20点満点で評価する。
20％

最終レポート

： ルーブリックを用いて、10点満点で評価する。
10％

使用教科書

519

7376

特に指定しない

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、最低でも毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
スピーチ課題については、英語教育支援センターで発音指導を受け、十分練習した後で、録音したものを提出すること。
授業の事前課題ができていない場合は、その課題に関する授業活動に参加できない。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールでの質問等はsasaki-mi@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業目的、授業計画、課題、音声教材
等の配信方法の確認、評価方法等の確認、スピーチの目的、実
際についての討論による授業への導入）グループディスカッ
ション
・シラバスの確認（授業目的、計画、評価）
・授業準備課題のやり方、必要なアプリケーションの設定
・グループワーク１:Rules of the class!
・クラス討論：When and why do people make speeches?
・Self-Choice speech課題説明

複数のスピーチ例のリスニングと要約

1時間

第2回

スピーチの構成とポイント

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

・スピーチの種類、構成についての解説
・グループワーク：実際のスピーチ例の構成についての分析
・スピーチ課題（選んだテーマでの自分のスピーチの構成、内
容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech
第3回

スピーチのデリバリー
・課題スピーチの音読
・スピーチ課題（録音、提出する）
・Self-Choice speech

第4回

描写（１）：風景、状況の描写
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第5回

描写（２）：人物、状況の描写
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第6回

応答（１）：インタビューの答え方
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第7回

応答（２）：インタビューの仕方
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第8回

説明（１）：イベントの説明
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第9回

説明（２）：スケジュール、手順の説明
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech
・中間発表

第10回

意見（１）：Paired Choice Question（導入）
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・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech
第11回

意見（２）：Paired Choice Question（意見、理由の補強）
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第12回

意見（３）：Free Choice Question（導入）
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第13回

意見（４）：Free Choice Question（意見、理由の補強）
・前回のスピーチ課題のピアチェック
・スピーチ課題（与えられたテーマでの自分のスピーチの構
成、内容を考え、録音、提出する）
・Self-Choice speech

第14回

最終発表
・発表の手順とピア評価の方法（ルーブリック）の解説
・個人でのスピーチの実演（一人５分）と他者の発表のピア評
価とコメント（発表は５－６人のグループで行う）
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スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

スピーチ課題（授業でのスピーチ課題の自己
評価と、修正、練習を行い、録音したもの
を提出）

1時間

最終発表を修正、練習を行い、録音したもの
を提出：提出されたものを最終発表として評
価する。

1時間

7381
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語プレゼンテーションⅠ
佐々木緑
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、スピーチとディベートを用いた、英語プレゼンテーション演習を行います。講義の前半は、有名なスピーチを暗唱し、その内容構
成を分析することを通して、効果的なスピーチの仕方を学びます。その知識を用いて、５分程度のスピーチの実践ができるように指導しま
す。後半では、ディベートの手法を学び実践することで、論旨を支える根拠を提示しながら、論旨をまとめ、聞き手を納得させられるスピー
チができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

英語でのスピーチ、ディベートの演習を通し
て、英語プレゼンテーション力を向上させま
す。

英語でスピーチやディベートができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

授業中のペアワークやグループワークを通し
て、他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる。グルーブワークで
は、チームの中の自分の役割を理解し、遂
行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

宿題等の課題
20％
スピーチ発表

： 授業の準備として出される課題を、期日までに提出できていること、また、内容について教
員がA,B,Cの３段階で評価し、その累積を最終評価の20%として算入します。遅れて提出された課
題は評価対象としません。
： 事前に提示するルーブリックを使用し30点満点の評価を行い、最終評価に算入します。

30％
ディベート発表

： 事前に提示するルーブリックを使用し30点満点の評価を行い、最終評価に算入します。
30％

最終レポート

： ルーブリックを使用し20点満点の評価を行い、最終評価に算入します。
20％

使用教科書
指定する
著者
森秀夫

タイトル
・

出版社

「英語で意見を言ってみる」

参考文献等
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・ ベレ出版

出版年
・

2015 年

7381
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、最低でも毎回1時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
授業の事前課題ができていない場合は、その課題に関する授業活動に参加できません。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールでの質問等はsasaki-mi@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業目的、授業計画、課題、評価等の確
認）ミニスピーチ実践
シラバスの確認、授業準備課題のやり方、必要なアプリケーショ
ンの設定
（授業目的、授業計画、課題、音声教材等の配信方法の確認、評
価方法等の確認、スピーチとディベートの概要の確認）
1分間スピーチの実践

スピーチ原稿のリーディング

1時間

第2回

優れたスピーチの分析
授業準備課題の内容確認（ペア、グループワーク）
クラス全体での確認
グループディスカッション：What makes a good speech?

スピーチ原稿のリーディング

1時間

第3回

スピーチの構成：導入
テーマの設定
スピーチの導入部分作成

スピーチ導入部分作成

1時間

第4回

スピーチの構成：展開（１）
授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
スピーチ展開部分１の構成
ペア・グループワーク（意見交換、ピアチェック）

スピーチ展開部分１の作成

1時間

第5回

スピーチの構成：展開（２）
授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
スピーチ展開部分２の構成
ペア・グループワーク（意見交換、ピアチェック）

スピーチ展開部分２の作成

1時間

第6回

スピーチの構成：まとめ
授業準備課題の確認（ペア、グループワーク）
スピーチまとめ部分の構成
ペア・グループワーク（意見交換、ピアチェック）

スピーチ発表の準備

1時間

第7回

スピーチ発表
スピーチの発表
ピア評価

中間発表の準備

1時間

第8回

ディベートとは

リーディング課題（複数のスクリプトをスキ
ミング）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読と暗記）グループでの読み合わせ（英語教
育センターでの発音指導を受けること）

1時間

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読と暗記）グループでの読み合わせ（英語教
育センターでの発音指導を受けること）

1時間

発音練習（グループで録音して提出するこ
と）グループでの練習（英語教育センターで
の発音指導を受けること）

1時間

グループでの実演練習（英語教育セン
ターで指導を受けながら練習し、録画して提
出すること）

1時間

ポートフォリオのまとめ授業中に録画した発
表のうち１つを最終発表としてビデオに編
集し指定された場所（授業受講者のみが観ら
れる場所です）に投稿

1時間

授業準備課題の内容確認（ペア、グループワーク）
クラス全体での確認
ディベートの構成、文化的背景についての確認
グループディスカッション：What are important to make a
debate?
第9回

ディベートの実践（１）：テーマ１（生活関連テーマ）準備
テーマの導入
賛否意見のまとめ
ディベートの準備

第10回

ディベートの実践（2）：テーマ１（生活関連テーマ）

実践

グループでの実演
他のグループの発表のピア評価とコメント
第11回

ディベートの実践（３）：テーマ２（社会問題テーマ）準備
テーマの導入
賛否意見のまとめ
ディベートの準備

第12回

ディベートの実践（４）：テーマ２（社会問題テーマ）実践
グループでの実演
他のグループの発表のピア評価とコメント

第13回

ディベートの実践（５）：テーマ３ （教育関連テーマ）準備
テーマの導入
賛否意見のまとめ
ディベートの準備

第14回

ディベートの実践（６）：テーマ3 （教育関連テーマ）実践

グループでの実演
他のグループの発表のピア評価とコメント
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語プレゼンテーションⅡ
佐々木緑
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、リサーチプレゼンテーションの手法を学び、自らが設定したテーマについて調査、情報収集した内容を、ポスターまたはスライ
ドにまとめ発表する演習を行います。授業では、マインドマッピング手法を用いたテーマの設定方法、文献調査、アンケート調査などのデー
タ収集方法、図表、データ等の資料の効果的な利用法、レジュメの作成法を学び、聞き手にわかりやすいプレゼンテーションができるようにな
ることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

英語リサーチプレゼンテーションの演
習を行います。

英語でリサーチプレゼンテーションができ
る。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

授業中のペアワークやグループワークを通し
て、他者の意見をよく聴き、自己の意図を正
確に伝えることができる。グルーブワークで
は、チームの中の自分の役割を理解し、遂
行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

宿題等の課題
40％
最終発表

： 授業の準備として出される課題を、期日までに提出できていること、また、内容について教
員がA,B,Cの３段階で評価し、その累積を最終評価の40%として算入します。遅れて提出された課
題は評価対象としません。
： 事前に提示するルーブリックを使用し40点満点の評価を行い、最終評価に算入します。

40％
期末レポート

： 事前に提示するルーブリックを使用し20点満点の評価を行い、最終評価に算入します。
20％

使用教科書
指定する
著者
森秀夫

タイトル
・

出版社

「英語で意見を言ってみる」

参考文献等
授業内で、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2015 年
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本科目は1単位の科目であるため、最低でも毎回1時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
授業の事前課題ができていない場合は、その課題に関する授業活動に参加できません。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室

備考・注意事項： メールでの質問等はsasaki-mi@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業目的、授業計画、課題、評価等の確
認）テーマ設定準備
オリエンテーション（授業目的、授業計画、課題、音声教材
等の配信方法の確認、評価方法等の確認）
テーマ設定のためのブレインストーミング

テーマ設定

1時間

第2回

テーマ設定

リサーチテーマと選んだ理由（ライティン
グ課題）

1時間

リサーチテーマの設定
第3回

資料収集とまとめ（１）：インターネット利用
インターネットを利用した資料の収集とまとめ

資料のまとめ

1時間

第4回

資料収集とまとめ（２）：文献資料（図書等の利用）
授業準備課題の発表と意見交換（ペア、グループワーク）
図書等の文献資料の収集とまとめ

資料のまとめ

1時間

第5回

データ収集（１）：データ収集の方法の紹介
授業準備課題の発表と意見交換（ペア、グループワーク）
図書等の文献資料の収集とまとめ

資料のまとめ

1時間

第6回

データ収集（２）：データ収集計画
データの収集方法についての確認
データ収集計画立案

データ収集計画のまとめ

1時間

第7回

データ収集（３）：データ収集
データ収集のための準備：アンケート、インタビューの項目作成

データ収集

1時間

第8回

データ収集（４）：データの整理
データから読み取れることの整理
発表と意見交換

データのまとめ

1時間

第9回

調査結果のまとめ
調査結果の分析とまとめ
調査結果の発表と意見交換

調査結果のまとめ

1時間

第10回

ポスター（またはスライド）の作成（１）：全体の構成
ポスター（またはスライド）の構成の確認とポスター作成

ポスター（またはスライド）の構成の完成

1時間

第11回

ポスター（またはスライド）の作成（２）：図表の作成

リーディング課題（選択したスクリプトの熟
読と暗記）グループでの読み合わせ（英語教
育センターでの発音指導を受けること）

1時間

データを基にした図表の作成
データから読み取れることのまとめ
第12回

ポスター（またはスライド）完成
発表のためのポスター（またはスライド）の完成
発表の練習

ポスター（またはスライド）の最終調整

1時間

第13回

レジュメの作成と事前練習
発表のレジュメの作成
発表の事前練習

発表の準備

1時間

第14回

プレゼンテーション
発表
ピア評価とコメント

発表の自己評価と振り返り
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

異文化理解Ⅰ
末岡加奈子
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
グローバル化が進展した今日、私たちは異なる言語・文化を有する異質な他者と共生する「多文化共生社会」に生きています。本科目で
は、英文教科書を用いて具体的事例を取り上げ、歴史と言語や文化がどのように密接に関わっているのかを理解し、英語が使用されてい
る国・地域を中心としつつも、地球規模での様々な事例に幅広く視野を拡げ、文化の多様性の理解に努めます。これによって、日常的な異文化
理解及び異文化間コミュニケーションに応用できるような実践的な力を身につけます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

英文読解を通して、現代の文化理論や異文
化に触れる。

学問的に「文化」を理解し、多様な社会文化
的背景を有する異質な他者と共生しているこ
とを理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

英語の読解力を向上させることができる。

2 ．DP6.行動・実践

英語による思考力、コミュニケーショ
ン力を向上させることができる。

3 ．DP7.完遂

英語を用いて異文化間コミュニケーションが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 講義内容や教科書の英文の理解度を50点満点で評価します。
50％

授業の課題提出

： 提出された課題の出来を20点満点で評価します。
20％

授業への参加度

： 授業中のディスカッション等での積極的な発言および参加度を30点満点で評価します。
30％

使用教科書
指定する
著者
松井夏津紀、飯田泰弘ほか

タイトル
・

出版社

世界の衝撃アイテムか
・ 南雲堂
ら学ぶ15の国の文化と人々
（Guess What?! -Intercultural
Surprises-)

参考文献等
授業中に、適宜紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業で扱う教科書の英文の内容を辞書をこまめに引い
て理解に努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

初回授業で指示します

備考・注意事項： 質問等はメールにより受け付けます。メールアドレスは授業中に別途指示します。
質問に対する回答は、必要に応じて他の受講生にも共有する場合があります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、「文化」とは

オリエンテーション：授業の進め方について説明する。

次回までに教科書「Unit 1」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 2」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 3」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 4」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 5」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 6」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 7」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 8」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

「文化」とは何かについて考察し、「異文化」を有する他者と共
生する上での意義や課題についてグループまたは全員で議
論を行う。
第2回

教科書「Unit 1（Canada: Natural Beauty Abounds）」から
の考察

教科書「Unit 1（Canada: Natural Beauty Abounds）」につい
て、本文の内容に基づいて質疑応答を行い、歴史的・文化的背
景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第3回

教科書「Unit 2（Thailand: Where Culture and Fragrance
Harmonize）」からの考察

教科書「Unit 2（Thailand: Where Culture and Fragrance
Harmonize）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第4回

教科書「Unit 3（Germany: Leaders in Protecting Our
Environment）」からの考察

教科書「Unit 3（Germany: Leaders in Protecting Our
Environment）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第5回

教科書「Unit 4（Turkey: Finish Up Your Coffee）」からの考
察

教科書「Unit 4（Turkey: Finish Up Your Coffee）」につい
て、本文の内容に基づいて質疑応答を行い、歴史的・文化的背
景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第6回

教科書「Unit 5（Russia: Home to the Coldest Place
Inhabited by Humans）」からの考察

教科書「Unit 5（Russia: Home to the Coldest Place
Inhabited by Humans）」について、本文の内容に基づいて質疑
応答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第7回

教科書「Unit 6（Israel: A Land of Tradition and
Technology）」からの考察

教科書「Unit 6（Israel: A Land of Tradition and
Technology）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第8回

教科書「Unit 7（South Africa: The Country with 11
Different Names）」からの考察
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教科書「Unit 7（South Africa: The Country with 11
Different Names）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第9回

教科書「Unit 8（The United States: A Nation on the
Road）」からの考察

教科書「Unit 8（The United States: A Nation on the
Road）」について、本文の内容に基づいて質疑応答を行い、歴史
的・文化的背景を理解する。

次回までに教科書「Unit 9」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 10」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 11」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

次回までに教科書「Unit 12」の単語・熟
語を予習し、本文を熟読しておく。単
元で取り上げられている国・地域について事
前学習しておく。また、各自の担当課
題に取り組むこと。

4時間

これまでの学習内容について復習を行い、疑
問点や不明点を整理した上で次回の授
業に臨むこと。

4時間

これまでの授業で扱った講義内容を復
習し、定期試験に備える。

4時間

単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第10回

教科書「Unit 9（France: A Place of Little Waste）」から
の考察

教科書「Unit 9（France: A Place of Little Waste）」につい
て、本文の内容に基づいて質疑応答を行い、歴史的・文化的背
景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第11回

教科書「Unit 10（Bangladesh: Where Chaos and Peace
Coexist）」からの考察

教科書「Unit 10（Bangladesh: Where Chaos and Peace
Coexist）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第12回

教科書「Unit 11（New Zealand: Where Native Culture
Thrives）」からの考察

教科書「Unit 11（New Zealand: Where Native Culture
Thrives）」について、本文の内容に基づいて質疑応
答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。
第13回

教科書「Unit 12（South Korea: The Crossroads of Food,
Culture, and Tradition）」からの考察
教科書「Unit 12（South Korea: The Crossroads of Food,
Culture, and Tradition）」について、本文の内容に基づいて質
疑応答を行い、歴史的・文化的背景を理解する。
単元で取り上げられた地域についてより深く学び、講義のテー
マについてグループまたは全員で議論を行う。

第14回

まとめと振り返り
これまでの講義内容を振り返り、総括を行なう。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

異文化理解Ⅱ
末岡加奈子
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、「異文化理解I」で学んだ「文化」についての最新の言語・文化理論を応用し、英文教科書を用いて具体的事例を取り上げなが
ら、歴史が文化や現代社会とどのように密接に関わっているのかを理解する。英語が使用されている国・地域での事例を中心としつつも、地球
規模での様々な事例に幅広く視野を拡げ、文化の多様性の理解に努める。
その上で、グローバル化した現代社会における様々な異文化の理解につながるべく実践的なワークやディスカッションを行い、多文化共生社
会を担う一員としての異文化間コミュニケーションの行動・実践に資する資質・能力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

英文読解を通して現代の文化理論や異文
化に触れ、歴史と言語・文化が密接に関わっ
ていることを理解する。

学問的に「文化」を理解し、多文化共生社
会における異文化間コミュニケーションの意
義や困難を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

英語の読解力を向上させることができる。

2 ．DP6.行動・実践

英語による思考力、コミュニケーショ
ン力を向上させることができる。

3 ．DP7.完遂

多様な社会文化的背景を有する異質な他者と
の異文化間コミュニケーションができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 講義内容や教科書の英文の理解度を50点満点で評価します。
50％

授業中の課題提出

： 提出された課題の出来を20点満点で評価します。
20％

授業への参加度

： 授業中のディスカッション等での積極的な発言および参加度を30点満点で評価します。
30％

使用教科書
指定する
著者
河原真也、伊藤健一郎＜編＞

タイトル
・

出版社

世界を読み解く15の扉(15 Doors ・ 朝日出版社
to Global Issues)

参考文献等
授業中に、適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業で扱う教科書の英文の内容を辞書をこまめに引い
て理解に努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

初回授業で指示します

備考・注意事項： 質問等はメールでも受け付けます。メールアドレスは授業時に周知します。
質問への回答内容は、必要に応じて他の受講生にも広く共有する場合があります。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、「文化」とは
オリエンテーション：授業の進め方について説明する。

次回の授業（教科書「Unit 1」）の本文を熟
読しておく。また、各自の担当課
題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 2」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 3」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 4」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 5」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 6」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 7」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 8」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 9」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

「文化」とは何かについて考察し、「異文化」を有する異質な他
者と共生する上での意義や課題についてグループまたは全員で議
論を行う。
第2回

教科書「Unit 1（A 20th-century hero and icon）」からの考
察
教科書「Unit 1（A 20th-century hero and icon）」を読み、質
疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第3回

教科書「Unit 2（From Seaspeak to Singlish: celebrating
other kinds of English）」からの考察
教科書「Unit 2（From Seaspeak to Singlish: celebrating
other kinds of English）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第4回

教科書「Unit 3（There's more to the Isle of Man than
motor racing and tax breaks）」からの考察
教科書「Unit 3（There's more to the Isle of Man than motor
racing and tax breaks）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第5回

教科書「Unit 4（Future Predictions For Artificial
Intelligence and Automation）」からの考察
教科書「Unit 4（Future Predictions For Artificial
Intelligence and Automation）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第6回

教科書「Unit 5（Take more proactive climate action）」か
らの考察
教科書「Unit5（Take more proactive climate
action）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第7回

教科書「Unit 6（UNESCO "Japanese Food: Intangible
Cultural Heritage"）」からの考察
教科書「Unit 6（UNESCO &quot;Japanese Food: Intangible
Cultural Heritage&quot;）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第8回

教科書「Unit 7（The Origins of Bathhouse culture around
the World）」からの考察
教科書「Unit 7（The Origins of Bathhouse culture around
the World）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第9回

教科書「Unit 8（All 155 Aboard Safe as Crippled Jet
Crash-Lands in Hudson）」からの考察
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教科書「Unit 8（All 155 Aboard Safe as Crippled Jet
Crash-Lands in Hudson）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。
第10回

教科書「Unit 9（The History of Hanukkah）」からの考察
教科書「Unit 9（The History of Hanukkah）」を読み、質疑応
答を行う。

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 10」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 11」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

本講義内容の復習を行う。次回授業（教科
書「Unit 12」）の本文を熟読しておく。ま
た、各自の担当課題に取り組む。

4時間

これまでの学習内容について復習を行い、疑
問点や不明点を整理した上で次回の授
業に臨む。

4時間

これまでの授業で扱った講義内容を復
習し、定期試験に備える。

4時間

テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。
第11回

教科書「Unit 10（Fashion History: Dandyism）」からの考察
教科書「Unit 10（Fashion History: Dandyism）」を読み、質疑
応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第12回

教科書「Unit 11（A city's art biennial
watching an army of curatorial truffle
察
教科書「Unit 11（A city's art biennial
watching an army of curatorial truffle
疑応答を行う。

can be like
pigs'）」からの考
can be like
pigs'）」を読み、質

テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。
第13回

教科書「Unit 12（Should Literature be Useful?）」からの考
察
教科書「Unit 12（Should Literature be
Useful?）」を読み、質疑応答を行う。
テーマに関連した実践的課題を取り上げる（受講生のプレゼン
テーションを含む）。
講義の内容について、グループまたは全員で議論を行う。

第14回

まとめと振り返り
これまでの講義内容を振り返り、総括を行なう。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

言語文化交流論
大喜多喜夫
2年

開講時期

後期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では「ことば」とは何か、「ことば」を知っているとはどのようなことか（言語知識）、人間はどのように言語を習得するのか（言語習
得）、そして、言語が社会とどのように関わり影響するのかを分析し、社会・文化・人との関わりを客観的に観察、分析、考察し、それを記
述することの初歩を学ぶ。日本語を含め、言語と文化の身近な問題を考察する。また、文字の発達や人の交流による言語文化の多様性につて
も言及する。授業は、講義形式、及び与えられた課題の発表とそれに対するフィードバックを中心に行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

言語文化論に係る仮説と言語の役割を把握で
きる

言語学がどのように社会、心理、認知、歴
史、政治、経済に影響するかを学ぶ

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

言葉、人、文化の意味、役割と絆をアクティ
ブラーニングを通して学ぶことができる

2 ．DP4.課題発見

日常生活と言語の関わりと問題点を問題
点を発見し把握する。

3 ．DP7.完遂

課題のプロジェクトを完成すること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
プレゼンテーション後、全体に向けてコメントします。
討議について、適宜、フィードバックやアドヴァイスします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業活動への積極的な関与がなされているのかどうか、判断する。
10％

提出課題

： 課題について、十分な考察がなされているのかどうか、評価する。
40％

定期試験

： 授業で学んだことを、修得できているのかどうか、判断する。
50％

使用教科書
指定する
著者
飯野公一

タイトル
・

出版社

新世代の言語学 社会・文
化・人をつなぐもの

・ くろしお出版

参考文献等
南 雅彦 『言語と文化―言語から読み解くことばのバリエーション』 くろしお出版

2009/11/16

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

言語定義、知識、能力、語形変化、音、文字と人間の関係
「ことば」と社会・文化・人との関わりを学ぶことにより何がで
きるかを考察し、今後の授業の展望を行う。

第2回

言語と人と文化

人間の「ことば」の特性とは何か、「言葉」を知っているとはど
のようなことかについて学ぶ。言語の特性についてりかいす
る。英語のリンガフランカとしての特性を学ぶ。
第3回

サピア・ウォーフ仮説と文化

言語の特性を理解し、サピア・ウォーフ仮説を日常生活の中で理
解し、分析することを学ぶ。
第4回

言語コミュニケーション

世界言語12語族を概観する。英語域、日本語系統や言語文化の視
点から歴史を学ぶ。
第5回

アコモデーション理論（社会心理学）
アコモデーション理論を概観し、言語（地域方言、社会方
言）、民族、国家の関係について、他民族国家の例（アメリ
カ、インド、アジア、日本）や言語の重複などを学ぶ。

第6回

言語接触・選択と文化への影響

言語の多様性について、言語の形態と語順を類型論（パーソナリ
ティ）心理学で分析する。
第7回

言語と民族と国家
世界の文字を概観し、その多様性を理解し、アルファベット、漢
字などの発達を学習する。

第8回

ことば・政治・経済
人間はどのように言語を習得するかを、その習得過程で理解す
る。

第9回

Empowerment とは？
いい違いや失語症を学び、社会の中で、どのように個人や集
団が自らの意思決定で社会に貢献し、格差をなくす道のりを学
習する。

第10回

バイリンガル教育社会
言語と社会の関係を、地域、社会の場面で考察する。

第11回

言語とアイデンティティの複合化

サピア・ウォーフ仮説を取り上げ、言語文化の関係をアイデン
ティティの一部として考察する。
第12回

言語の力

言語には、どのような文化への影響があるかを考察する。
第13回

メディアリテラシーとは？
外来語・若者言葉・メディアの言語変化につてい考察する。

第14回

言葉とジェンダーとポリティカル・コレクトネスについて
英語教員として必要なポリティカル・コレクトネスについての知
識を深め、英語の文化の背景の言語文化特徴を理解する。
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本日の考察したことを、今後の学習する努力
目標となるように、各自、ノートにまとめて
おく。

4時間

リンガフランカの歴史的な考察して、各
自ノートにまとめておく。また、教科
書Ⅱ-①「サピア・ウォーフ仮説」を読ん
で、身近な例を考え、次の時間の学習に備え
る。

4時間

「サピア・ウォーフ仮説」に基づき、本日視
聴したビデオで訴えていたことを何か、各
自、ノートにまとめ次の時間に発表できるよ
うにする。

4時間

教科書Ⅲ-②「アコモデーション理
論」を読み、foreigner talk (p.105) と
teacher talk との関係を、次回の授業でグ
ループディスカッションできるように準備す
る。

4時間

本日の授業で説明した Pigin English の展
開とアコモデーション理論との関係を、ノー
トにまとめておく。

4時間

本日のテーマである「言語接触と文
化」を、説明した「文化変容仮説」のなか
で、どのように位置づけるのかを、各自ノー
トにまとめ、次回、グループディスカッショ
ンできるように準備しておく。

4時間

教科書第Ⅴ章を読み、言語習得能力の一つで
ある社会言語能力の欠如した身近な例を考え
ておく。

4時間

教科書第Ⅴ章-②を読み、Empowerment と
は何か、自分の考えをまとめておき、疑問
点を明確にしておく。

4時間

バイリンガル教育の歴史を各自まとめてお
く。またこの語学学習形態の実例を発表でき
るようにしておく。

4時間

バイリンガル教育のメリットとデメリッ
トを調査し、次回のディベートにつなげるよ
うに、各自、まとめておく。

4時間

言語の持つ文化への影響を、英語の表現では
どのように垣間見ることが出るのかを、各
自に与えた課題により調査する。次回にそれ
を発表する。

4時間

外来語として日本語が英語として使われてい
る実例を、各自与えた課題に取り組むこと
で、理解を深めておく。次の授業で発表でき
る準備する。

4時間

日本語における外来語を、各自に割り当て
た実例を調査することで、その文化的意
義を正しく理解し、次回の発表につなげる。

4時間

ポリティカル・コレクトネスを生徒に正し
く伝える具体例をまとめておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ測定と評価
藤高紘平
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

理学療法士およびトレーナーとして、病院やスポーツ現場で高齢者やスポーツ選手に対し、体力テスト・フィ
ジカルチェク・メディカルチェック等を実施

授業概要
学校体育において体力測定は毎年恒例の行事となっており、部活動だけでなくアスリートにおいても体力・フィジカルテストは競技種目の評
価として実施されている。体力測定は身体資源のコンディションを評価することであり、選手の身体を様々な角度から精細に観察することがで
き、その選手自身の長所・短所を見つけ出す材料になりうる。また、高齢者の体力測定は、豊かな生活を営むための運動機能の把握・確認する
ことが健康増進に効果的である。様々な視点から体力に関する測定と評価を実施することは、重要なことと言える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

体力測定・評価の意義

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

測定内容を理解したうえで、実験に対する実
施方法を学び、実践することができる。

各年齢層における体力測定に対する理解とそ
の評価を学び、実践することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

測定に対する評価を行うことで疑問が生ま
れ、その疑問に対して課題遂行ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

実験方法の計画をグループで立案すること
で、計画・立案力を養うことができる。

3 ．DP6.行動・実践

実験課題や計画に責任感を持つことで行
動・実践力につながる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（筆記）
50％
授業内課題
20％
研究テーマおよびプレゼンテーション
30％

： 体力測定・評価の意義や方法を理解しているか否かで評価する。15回授業終了後（定期試験期
間）に実施する。
： 授業内容を踏まえて、体力測定・評価の意義や方法について、論理的な考察を行い、適切にまとめ
られているかを評価する。
： グループで分担、協力し、責任を持ってやり遂げたかを、次の観点から評価する。1.実験プロトコ
ルの内容と作成方法、2.実験準備と手順、3.データ処理および発表資料の作成、4,発表と質疑・応
答の対応。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
1）運動生理学実習,大槻伸吾・中村富予,建帛社,2012
2）スポーツ医科学基礎講座 測定と評価,山本利春,2001

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業終了後にて質疑・応答を行う。

場所：

各授業の実施場所

備考・注意事項： 詳細に関しては、授業初回時に伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業の進め方と評価についてオリエンテーション -スポーツ測
定と評価の意義学校体育や運動部では体力測定を行っているが、その体力が競技
種目にどのように影響するかまで把握できていないのが現状であ
る。さらに測定だけで終わり、個々に対して十分なフィードバッ
ク（評価）できておらず、パフォーマンスが伸び悩んだり、ス
ポーツ障害を引き起こす原因になることもある。そこで、スポー
ツ測定と評価では運動やスポーツに重要である体力要素を理
解し、測定でけでなく評価までを実施する。

スポーツ測定と評価の意義についてまとめて
おく。

4時間

第2回

文部科学省による「新体力テスト」の理解と実践（理論編）

文部科学省が定めている体力測定の内容と意
義についてまとめておく。

4時間

新体力測定の内容と方法についてまとめてお
く。

4時間

フィジカル（SAQ）テストの測定内容と方
法、意義についてまとめておく。

4時間

交通機関の発達や労働の機械化進み、からだを動かす機会の減
少にともない子どもから高齢者の体力低下が指摘されている。
この体力の低下が将来、様々な病気を引き起ことはすでにわかっ
ており社会問題となっている。
そこで文部科学省は、まず自分自身の体力把握することが重要で
あり、学校教育現場や地方自治体などで体力測定が実施されてい
る。
この授業では体力測定の方法とその測定に関する体力要素につい
て理解する。
第3回

文部科学省による「新体力テスト」の理解と実践（実践編）
実践編では測定の準備から方法までを実施する。
測定後はグループで測定結果をまとめ、データをもとに評
価を行う。

第4回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅰ-瞬発力・スピード
近年、競技者向けに新たな体力測定（フィジカルテスト）がス
ポーツ選手や部活動で行われている。
特に、Sｐeed（スピード）：重心移動の速さ・Agility（アジリ
ティ）：運動時に身体をコントロールする能力・Quickness（ク
イックネス）：刺激に反応して素早く動き出す能力が競技力のパ
フォーマンス向上には欠かせないことから、SAQ能力に関す
るフィジカルテストが求められている。
この授業では競技者におけるフィジカル測定法と評価方法につい
て学習する。

第5回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅱ -筋力測定法・RM法を用い
た最大筋力①レジスタンストレーニングは筋に一定以上の抵抗力（レジスタン
ス）をかけ、筋活力を高める運動である。近年では幅広い年齢
層において筋力トレーニングが健康維持や競技力の向上に有効
的であると報告されており、トレーニングの方法について学ぶこ
とは運動処方の基本である。
トレーニングの効果を得るためには、挙上重量・反復回数やセッ
ト数、休憩時間および頻度を目的と個人の能力に合わせて、処
方できる人材が必要とされている。この授業では、個々の筋
力に関係する測定と評価を行い、競技目的に応じた運動処方がで
きるよう学習する。

筋力測定法であるRM法の測定方法と意義につ
いてまとめておく。

4時間

第6回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅱ -筋力測定法・RM法を用い
た最大筋力②レジスタンストレーニングは筋に一定以上の抵抗力（レジスタン
ス）をかけ、筋活力を高める運動である。近年では幅広い年齢
層において筋力トレーニングが健康維持や競技力の向上に有効
的であると報告されており、トレーニングの方法について学ぶこ
とは運動処方の基本である。
トレーニングの効果を得るためには、挙上重量・反復回数やセッ
ト数、休憩時間および頻度を目的と個人の能力に合わせて、処
方できる人材が必要とされている。この授業では、個々の筋
力に関係する測定と評価を行い、競技目的に応じた運動処方がで
きるよう学習する。

筋力測定法であるRM法の測定方法と意義につ
いてまとめておく。

4時間

第7回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅲ-全身持久力の測定方法・有
酸素性能力の算出全身持久力は長時間、一定の強度の運動を続けることができる能
力のことをいい、有酸素性能力とも呼ばれている。
有酸素性能力は競技パフォーマンスには欠かせないことや将
来、生活習慣病や心疾患の発症・死亡率に関係している。
そのため全身持久力を把握し、維持・向上させることは様々な観
点からも重要である。
そこでこの授業では、現場で実施されている測定法を用いて有酸
素性能力を算出する。

最大酸素摂取量の測定内容の算出方法、意
義についてまとめておく。

4時間

第8回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅳ-敏捷性-

スポーツ競技の敏捷性についてまとめてお
く。

4時間

柔軟性の測定内容と方法・意義についてまと
めておく。

4時間

競技力の要素の一つである、敏捷性について学習する。
この授業では、実際に敏捷性に関する測定を行い、評価を行う。
第9回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅴ

-柔軟性の測定法①-

柔軟性は、からだの柔らかさのことである。筋などが硬いと正
常に伸び縮みせず、関節の動きが円滑でなくなり、競技力の低
下・スポーツ外傷・障害だけでなく膝痛や腰痛などのリス
クが高まると指摘されている。これらのスポーツ障害予防や競技
力との関連からも柔軟性に関する測定と身体各部位の柔軟性が障
害発生や競技成績とどのような関係があるのかを理解し、評
価を実施する。
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第10回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅴ

-柔軟性の測定法②-

柔軟性は、からだの柔らかさのことである。筋などが硬いと正
常に伸び縮みせず、関節の動きが円滑でなくなり、競技力の低
下・スポーツ外傷・障害だけでなく膝痛や腰痛などのリス
クが高まると指摘されている。これらのスポーツ障害予防や競技
力との関連からも柔軟性に関する測定と身体各部位の柔軟性が障
害発生や競技成績とどのような関係があるのかを理解し、評
価を実施する。
第11回

競技力向上に役立つ測定・評価 Ⅵ

-平衡性の測定法-

身体の平衡性（バランス能力）は姿勢安定に関係してお
りス、ポーツや運動はもちろん日常生活の身体活動に重要な役
割を果たしている。近年では高齢者だけでなく取り巻く環境の変
化により子どもまでもがバランス能力を失い、転倒からケガの発
生まで発展しており、社会的問題となっている。また姿勢を安
定させることは競技パフォーマンスである速く走ること
や強い力を出すことにも大切であることから、平衡性（動的・静
的バランス）に関する測定と評価を実施する。
第12回

測定・評価の実施、データ加工、フィードバックの実際
今まで実施した、測定データを統計を利用して、処理とグラ
フを作成する。
またデータ結果を踏まえ、先行研究を引用しながら考察・まとめ
までを作成する。

柔軟性の測定内容と方法・意義についてまと
めておく。

4時間

平衡性の測定内容と方法・意義についてまと
めておく。

4時間

データ処理における統計についてまとめてお
く。

4時間

第13回

測定と評価の実際 Ⅰ-測定と評価における実験プロトコルの作
成と実験グループで測定と評価における実験プロトコルを作成し、その実
験を実施する。
実験終了後はその実験で得た、データを統計で処理し、まとめま
での作業を行う。

発表に向けての資料を完成させる。

4時間

第14回

測定と評価の実際 Ⅱ-測定と評価における実験プロトコルと実
験結果の発表実験テーマについての発表と今後の発展について発表形式で実
施する。
また、その発表に関する内容や疑問を討論しあう。

実験における達成度と発展についてまとめ
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツトレーニング理論演習
外林大輔・坂本拓巳
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツパフォーマンス向上や運動・スポーツの技能向上を目的とした各種トレーニングについて学ぶ。またトレーニングをより深く理解する
ための機能解剖学や運動生理学、トレーニング科学などについても学びを深める。身体の構造や機能、発育発達に応じた、かつ学術的根拠が明
確なスポーツトレーニングを学ぶことで、体育授業および課外活動での活用が可能となるような授業展開とする。また各種スポーツトレーニン
グの実践を通じて基礎体力の向上と運動・スポーツの楽しさを体験し、健康教育を実施していく上での礎とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

各種スポーツトレーニングにおける専門
的な知識および技術の獲得

各種競技の特徴を理解した上で、パフォーマ
ンス向上のためのトレーニング指導ができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

各種トレーニングの理論を理解、実践・指
導ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回の出席を求める。また規定回数以上の出席がなければ授業放棄とみなし、成績評価は行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

積極的な共同活動の遂行とワーシー
トの作成提出
40％
課題レポート
30％
実技試験

： 能動的および自主的に共同活動に参加し、毎回の授業でワークシートを作成したものについ
て、①授業内容を踏まえているか、②共同活動でディスカッションしたものとなっているかを評
価する
： 14回の授業終了後に課題を出題し、その出題内容に対して論理的に考察し、適切にまとめられてい
るかを評価する
： 指定されたトレーニングについて実践・指導が可能なレベルに到達しているかを評価する

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
NSCAジャパン、ストレングス＆コンディショニング 理論編、大修館書店、2014年
NSCAジャパン、ストレングス＆コンディショニング エクササイズ編、大修館書店、2004年
河森直紀、競技者のためのウエイトトレーニングの考え方、ナップ、2020年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業外学修に取り組むことに加え、毎回の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習することが必要となる。
なお、実技については原則指定のジャージおよびスポーツウェアとし、外傷予防の観点から眼鏡・ピアスを含めた服飾品は取り外しておくこ
と。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
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備考・注意事項： オフィスアワー・授業外での質問方法については、初回の授業でインフォメーションする。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（授業評価方法と授業の目的について）
トレーニング科学の概論、トレーニングの原理、原則、基本的知
識

トレーニング科学の基本的知識について理
解する

4時間

第2回

神経-筋系、骨格筋の機能解剖とバイオメカニクス
骨格筋の形態と機能、筋発揮のメカニズム、骨格筋に対するト
レーニング効果

筋骨格系の形態と機能について理解する

4時間

第3回

心臓血管系と呼吸器系
心臓血管系と呼吸器系の解剖と生理、エネルギー供給システム

心血管系の解剖生理について理解する

4時間

第4回

トレーニングの種類（無酸素性トレーニングと有酸素性トレー
ニング）
無酸素性トレーニングと有酸素性トレーニングの種類と効果

トレーニングの種類とその効果について理
解する

4時間

第5回

レジスタンストレーニング（上肢）

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

授業で学んだ内容と自身のスポーツ活動と関
連付ける

4時間

各競技の特徴をしっかりと調べておく

4時間

胸部、上背部、肩部、上腕部のトレーニング
第6回

レジスタンストレーニング（下肢）
下肢の単関節、多関節トレーニング

第7回

レジスタンストレーニング（体幹）
体幹部のトレーニング

第8回

プライオメトリクストレーニング
上肢、下肢、体幹、複合的動作のプライオメトリクストレーニン
グ

第9回

スピード系トレーニング
アジリティ、クイックネス能力向上のためのトレーニング

第10回

バランス、コーディネーション向上のスポーツトレーニング
バランス向上に関する基礎を学ぶとともに、各種トレーニン
グを実践する

第11回

ストレッチングと柔軟性のトレーニング
柔軟性の評価と様々なストレッチング

第12回

トレーニングと内分泌、食事、栄養
トレーニングとホルモンの作用、パフォーマンスのための食
事と栄養

第13回

特別な人のためのトレーニングプログラム
子ども、女性、高齢者、危険因子を持つ人に向けたプログラムデ
ザイン

第14回

トレーニングのプログラムデザイン
スクリーニングとトレーニングプログラムの立案
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

コンディショニング理論演習
外林大輔
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
各種コンディショニング技術による身体の構造および機能的変化について、現在のトレンドやを踏まえつつ、その学術的根拠を明確にするとと
もに、スポーツ現場のみならず教育現場においても発育発達段階に応じた応用が可能となる術について模索する。また実践を通じて基礎体
力の向上と運動・スポーツの楽しさを自らが体験し、体育授業およびスポーツ・健康教育を実施していく上での礎とする。またコンディショニ
ングを学ぶ上で重要となる運動生理学や機能解剖学などについても解説することで更なる学びに繋げる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

各種コンディショニングの専門的な知識およ
び技術の獲得

身体の構造と機能を理解した上で、コンディ
ショニング指導ができる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

各種コンディショニングの理論的根拠を示し
ながら、実践・指導ができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回の出席を求める。また規定回数以上の出席がなければ授業放棄とみなし、成績評価は行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技試験
50％
課題レポート
50％

： 指定されたコンディショニング技術について実践・指導が可能なレベルに到達しているかを評価す
る
： 各授業終了後に課題を出題し、その出題内容に対して論理的に考察し、適切にまとめられているか
を評価する

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業外学修に取り組むことに加え、毎回の授業内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習することが必要となる。
なお、実技については指定のジャージおよびスポーツウェアとする。なお、外傷予防の観点から眼鏡・ピアスを含めた服飾品は取り外しておく
ことが望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： オフィスアワー・授業外での質問方法については、初回の授業でインフォメーションする。
急を要する場合は、メールで対応する。
sotobayashi@g.osaka-seikei.ac.jp
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

コンディショニングとは
コンディショニングの定義や教育現場などでの活用法について説
明するとともに、本科目実施上の注意点や評価基準などについ
て説明する。

コンディショニングとはどのようなものかに
ついて調べておく

4時間

第2回

体組成と食事・ウェイトコントロール
体組成の意義と安全で効果的なウェイトコントロールの方法につ
いて学修する。

体組成の基礎について予習しておく

4時間

第3回

コンディショニングとしての柔軟性－理論と評価法－
コンディショニングにおける柔軟性の基礎と各手法について理
解する。

柔軟性の意味を理解しておく

4時間

第4回

コンディショニングとしての柔軟性－スタティックストレッ
チとダイナミックストレッチ－
ストレッチングの手法について理論を学び、各部位の方法につい
て実技を踏まえ実施する。

機能解剖学を理解しておく

4時間

第5回

体幹のコンディショニング－ストレッチポール－
ストレッチポールを用いた体幹のコンディショニング方法につい
て学修する。

体幹の機能解剖学を理解しておく

4時間

第6回

体幹のコンディショニング－股関節と胸郭の関連性－
体幹部における股関節と胸郭のの重要性について、柔軟性と安定
性の観点から学修する。

スポーツ動作との関係性を理解しておく

4時間

第7回

足関節のコンディショニング

足関節の機能解剖学について予習復習をして
おく

4時間

足関節の機能解剖学、足関節捻挫に対する評価とコンディショニ
ングについて学修する。
第8回

コンディショニングとしてのウォーミングアップとクールダウ
ン
ウォーミングアップとクールダウンの重要性と方法について学
修する。

各スポーツ種目の特異性について調べておく

4時間

第9回

環境や用具におけるコンディショニング
良好なスポーツ実施環境や適切な用具・道具とその扱い方につい
て学修する。

スポーツ環境について調べておく

4時間

第10回

コンディショニングとしてのホワイトテープ－足関節捻挫－
足関節捻挫に対するテーピングおよび予防のためのテーピング方
法について学修する。

足関節捻挫について調べておく

4時間

第11回

コンディショニングとしてのホワイトテープ－肉離れ－
肉離れに対するテーピングおよび予防のためのテーピング方法に
ついて学修する。

肉離れについて調べておく

4時間

第12回

コンディショニングとしての伸縮テープ
伸縮テープの活用方法について学修する。

機能解剖学を復習しておく

4時間

第13回

コンディショニングとしてのマッサージ
マッサージの有効性と手技方法について学修する。

機能解剖学と感覚の生理学を理解しておく

4時間

第14回

コンディショニングと安全管理
コンディショニングの実践現場における安全管理について学修す
る

外傷と障害、EAPに関して調べておく

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツコーチング論
中村泰介
2年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、スポーツ指導(コーチング)に関する専門的知識を習得し、指導(コーチング) を実践していく上で必要となる資質を理解し、各年
代、各目的に応じた指導を展開できるスキルを習得する。また、昨今のスポーツ指導現場での様々な問題や課題に対して理解を深めると同
時に、諸外国の優れたスポーツコーチングの事例を参照しながらスポーツコーチングの理念と実践方法を学んでいく。
※本授業は集中講義であり、オンラインを活用しながら授業を実施いたします※

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

指導(コーチング)の意義と役割を理解する

各年齢、目的に応じた指導(コーチング)を理
解する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

近年、スポーツ指導現場における指導者の倫
理的課題を理解し、学問としてのコーチン
グ学が目指す理念と実践について学びを深め
ていく。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
授業の中で発表(スピーチ)を行います(受講人数によって変更する場合がある)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
50％
毎回の授業中の小レポート

： スポーツ指導において、本授業で学んだスポーツコーチングの意義と役割を正しく理解している
か、また自らがスポーツ指導を実践する際に各年代、各目的に応じた計画、実行ができるか。
： 毎回授業の最後に確認テスト(2～3問程度の論述式)を行います。

30％
授業への取り組み
20％

： 授業への参加の様子及び授業中の質問(議論)や発表(受講人数によって変更します)の様子等を評
価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『コーチング学への招待』，日本コーチング学会(編)，2017，大修館書店．
その他文献は授業で紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
※本授業は集中講義であり、オンラインを活用しながら授業を実施いたします※
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 初回の授業でアナウンスします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

スポーツ・コーチング論ガイダンス(授業の進め方、評価方
法、事前学習等)
本講座「スポーツコーチング」について、授業のすすめかたを説
明する。加えて、評価方法及び事前学習、参考文献等について
も説明を行う。

第2回

スポーツにおけるTeachingとCoaching
スポーツ指導におけるTeaching ・スポーツ指導におけ
るCoaching ・スポーツ実践における指導スタイルの文化的比
較(諸外国との比較)

第3回

コーチング哲学とコーチング実践
・コーチング哲学とは ・コーチング哲学と実践 ・コーチン
グ回路 ・指導スタイルと指導者(コーチ)のパーソナリティ

第4回

コーチングスキルとコミュにケーションスキル

・コーチングに必要なスキル
・コーチングにおけるコミュ
ニケーション
・選手(アスリート・生徒)とのコミュニケー
ション
第5回

スポーツコーチングの倫理的理解

・スポーツ指導における倫理(スポーツ倫理) ・スポーツ指導に
おける体罰・暴力 ・スポーツとドーピング問題 ・スポー
ツに孕む諸問題
第6回

テクノロジーとスポーツコーチング

・近年のスポーツとテクノロジー ・スポーツ・インテリジェン
ス ・AI技術とスポーツ指導の協働
第7回

クロス・カルチャーの視点からみたスポーツコーチング①

・クロス・カルチャーとは ・「文化的差異」から見るスポー
ツ指導とコミュニケーションのスタイル ・日本人指導者が海
外で指導(コーチング)する事例
第8回

クロス・カルチャーの視点からみたコーチング②

・「文化的差異」からみたスポーツ指導(我が国の事例) ・「文
化的差異」からみたスポーツ指導(コーチング) ・外国人指導
者が日本において指導(コーチング)する事例
第9回

諸外国のコーチングスタイルとシステム
・スポーツ育成指導における文化的比較(日本、フランス)
家主導による育成指導方法の事例(フランス)

第10回

・国

諸外国のコーチングスタイルとシステム
・スポーツ育成指導における文化的比較(日本、スペイン、メキ
シコ) ・クラブ主導による育成指導方法の事例(スペイン)

第11回

育成におけるコーチングの方法論

・育成年代選手におけるコーチング ・年齢層、発達発育に応じ
たコーチング ・コーチングの計画・実践・振り返りと、コーチ
ング哲学の意義
第12回

強化(アスリート)におけるコーチングの方法論

・アスリートにおけるコーチング ・アスリートの心理面とコー
チング ・コーチングの計画・実践・振り返りと、コーチング哲
学の意義
第13回

アスリート・センタード・コーチングの理論と実践
・アスリート・センタード・コーチングの理論 ・アスリー
ト・センタード・コーチングの実践例 ・よりよいコーチング方
法(選手にとってのスポーツ実践)の構築にむけた課題

543

スポーツコーチングを受講する前に、参考文
献を熟読しスポーツ指導(コーチング)におい
て重要なポイントを理解しておくこと。

4時間

配布資料をもとに、スポーツ指導におけ
るTeachingとCoachingのそれぞれの特徴と役
割に関して理解を深めておくこと。

4時間

配布資料をもとに、コーチング哲学及び指
導スタイルと指導者(コーチ)のパーソナリ
ティの関係に関して理解を深めておくこと。

4時間

配布資料をもとに最近のスポーツ指導現場に
おける様々な事件等を調べておくこと。ま
た、各事件に対する自らの意見もまとめてお
くこと。

4時間

配布資料をもとに最近のスポーツ指導現場に
おける様々な事件等を調べておくこと。ま
た、各事件に対する自らの意見もまとめてお
くこと。

4時間

配布資料をもとに、近年のスポーツ現場にお
けるテクノロジーの利活用の事例を調べてま
とめておくこと。また、コーチングにテクノ
ロジー、AI技術が用いられている事例も調べ
ておくこと。

4時間

配布資料をもとに、「クロス・カル
チャー」に関して理解を深め、文化的な違い
から明らかになるスポーツ指導のスタイルに
ついて自分の意見をまとめおくこと。

4時間

配布資料をもとに、前回に引き続き「クロ
ス・カルチャー」に関して理
解を深め、我が国(日本)に適したスポーツ指
導のスタイルについて自分の意見をまとめお
くこと。

4時間

配布資料をもとに、優れたスポーツコーチン
グの特徴について理解を深めておくこと。

4時間

配布資料をもとに、優れたスポーツコーチン
グの特徴について理解を深めておくこと。

4時間

配布資料をもとに、育成年代選手におけ
るコーチング、発達発育(年齢層)に応じ
たコーチング、コーチングの計画・実
践・振り返りと、コーチング哲学の意義につ
いて理解を深めておくこと。

4時間

配布資料と参考文献をもとに、・アスリー
トにおけるコーチング、コーチングの計
画・実践・振り返りと、コーチング哲学の意
義について理解を深めておくこと。

4時間

配布資料、参考文献をもとに、・アスリー
ト・センタード・コーチングの理論及び実践
方法について理解を深めておくこと。

4時間

7446

第14回

日本におけるスポーツコーチングの実際と課題 スポーツコーチ
ングまとめ発表(スピーチ)・討論
日本におけるスポーツコーチングの実際と課題
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配布資料、参考文献をもとに、理解を深めて
おくこと。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ栄養学
佐藤愛
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

管理栄養士、公認スポーツ栄養士の資格を持つ。病院の給食施設における傷病者の栄養管理、アスリートへ
の栄養サポートの経験があり、スポーツ選手への栄養教育に関する研究を行っている。

授業概要
スポーツ選手の競技力向上にはトレーニングだけでなく、適切な栄養管理が重要である。しかし選手は管理栄養士からの栄養サポー
トを常に受けられるとは限らず、スポーツ指導者やトレーナーが栄養情報提供を行う場合もある。本講義では、コンディションの調整や競技パ
フォーマンスの向上と関連した栄養素の機能・代謝など基礎的な理論を概説し、スポーツ選手の競技力向上に向けた栄養管理について考える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

アスリートのパフォーマンス向上に関連す
る栄養摂取における専門的な知識を習得す
る。

・コンディション調整、競技パフォーマン
スの向上に関連する栄養素の機能や代謝を理
解する。
・成長期のスポーツ選手の栄養管理を理解す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

収集した資料からアスリートの食生活におけ
る課題を発見できる。

2 ．DP5.計画・立案力

ジュニアアスリートの食生活における課
題に対して適切なアプローチを立案できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 講義内容の理解・知識の習得ができており、それを応用できるかを判断する。
50％

授業態度・振り返りシート
14％
小テスト、授業内課題
26％
制作物の提出・発表

： 講義中の態度および振り返りシートに記入された、講義内容に対する理解度や感想等の記入状
況を評価する。
： 講義内容に対する理解、関心度およびスポーツと栄養に関する知識を用い、指定の形式に沿って独
自の意見を提示できているかという観点から評価する。
： 講義内容を理解し作成ができているかとプレゼンテーションを評価する。

10％

使用教科書
指定する
著者
今村裕行

タイトル
他

・

出版社

イラスト スポーツ・運動と栄
養

・ 東京教学社

出版年
・

2020 年

参考文献等
「公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅰ」（日本スポーツ協会,2014年）、「公認スポーツ指導者養成テキスト共通科目Ⅲ」（日本スポー
ツ協会,2014年）、「体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学」（市村出版,2014年）、「アスリートの栄養アセスメント」（第一
出版,2017年）、「イラスト スポーツ栄養学」（東京教学社,2019年）
その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

545

7451

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業で伝えます

場所：

初回の授業で伝えます

備考・注意事項： 授業日以外の対応に関しては、授業開始時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとスポーツ栄養に関する概説
本授業概要を説明し、受講意識を確立する。スポーツ栄養学の定
義、食事の役割について学ぶ。事前アンケートを行う。

第2回

エネルギー代謝
スポーツとエネルギーの関係について学ぶ。

第3回

三大栄養素の働き
炭水化物・脂質・たんぱく質について学ぶ。

第4回

ビタミン・ミネラルの働き
ビタミン・ミネラルについて学ぶ。

第5回

水分の役割と熱中症の対策
水分の役割と熱中症について理解し、水分補給について学ぶ。

第6回

体の構造と働き
消化・吸収のしくみと生理・生化学検査について学ぶ。

第7回

アスリートの身体組成と減量・増量時の栄養管理
アスリートの身体組成と減量・増量時の食事を学ぶ。

第8回

アスリートへの栄養教育
スポーツ栄養マネジメントについて学ぶ。

第9回

スポーツ栄養の食事の考え方と基本
食事の評価と食事計画の方法を学ぶ。

第10回

補食とサプリメント
補食とサプリメントについて学ぶ。

第11回

アスリートに多い栄養障害とその対策
スポーツ栄養における骨障害、貧血の対策について学ぶ。

第12回

期分けによる栄養管理
トレーニング期、試合期、オフ期の食事について学ぶ。

第13回

ライフステージ別のスポーツ栄養管理
ジュニアアスリート等の食生活の問題点と栄養管理につい
て学ぶ。

第14回

補食と栄養情報の提供の発表
補食のリーフレットを発表する。
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教科書p.2～4を読んでおく。食事の役割につ
いて予習しておく。

4時間

教科書p.5～18, 194～199を読んでおく。メッ
ツについて調べておく。

4時間

教科書p.19～34を読んでおく。炭水化物・脂
質・たんぱく質を主に含む食品を調べてお
く。

4時間

教科書p.35～47を読んでおく。ビタミン・ミ
ネラルを主に含む食品を調べておく。

4時間

教科書p.48, 143～147を読んでおく。水
分の役割について予習をしておく。

4時間

教科書p.49～50, 65～75を読んでおく。食
物の消化・吸収について予習しておく。

4時間

教科書p.52～64, 124～132を読んでおく。除
脂肪体重について調べておく。

4時間

教科書p.88～93を読んでおく。これまで学ん
できたことを復習しておく。

4時間

教科書p.95～104, 200～215を読んでおく。自
分の食事調査を実施しておく。

4時間

教科書p.182～192を読んでおく。自分が使
用しているサプリメントがあれば調べてお
く。

4時間

教科書p.133～142を読んでおく。疲労骨
折、貧血を経験したことがある人は原
因を考えておく。

4時間

教科書p.150～166を読んでおく。試合前の食
事の注意点を考えておく。

4時間

教科書p.167～179を読んでおく。ジュニアア
スリートの栄養摂取の注意点を考えておく。

4時間

発表原稿を作成しておく。

4時間

7456

432

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

機能解剖学
中尾哲也
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

「アスレティックトレーナー、理学療法士、赤十字救急法指導員」として、陸上や陸上、スキーなどのアス
リートのコンディショニング指導やアスレティックリハビリテーションを実施している。（全15回）

授業概要
解剖学は、身体の諸器官の場所や形状、その作用を学ぶ科目である。この授業（機能解剖学）では、身体の骨や筋、靭帯など運動器の構造と機
能を中心に理解を深め、安全で効果的な身体運動を導く能力を養う。安全で効果的な身体運動を導くためには身体構造の理解だけでなく、それ
を有効活用するための地面反力やストレッチショートニングメカニズム、静的および動的な身体アライメントと重心位置、運動方向とのリン
クは不可欠となる。自ら実践し指導できる実践力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

身体の骨格構造を有効活用できる仕組みにつ
いて触れる。

安全で効果的な身体運動を導く身体構造と機
能を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内容シート

： 授業内容を授業毎に整理し、新しい発見を記載した用紙を提出する。
40％

課題シート

： 授業内容を授業毎に整理し、授業内容に即した自分の課題を記載した用紙を提出する。
30％

質問シート

： 授業内容に対する質問を授業毎に整理し、その内容を記載した用紙を提出する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
越智淳三（訳） 解剖学アトラス 文光堂
日本体育協会 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト2 運動器の解剖と機能
津山直一(訳) 新・徒手筋力検査法 （協同医書出版社 2009年）
A.I. Kapandji（著） 塩田悦仁（訳） カバンジー機能解剖学 （医歯薬出版株式会社 2016年）
工藤慎太郎 運動機能障害の「なぜ？」がわかる臨床解剖学 （医学書院 2018年）
工藤慎太郎 運動機能障害の「なぜ？」がわかる評価戦略 （医学書院 2019年）
林 典雄（監修） 運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 上肢・下肢編(運動と医学の出版社

2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

547

7456
備考・注意事項： 授業外での質問がある際には、メールにてお願いします。Mail: nakao@kansai.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、運動学の基礎
・骨運動と関節包内運動

第2回

運動学の基礎
・筋骨格系組織に与える力の影響

第3回

歩行の運動学
・空間的・時間的指標
・関節運動学
・筋活動

第4回

歩行の臨床的指標
・歩隔、歩幅、足角
・重力、地面反力、SSC

第5回

足関節の機能解剖と傷害
・脛腓関節、距腿関節
・距骨下関節、横足根関節
・外在筋群、内在筋
・足の異常アライメント(扁平足）

第6回

膝関節の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・膝関節の異常アライメント

第7回

股関節の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・股関節疾患と治療

第8回

換気機能の機能解剖と傷害
・胸郭の運動
・横隔膜、骨盤底筋群
・下部体幹筋群

第9回

脊柱の機能解剖
・腰椎、胸椎、頚椎、仙腸関節の運動

第10回

脊柱の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・脊柱の疾患と治療

第11回

手指の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・手指の傷害（槌指など）

第12回

手根部の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・手根部の傷害（不安定症）

第13回

肘と前腕の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・肘の傷害(内側側副靭帯損傷、肘内障など）

第14回

肩甲骨の機能解剖と傷害
・筋と関節の相互作用
・肩甲骨、肩関節、肩鎖関節、胸鎖関節の運動
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授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

授業で学んだ内容と自身の身体活動と関連
付ける。

4時間

7457

エアロビックエクササイズ理論演習

授業科目名

藤松典子

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

エアロビックダンス、アクアエクササイズ、ウォーキングインストラクターの資格を取得し、近隣地域の講習
会、研修会で講師の実践経験を講義内容に結びつけている

授業概要
現代社会における運動の必要性を理解し、有酸素運動の特性と効果を理論と実践により学習する。ケネス・H・クーパー博士のエアロビクス理
論をエアロビクスの歴史や発展の観点から、また目標運動強度の設定の仕方を理論的に学習し、目標運動強度を実際に体験し、その時の主観的
運動強度と心拍数の関係を知る。有酸素運動の種目としてジョギング、ウォーキング、エアロビックダンスなど目的に合わせて運動種目を選
択できる能力を養う。また、有酸素運動と無酸素運動の違いを理解し、健康・体力づくりを実践する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

エアロビクス理論に基づき、運動強度の違い
を理解する。

各種運動から自分のデータを収集。デー
タ化によるレポート作成。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

エアロビクス理論に基づき、運動様式の異な
る実技を実施。

様々な有酸素性運動を実施することで運動強
度の違いを体験し、目的に応じた運動ができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分の体力を確認し、優れているところ
は伸ばし、劣っている体力を向上させる方
法を課題とし、取り組む。

2 ．DP6.行動・実践

各種運動種目を積極的に参加し、運動の身体
的変化を楽しむことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

レポート
40％
小レポート

： 毎回の授業の各自のデータを整理し、まとめたレポートで有酸素運動の理解度の観点より評価す
る。
： 各授業の課題の小レポートの提出により、課題を理解し、考察ができているか評価する。

30％
中間レポート

： 授業に必要な生理学的な用語を調べ、授業内容の理解度を評価する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
公益財団法人

健康・体力づくり事業財団「健康運動実践指導者養成テキスト」

履修上の注意・備考・メッセージ
授業はレポート作成が課題です。そのレポートを作成するためには、毎回の授業で測定する自分のデータが必要となります。毎回のデータの整
理と、予習復習が必要です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
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7457
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

現代社会における運動の必要性とエアロビクス理論
現代社会の健康問題を取り上げ、生活習慣病とその予防の必要
性を講義する。心拍数から運動強度と目標運動強度設定の仕
方を知り、目標運動強度を算出し強度を設定する。主観的運動強
度（RPE）と心拍数の関係について学習する。

平均寿命と健康寿命の関係と運動の必要性に
ついてまとめておく

4時間

第２回

ウォーキングの理論と実技
中高年で一番実施率の高いウォーキングについて特性や効
果を学び、各自の歩行能力（歩幅、歩行速度）を測定して実
態を把握する。

‘歩く‘ということを意識して生活する。

4時間

第３回

正しいウォーキング方法

歩行動作とウォーキングの違いを意識して生
活する

4時間

‘歩く’という動作は誰でも行っているが、歩き方を習ったこ
とのある人は多くない。ここでは日常動作の歩行ではなく、運
動としてのウォーキングを学習し、運動強
度の上げ方、下げ方を実践する。
第４回

ウォーキングのバリエーション
これまで学習してきたウォーキングを応用してグループに分か
れ、フロアパターンやリズムを考える。

正しい姿勢で歩くことを意識して生活する。

4時間

第５回

ウォーキングのパターン：グループ発表

ウォーキング時の各自のデータをまとめてお
く。

4時間

グループで考案したウォーキングを発表し、お互いに評価す
る。
第６回

スロージョギング
ウォーキングとジョギングの境界点を知り、運動強度の違い
を理解する。ニコニコペースといわれるスロージョギングを体
験する。

インターバル速歩について調べ、体験する。

4時間

第７回

ジョギング

ウォーキングとジョギングの違いについ
て調べる。

4時間

お互いに会話のできるスピードでジョギングし、心拍数から運
動強度を算出し主観的運動強度と比較する。
第８回

各自のペースでのジョギング
前回より少し速度を上げて身体の負荷の違いを見る。

これまでの種目の心拍数とRPEを整理する。

4時間

第９回

エアロビクストレーニンング

其々のトレーニングについて調べ、ｌまとめ
る。

4時間

授業で実施したストレッチングを整理、復
習する。

4時間

インターバルトレーニング、レペティショントレーニン
グ、サーキットトレーニングなど目的や効果の違うトレーニン
グの理論と実際を講義する。
第10回

主な筋肉部位のストレッチング
日常生活で筋を伸ばすことが注目されている。筋の起始部、停
止部、また筋の形状を理解し、しなやかな身体を目指す方
法を知る。

第11回

ストレッチングの実際
筋をただ伸ばすだけでなく、自分の体を使い引っ張り合いなが
ら伸ばす、椅子とマットを使うメソッドを紹介する。

授業で実施したメソッドを練習する。

4時間

第12回

筋のコンディショニング
筋肉の強化。ここでは、マシンを使わずどこでもできる自重負
荷を利用したコンディショニングを行い、自分に足りない筋力を
みつけ課題を設定する。

筋の強化の仕方を整理し復習する。

4時間

第13回

ローインパクトステップ中心のエアロビックダンス
比較的運動強度の低いエアロビックダンスを長い時間
行う。ウォーミングアップ、メインエクササイズ、 筋のコン
ディショニング、クールダウンを実施する。

心拍数とRPEの関係を比較する

4時間

第14回

ハイインパクトステップ中心のエアロビックダンス
比較的運動強度の高いエアロビックダンスを長い時間
行う。ウォーミングアップ、メインエクササイズ、 筋のコン
ディショニング、クールダウンを実施する。

強度の上がった時のRPEと心拍数を比較する

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ生理学演習
臼井達矢
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
安全かつ効果的に運動やスポーツ指導を行うには、運動に伴う身体の反応やその効果を正しく測定し、評価する技術と技能が必要になる。本演
習を通じて、運動や身体活動が生体に及ぼす影響とその反応を測定し、運動プログラムや指導に反映する技術を身につける。また本演習で
は、グループにおいて運動やスポーツ、健康に関わる様々なテーマでのミニ実験を行い、正しい測定方法や結果の分析評価法を学ぶ。さらにグ
ループ研究を行い、課題発見能力やプレゼンテーション能力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

スポーツによる効果を正しく測定し評価す
る方法を学ぶ

スポーツや運動による効果を正しく測定し評
価するための技能や、結果を分かりやす
く伝えるためのプレゼンテーション能
力を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

運動やスポーツが抱える諸問題を理解し、安
全で効果的な運動指導や指導方法を考えるこ
とができる。

2 ．DP6.行動・実践

運動効果を高めるための方法や指導方法を理
解し、正しい運動の実践や指導を行うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
50％
受講状況
10％
期末テスト（グループ研究）
40％

： グループでの研究の遂行とそのデータ整理が完成できていれば4点とし、さらに自己の考えや先行
研究を用いて考察などを示していれば5点、誤りや内容不足の場合は0点または1点とする。これ
を全10回実施する。
： 各回授業への積極的参加（発言や質問）や授業態度（受講マナー、私語や携帯電話の使用など、授
業の妨げになる場合は減点）を独自のルーブリックを基に総合評価する。
： 現代のスポーツが抱えている問題や子どもの健康支援、健康管理に関する研究テーマを考え、そ
の具体的研究手法とその実践、さらにプレゼンテーションについて評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

月曜昼休み

場所：

中央館2階研究室

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、それ以外の時間にも受け付けます。
連絡方法は、初回授業時に伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

健康や運動に関する最近の知見
現代のスポーツ現場が抱える諸問題という問いから、安全で効果
的な運動についてグループワークを用いて考える。

第2回

スポーツ生理学の必要性
安全に効果的に運動を実践するためには、その効果を正しく測
定し評価できる知識と技術が求められる。幼児期や学童期におけ
るスポーツ測定の意義や具体的方法、さらにその評価方法につい
て考える。

第3回

体力テストの実際
体力や健康度を測定するための方法を理解し、実際に測
定を行う。得られたデータを標準値、基準値を用いて、自己の体
力年齢を算出する。

振り返りシートの作成（現代のスポー
ツが抱える諸問題）

4時間

振り返りシートの作成（幼稚園や小学
校で行われている運動能力テスト）

4時間

振り返りシートの作成（得られた体力測
定データの整理と図表作成）

4時間

第4回

グループ実験（１-１）運動強度の違いによる運動効果の検
討（低強度運動）
歩行や自転車運動など単純運動においても、脳機能が向上するか
に関してはあまり検討されておらず、またどのくらいの運動強
度が脳の活性化に有効であるかに関しても、一致した見解が得ら
れていない。そこで今回は、単純運動を用いて、その運動強
度の違いによって運動後の注意力・短期記憶に差がみられるかど
うかを検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第5回

グループ実験（１-2）運動強度の違いによる運動効果の検
討（高強度運動）
歩行や自転車運動など単純運動においても、脳機能が向上するか
に関してはあまり検討されておらず、またどのくらいの運動強
度が脳の活性化に有効であるかに関しても、一致した見解が得ら
れていない。そこで今回は、単純運動を用いて、その運動強
度の違いによって運動後の注意力・短期記憶に差がみられるかど
うかを検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第6回

グループ実験（2-１）声援の種類と運動効果の検討（ポジティ
ブな声援）
ファンやサポーターからの声援は、選手にとって良いパフォーマ
ンスの発揮や持っている以上の力を発揮することが可能になるこ
とが考えられる。しかしながら、実際に声援を受けた場合とそう
でない場合の、科学的な検証は少ない。そこで今回は、声援の有
無による、運動パフォーマンス（技術を要する能力、単純なパ
ワー発揮）への影響について検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第7回

グループ実験（2-2）声援の種類と運動効果の検討（ネガティ
ブな声援）
ファンやサポーターからの声援は、選手にとって良いパフォーマ
ンスの発揮や持っている以上の力を発揮することが可能になるこ
とが考えられる。しかしながら、実際に声援を受けた場合とそう
でない場合の、科学的な検証は少ない。そこで今回は、声援の有
無による、運動パフォーマンス（技術を要する能力、単純なパ
ワー発揮）への影響について検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第8回

グループ実験（3-１）運動による乳酸の変動と運動効果の検
討（高強度運動）
乳酸は以前は疲労物質として扱われてきたが、近年では糖代謝に
よる産物として、その後エネルギーとして利用されることが報
告されている。運動により乳酸を高めること、さらに蓄積され
た乳酸を利用することで運動パフォーマンスが高まることが考え
られる。そこで本授業では、運動による乳酸の変動とその効
果を検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第9回

グループ実験（3-2）運動による乳酸の変動と運動効果の検
討（低強度運動）
乳酸は以前は疲労物質として扱われてきたが、近年では糖代謝に
よる産物として、その後エネルギーとして利用されることが報
告されている。運動により乳酸を高めること、さらに蓄積され
た乳酸を利用することで運動パフォーマンスが高まることが考え
られる。そこで本授業では、運動による乳酸の変動とその効
果を検討する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第10回

グループ実験（4-1）運動中の心拍数および血圧変動とその運動
効果の検討（高強度運動）
運動中の心拍数および血圧を測定し、その変動を評価する。運動
強度と心拍数は比例関係にあり、カルボーネン法を用いて心拍
数から運動強度を設定することができる。また血圧においても高
血圧症が問題となっていることから、運動による改善方法を知る
ことは重要である。そこで本授業では、運動による心拍数およ
び血圧の変動を測定する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第11回

グループ実験（4-2）運動中の血圧および心拍数変動とその運動
効果の検討（低強度運動）
運動中の心拍数および血圧を測定し、その変動を評価する。運動
強度と心拍数は比例関係にあり、カルボーネン法を用いて心拍
数から運動強度を設定することができる。また血圧においても高
血圧症が問題となっていることから、運動による改善方法を知る
ことは重要である。そこで本授業では、運動による心拍数およ
び血圧の変動を測定する。

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と図表作成）

4時間

第12回

グループ研究（１）グループで研究テーマを考える

振り返りシートの作成（研究テーマとその方
法の検討）

4時間

これまでのグループ実験の手法を基に、各グループで実験テー
マを考える。先行研究を基に研究テーマや具体的研究手法につい
て考えていく。
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第13回

グループ研究（２）グループ研究の実施
各グループで考えた実験を行う。

第14回

グループ研究（３）データの整理・報告書の作成
各グループ実験で得られたデータを整理し、研究報告書の作
成を行う。

553

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理）

4時間

振り返りシートの作成（得られたデータの整
理と報告書の作成）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

運動と生活習慣病
黒瀨聖司
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

医療機関に16年間勤務し、健康運動指導士として心臓リハビリテーションや生活習慣病の運動療法、介護予
防の運動指導を経験。
健康運動指導士の他に、心臓リハビリテーション上級指導士と京都府糖尿病療養指導士を取得している。

授業概要
慢性的な運動不足が生活習慣病に関連し、将来的に3大疾患（悪性腫瘍、心疾患、脳血管疾患）を招く可能性が高い。メタボリックシンドロー
ムに総称されるような肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病の病態や高齢者のサルコペニアやフレイルについても講義し、運動生理学の基礎知
識、運動・身体活動の予防効果や治療効果を学ぶ。各病態に対する運動プログラムの立案や自ら健康行動を実践できるようにグループワーキン
グも導入する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

運動とは何か？生活習慣病とは何か？の基本
的な理解と知識、および運動生理学を応用す
る能力の修得。

生活習慣病の分類ができ、各病態を理解する
ことで、運動の種類や強度、時間、頻度か
ら運動プログラムを考えることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

生活習慣病に対する運動効果を理解し、よ
り効果的な運動とは何か？運動継続するため
の方法は何か？など慢性疾患患者への生涯に
わたる運動支援をグループごとでディスカッ
ションし、問題解決にあたる。

水平性を保ったグループディスカッションが
でき、意見をまとめて発表することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

生活習慣病が蔓延している原因を理解し、そ
の解決策としての運動の役割をみつける。

2 ．DP6.行動・実践

自分自身の健康行動を振り返り、自らも生活
習慣を改善できる。また、グループワー
クを通じてコミュニケーション能力を養う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（筆記）
50％
授業の取り組み状況
30％
レポート

： 運動と生活習慣病に関する基礎知識を理解しているか否かで評価する。15回の授業終了後に実施す
る。
： 各授業の参加（発言や質問、グループワークでの関わり）、授業態度（受講マナー）など
の取り組みから評価する。
： 指定された課題に対して、シンプルかつ論理的にまとめられているかを評価する。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・身体活動・座位行動の科学 熊谷秋三/田中茂穂/藤井宣晴 杏林書院
・健康運動指導士試験 要点整理と実践問題 稲次潤子 文光堂
・運動生理学20講 勝田茂/征矢英昭 朝倉書店

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等については授業の前後で対応する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション - 運動とは？
本講義の目的や進め方について説明する。運動、身体活動、ス
ポーツなど類似した用語をきちんと定義し、適切に使用できるよ
うに理解を深める。また、「運動を続ける」ために必要なこと
を考える。

第2回

発育発達と生活習慣病の現状
発育発達による運動の役割や過去と未来を考える。また、ライフ
スタイルの変化、文明の利器によって生活習慣病が増加している
が、完治させるための薬はない。今後も増え続けることが予想さ
れる生活習慣病を分類し、その根本治療の方法を考える。

第3回

運動・スポーツで健康寿命を延ばす
健常者、生活習慣病患者、心疾患患者など多くの人にとって、生
命予後を規定する強力な因子は運動耐容能である。平均寿
命を延ばすよりも、健康寿命を延ばすことが重要であり、そのた
めに必要な運動・身体活動・スポーツの役割を考える。

第4回

運動指導に役立つ運動生理学の知識（代謝・骨格筋）
身体を動かすエネルギー源は糖と脂質である。また、骨格筋は刺
激が入ることで適応する。運動による代謝の変化や骨格筋の適
応などの生理的な反応を理解し、簡単でわかりやすい言葉で説
明できるように学習する。

第5回

運動指導に役立つ運動生理学の知識（呼吸・循環）
人は呼吸によってガス交換を行い、心臓のポンプ機能で全
身に送られ、各臓器で酸素が利用される。運動時の呼吸と循
環の変化や適応について理解し、簡単でわかりやすい言葉で説
明できるように学習する。

第6回

運動と肥満・脂質異常症の予防や治療
肥満は生活習慣の乱れによる最上流の因子であることを理
解し、肥満の一次予防の重要性を理解する。運動によるエネル
ギー消費量を計算でき、中性脂肪やLDLコレステロールを下げる
ために楽しく継続可能にな運動プログラムが立案できることを目
標に学習する。

第7回

運動と高血圧の予防や治療
高血圧の分類ができ、動脈硬化の重要な危険因子であることを理
解する。また、運動による自律神経の変化や血管拡張などの降圧
機序を理解し、血圧を下げるために最適な運動プログラムを立
案できることを目標に学習する。

第8回

マンダラートシートで行動目標を明確にしよう
運動や食事などの生活習慣の改善には目標設定が大切である。目
標達成に向けて行動するためには、「何をどのようにしたらよい
か」が重要であり、今すべき行動を整理しなければならない。そ
こで、チームカンファレンスでも活用されているマンダラート
シートを活用した演習を行う。

第9回

運動と糖尿病の予防や治療
糖尿病と合併症について理解し、運動による血糖低下の機序や血
糖管理に必要な生活習慣を理解する。また、低血糖予防、合併
症の予防など血糖コントロールに最適な運動プログラムが立案で
きることを目標に学習する。

第10回

心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは単に運動療法だけでなく、食事指
導や生活指導も含めた包括的な治療であることを理解する。ま
た、心臓病患者が再発予防や社会復帰、生命予後の改善に向け
た運動プログラムを立案できることを目標に学習する。

第11回

運動とロコモティブシンドローム予防
ロコモティブシンドロームの生活習慣との関係を理解し、人に
とって歩くことの重要性を理解する。また、ロコモティブシンド
ロームのチェック方法を理解し、運動機能の低下予防、介護予
防に最適な運動プログラムが立案できることを目標に学習する。

第12回

運動とサルコペニア・フレイル予防
サルコペニアとフレイルの定義と違いを理解し、高齢者の介護予
防、特に一次予防の必要性を理解する。身体機能、筋力、骨格筋
量の低下を予防したり、増やすために必要な運動プログラムが立
案できることを目標に学習する。

第13回

コグニサイズと認知症予防
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運動や身体活動、スポーツの違いについて説
明できるようにしておく。

4時間

生活習慣病にはどのような疾患があるか予
習しておく。

2時間

平均寿命と健康寿命の違いを説明できるよう
に予習しておく。

4時間

運動によるエネルギー消費と骨格筋の特徴に
ついて予習しておく。

4時間

肺、心臓、骨格筋での酸素と二酸化炭素の役
割について予習しておく。

4時間

肥満と肥満症の違いを説明できるように予
習しておく。

4時間

血圧が高くなりやすい生活習慣について予
習しておく。

4時間

目標設定の必要性を予習し、自分の10年
後の姿を想像しておく。

4時間

1型糖尿病と2型糖尿病の違いについて予習し
ておく。

4時間

心臓の解剖と機能、心臓病の種類について予
習しておく。

4時間

運動器症候群の種類や転倒の危険因子につい
て予習しておく。

4時間

高齢者の身体機能と生活習慣の特徴につい
て予習しておく。

4時間

認知機能の分類と認知症の症状を予習してお
く。

4時間

7459
認知症になりやすい生活習慣、認知機能と認知症の違いを理解す
る。また、運動は二重課題を含むような運動が有用であり、認知
機能と運動を合わせた造語であるコグニサイズの実践とそのプロ
グラムが立案できることを目標に学習する。
第14回

運動処方作成で学ぶ講義のまとめ
症例に対する運動処方を作成し、プレゼンテーションを行う。ま
た、質疑応答を通じて自分が作成した運動処方の理解を深めるこ
とを目標に学習する。今まで学修したことが自分自身の生活習
慣にフィードバックできることも目標とする。
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症例に対する運動処方を作成し、プレゼン
テーション資料を準備しておく。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生涯スポーツ論
中尾哲也
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

「アシスタントマネージャー、アスレティックトレーナー、理学療法士、赤十字救急法指導員」として、総合
型地域スポーツクラブや大阪での陸上競技大会、中学校の運動部活動への安全管理に携わる。（全15回）

授業概要
様々な競技スポーツや運動部活動の問題、スポーツ庁や文部科学省の「スポーツ・運動」への取り組みに触れ、新しい考え方などを発掘す
る。また、「する」スポーツから「支える」スポーツに視点を変換し、スポーツを多角的に見る能力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

様々な競技スポーツや運動部活動の問題、ス
ポーツ庁や文部科学省の「スポーツ・運
動」への取り組みに触れ、新しい考えなど
を発掘する。

「する」スポーツから「支える」スポー
ツに視点を変換し、スポーツを多角
的に見る能力を養うことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

得た情報から、自分の意見をまとめる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内容シート

： 授業内容を授業毎に整理し、新しい発見を記載した用紙を提出する。
40％

課題シート

： 授業内容を授業毎に整理し、授業内容に即した自分の課題を記載した用紙を提出する。
30％

質問シート

： 授業内容に対する質問を授業毎に整理し、その内容を記載した用紙を提出する。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「公認スポーツ指導者養成テキスト 共通科目Ⅰ・Ⅱ」 （日本スポーツ協会）
高橋 明（監修） わかる！応援できる！パラスポーツ辞典
（メイツ出版 2019年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業外での質問がある際には、メールにてお願いします。Mail: nakao051828@yahoo.co.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

雪上・水上安全講習会、陸上競技大会サポートの案内
・レジャースポーツの危険を知り、危険回避能力を身に着ける。
・陸上競技運営で求められる選手サポートを知る。

第2回

ストレスコーピング・ライフスキル
・集団生活および社会生活における問題。
・ストレスに対するイメージの変革と対応能力を身に着ける。

第3回

運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン
・中学校での運動部活動の問題と課題を考える。

第4回

体育（体と育む）教育の在り方
・体育の目的や意義を知る。

第5回

スポーツの多様性、ダイバーシティ
・世界中の多くの選手がスポーツに参加する時代において、競
技スポーツとして参加する際の問題点や解決方法を考える。

第6回

運動部活動の地域移行措置
・教育現場での労働環境や運動部活動の問題点や解決策を考え
る。

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

第7回

スポーツの価値を守るスポーツ権、スポーツ組織のマネジメン
ト
・世界のスポーツを実施する権利について考える。
・アメリカのスポーツ教育現場から日本のスポーツ教育方
法を考える。

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

第8回

パラスポーツ

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

社会の中のスポーツ・運動の様々なあり方に
ついて目を向ける習慣を持つこと。

4時間

・パラスポーツの意味を知る。
第9回

障がい者とスポーツ
・インクルーシブな社会の実現について考える。

第10回

バリアフリー
・環境および人の心の中にあるバリアについて考える。

第11回

パラリンピック、「公平」とは
・パラリンピックの意義や「公平」について考える。

第12回

スポーツの自治-ガバナンスとコンプライアンス・各競技団体における、ルール作りの意義などを考える。

第13回

タレント発掘事業と育成
・タレント発掘の意味や理念を理解する。
・タレント発掘の問題と課題を考える。

第14回

総合型地域スポーツクラブの必要性と社会的意義、スポーツク
ラブの育成と運営
・総合型地域スポーツクラブとは何かを理解する。
・総合型地域スポーツクラブの問題と課題を考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

健康運動指導論
藤高紘平
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

理学療法士として病院に勤務し、高齢者に対しての健康運動教室、スポーツ選手に対してのスポーツ傷害予
防を目的としたトレーニング指導やコンディショニング等を実施

授業概要
高齢者から子供といった様々な対象者における身体的特性や精神的特性を理解したうえで、対象者それぞれの目的や状況を考慮した、健康の増
進と健康の維持、体力の増進と体力の維持のための原則と方法について、多様な側面から学ぶことを目的とする。健康や体力に対しての評価に
ついて学習し、評価の結果から、健康の増進と健康の維持、体力の増進と体力の維持を目的・目標とする具体的な運動・スポーツプログラ
ムの作成方法および指導法について学習する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

健康の増進や体力の増進を目的とする運
動の専門的知識の獲得

様々な対象者における運動から得られる効
果を理解する

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

健康の増進や体力の増進を目的とする運
動・スポーツプログラムの作成方法および指
導方法を理解する

運動・スポーツプログラムを作成し指導を実
践する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

健康・体力に対する評価結果から問題点を抽
出する

2 ．DP5.計画・立案力

運動・スポーツプログラムを立案する

3 ．DP6.行動・実践

運動・スポーツプログラムを作成し指導を実
践する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験（筆記）
50％
授業内レポート
20％
プレゼンテーション
30％

： 健康、体力、運動に関する基礎知識を理解しているか否かで評価する。14回授業終了後（定期試験
期間）に実施する。
： 運動・スポーツプログラムについて、適切な参考資料を適切かつ簡素にまとめるとともに、各
自の意見を考察しているか否かで評価する。
： グループワークにて、指定された内容を適切にまとめ、他者が理解できるような内容でプレゼン
テーションなされているかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 必要に応じて声を掛けて下さい。時間調整をします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（評価法と講義目的について）、健康運動
指導の実際
本講義の目的および評価基準などについて説明する。
健康運動指導の実際について説明する。

健康運動指導の実際についてまとめておく

4時間

第2回

健康運動指導の意義と目的

健康運動指導の意義と目的についてまとめて
おく

4時間

健康運動指導の対象者の特性についてまとめ
ておく

4時間

健康運動指導の意義と目的について説明する。
第3回

健康運動指導の対象者の特性
健康運動指導の対象者の特性について説明する。
成人～高齢者における生理的側面、加齢による身体への影響につ
いて説明する。
筋骨格系の加齢変化、神経系の加齢変化、呼吸循環器の加齢変
化、免疫機能の加齢変化について説明する。
高齢者に多い疾患と運動について説明する。
高齢者の運動指導の安全基準について説明する。

第4回

健康運動指導の効果
健康運動指導の効果について説明する。
運動による生理的効果について説明する。
各種エクササイズについて、エクササイズの適応と注意につい
て説明する。

健康運動指導の効果についてまとめておく

4時間

第5回

健康運動プログラムの作成①：実施手順

健康運動プログラムの作成①：実施手順につ
いてまとめておく

4時間

健康運動プログラムの作成②：問題点抽
出と目標設定についてまとめておく

4時間

健康運動手段としてのスポーツについてまと
めておく

4時間

健康運動手段としてのエクササイズについて
まとめておく

4時間

健康運動指導の計画立案についてまとめてお
く

4時間

健康運動指導の計画実施：評価・リスク管
理についてまとめておく

4時間

健康運動指導法①：運動技能の上達課程につ
いてまとめておく

4時間

健康運動指導法②：運動指導の実際について
まとめておく

4時間

グループにて健康運動指導に対する評価法お
よびプログラムを作成する

4時間

健康運動プログラムについてまとめておく

4時間

健康運動プログラムの作成①：実施手順について説明する。
・筋力増強エクササイズ
・関節可動域拡大エクササイズ
・神経筋協調エクササイズ
・全身持久力回復エクササイズ
・身体組成の管理に用いるエクササイズ
第6回

健康運動プログラムの作成②：問題点抽出と目標設定
健康運動プログラムの作成②：問題点抽出と目標設定について説
明する。

第7回

健康運動プログラムの作成③：スポーツ
健康運動手段としてのスポーツについて説明する。

第8回

健康運動プログラムの作成④：エクササイズ
健康運動手段としてのエクササイズについて説明する。

第9回

健康運動指導の計画立案
健康運動指導の計画立案について説明する。

第10回

健康運動指導の計画実施：評価・リスク管理
健康運動指導の計画実施：評価・リスク管理について説明する。
・機能評価の考え方について説明する。
情報収集、検査、測定、テスト、観察について説明する。
・リスク管理について説明する。
用具による事故。突発的な事故、実施方法の誤り、外傷部
位の把握、再発について説明する。

第11回

健康運動指導法①：運動技能の上達課程
健康運動指導法①：運動技能の上達課程について説明する。
各動作の発達過程、運動の上達課程について説明する。

第12回

健康運動指導法②：運動指導の実際
健康運動指導法②：運動指導の実際について説明する。

第13回

健康運動指導の成果の評価法およびプログラムの作成
グループワークにて健康運動指導に対する評価法およびプログラ
ムを作成し、その内容を発表する。

第14回

健康運動指導のプログラムの作成・授業のまとめ
グループワークにて健康運動プログラムを作成し、その内容を発
表する。
授業のまとめ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

実践体育教育研究Ⅰ
安部恵子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、中等教育および高等学校における保健体育科の学習内容に応じた学習指導の展開および学習評価等を理解し、授業論や指導論を中
心とした授業研究及び授業分析、運動教材の特性に応じた授業案について学び、指導計画の作成と展開によって教育的実践力の資
質を養う。特に①中学校及び高等学校における運動種目の特性と「こつ」を理解する。②中学校及び高等学校における運動種目の実践的な学習
指導計画の立案と学習評価について理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育現場での課題を抽出し、その解決方
法をグループ学習で導き出す。

教育現場の課題を明らかにし、その解
決に向かう態度を養う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

教育現場の現状分析から、授業での課
題を明らかにする。

2 ．DP8.意思疎通

課題を構築する過程で、グループ間のコミュ
ニケーションを図り、解決策を考える。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

担当種目の学習指導案の作成と提出
30％
指導案立案と模擬授業の技能面
30％
時間外学修レポート
10％
レポート
30％

： ①指示された型式にそって時系列に展開されているか②各種目の「こつ」と「めあて」が明確であ
るか③実践可能な指導内容であり導線も考慮されているか④動作分析などわかりやすく丁寧に図
示されているか
： ①作成された指導案を具現化できたか②声かけ、立ち位置、効果的に移動させているか③スキル修
得のための「しかけ」が基本動作にかなって実践されているか
： ①指定された形式で提出期限を守れているか②文献図書を利用し丁寧になされているか③文献図
書を利用し丁寧に記述されているか
： 15回の授業終了後に課題を出題し、その内容について論述する。①指定された形式で提出期
限を守れているか②文献図書を利用し丁寧になされているか③文献図書を利用し丁寧に記述されて
いるかなどを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）』東山書房 2018年
文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）』東山書房 2018年
文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』東山書房 2018年
高橋健夫・岡出美則・友添秀則・岩田靖『新版 体育科教育学入門』大修館書店､2010年
その他の参考文献に関しては、授業中に随時指示する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
模擬授業および授業研究を行いますので教員希望者の履修が望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

毎週月曜日の2限目

場所：

安部研究室（中央館２階）

備考・注意事項： 上記以外の時間帯を希望する場合は、時間調整をしますので声をかけて下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

本授業の目的と評価基準および学習プランについてオリエン
テーション
本授業の目的と評価基準および学習プランについてオリエン
テーション
①座学と体育の違いと注意点
②体育の領域改訂の意義と理解
③生徒の体力を把握する方法とその活用法

「運動の意義」について本時の内容を基にま
とめる

4時間

第2回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
上競技・球技

陸上競技及び球技の運動特性についてまとめ
る。自らが経験をした「こつ」について言語
化する。

4時間

器械運動（マット運動・跳び箱）の運動特
性について予習する。自らが経験をした「こ
つ」について言語化する。

4時間

（１）陸

陸上競技（ハードル走・短距離走・走り幅跳び）及びバスケット
ボール・バレーボール種目の特性を踏まえた「こつ」を理解し
た上でそれらの動作を生徒が実践可能にする教材づくり・授業づ
くりを行う。
第3回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究
械運動（マット・跳び箱）

（２）器

器械運動（マット・跳び箱）の特性を踏まえた「こつ」を理解し
た上でそれらの動作を生徒が実践可能にする教材づくり・授業づ
くりを行う。
第4回

各種目の特性と「こつ」についての解説と教材研究 （３）ダ
ンス
ダンスの特性を踏まえた「こつ」を理解した上でそれらの動
作を生徒が実践可能にする教材づくり・授業づくりを行う。

ダンスの運動特性について予習する。自ら
が経験をした「こつ」について言語化する。

4時間

第5回

導線と指導案作成について学び模擬授業の対象学年と指導種
目、指導日程の決定する
グランド・体育館での体育科指導における導線の重要性とその課
題を明確にした上で各担当の学年および種目の指導案の作
成を行う。また実践体育教育研究Ⅰの指導案作成の際のポイン
トと注意点を解説する。

自分が指導案を作成することを念
頭に置き、授業に参加し、復習する。

4時間

第6回

「マット運動」の模擬授業

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。
第7回

「跳び箱」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第8回

「バレーボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第9回

「バスケットボール」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第10回

「サッカー」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。

第11回

「ダンス」の模擬授業
体育館にて立案した指導案を基に教科指導を実践する。実
際に行った場合でしか見えてこない課題を体験学習し、作成し
た指導案を修正補足を行い必要な専門技術と知識を明確にす
る。また、受講者同士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共
有を行う。
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第12回

「短距離走」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し、作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第13回

「走り幅跳び」の模擬授業
立案した指導案を基に教科指導を実践する。実際に行った場合で
しか見えてこない課題を体験学習し、作成した指導案を修正補
足を行い必要な専門技術と知識を明確にする。また、受講者同
士とも意見交換を行い情報や専門スキルの共有を行う。

第14回

各種目模擬授業の検証と各自の指導案修正と総括（質疑応答）
模擬授業で得られた感想や意見を集約し、今後の授業に生かせ
る工夫を考える。
教育実習に向け、何が課題になるかを討議し、その解決方
法を考える。
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指導案を予習しておく。次週の模擬授業の準
備を行う。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間

実践した模擬授業について体験をもと
に振り返り、課題の抽出と改善策を提案す
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

実践体育教育研究Ⅱ
安部惠子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、中学教育及び高等学校における保健体育科の学習指導要領に応じた学習指導の展開を理解し、保健授業の教材の特性に応じた指導
案について学ぶとともに、最近の先行研究や授業研究に関する文献を収集し、科学的な根拠に基づく学習指導計画を立てることを目標とす
る。さらに、グループワークや模擬授業を通して、保健授業の問題点や課題、今後の保健授業のあり方について理解を深めるとともに、授業計
画やその目的と評価を含めた実践的能力を養うために模擬授業を実践していく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保健授業の実践と授業研究を行う

保健領域の特性に応じた指導計画の作成

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

授業研究に取り組みながら最新の論文やデー
タを収集し授業計画を行う

科学的根拠に基づく指導案の作成

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

保健授業のあり方と今後の課題を考える

2 ．DP5.計画・立案力

保健授業のあり方と授業計画を立てる

3 ．DP6.行動・実践

課題解決を進める発問的な教授法

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

模擬授業の内容
30％
指導案作成

： 各学習内容の授業を行い、自己評価、学生による他者評価に加え、板書や資料の作成などを総合
的に評価する。
： 各学習内容対する指導案を作成し、その内容を評価する。

30％
授業参加への積極性
10％
レポート
30％

： 授業参加の積極性は、教員の質問に応じて的確に回答することを標準とし、積極的な発言、出され
た課題への対応などを評価する。
： 14回の授業終了後に課題内容を出題し、その内容について論述する。①指定された形式で提出期
限を守れているか②文献図書を利用し丁寧になされているか③文献図書を利用し丁寧に記述されて
いるかなどを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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7463
文部科学省 中学校学習指導要領解説保健体育編
文部科学省 高等学校学習指導要領解説保健体育編
大修館 現代高等保健体育改訂版
大修館 現代高等保健体育改訂版教授用参考資料
学研
新・中学保健体育
学研
新・中学保健体育の研究

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
模擬授業および授業研究を行いますので教員希望者の履修が望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

金曜日昼休み。研究室にいる場合は、いつでも対応可能

場所：

中央館2階研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、現在の保健体育科の課題について
これからの保健授業のあり方と現在の問題点について考える。さ
らに保健の模擬授業を行い、それぞれの指導案と授業内容を評
価することを伝え、どの分野を担当するかを決定させる。
保健授業の参考図書、板書の仕方等の教授方法の具体について説
明する。

現在の保健授業の問題点を考える

4時間

第2回

現在の保健授業の問題点を考える
指導要領を基に現在の保健授業の目的と内容を理解する。さら
に問題点をあげ、解決策をグループで考える。

保健授業の目的と内容について考える

4時間

第3回

保健授業に関する先行研究の収集

これからの保健授業について発表プレゼ
ンの準備

4時間

これからの保健授業について発表プレゼ
ンの準備

4時間

これからの保健授業について発表プレゼ
ンの準備

4時間

これからの保健授業について発表プレゼ
ンの準備

4時間

保健授業の問題点を挙げ、それを解決するための文献収
集を行う。
第4回

これからの保健授業のあり方①
グループで検討した保健授業のあり方を先行研究を参考にまと
め、グループ発表を行う。

第5回

これからの保健授業のあり方②
グループで検討した保健授業のあり方を先行研究を参考にまと
め、グループ発表を行う。

第6回

これからの保健授業のあり方③
グループで検討した保健授業のあり方を先行研究を参考にまと
め、グループ発表を行う。

第7回

模擬授業：健康と生活習慣病①
「健康の成り立ち」の模擬授業を行う。学生は授業の自己評
価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第8回

模擬授業：健康と生活習慣病②
「生活習慣病などの予防」の模擬授業を行う。学生は授業の自己
評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第9回

模擬授業：喫煙と病気
「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」の模擬授業を行う。学生は授
業の自己評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第10回

模擬授業：飲酒と健康
「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」の模擬授業を行う。学生は授
業の自己評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第11回

模擬授業：薬物と健康
「喫煙・飲酒・薬物乱用と健康」の模擬授業を行う。学生は授
業の自己評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第12回

模擬授業：ストレスと健康
「欲求やストレスの対処と健康」の模擬授業を行う。学生は授
業の自己評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第13回

模擬授業：自然災害による傷害
「自然災害による傷害の防止」「応急手当」の模擬授
業を行う。学生は授業の自己評価と他者評価を行う。

模擬授業準備

4時間

第14回

模擬授業：公衆衛生から考える健康
「飲料水や空気の衛生管理」「生活に伴う廃棄物の衛生管
理」の模擬授業を行う。学生は授業の自己評価と他者評
価を行う。

これからの保健授業を考える

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

インテンシブ・リーディングⅠ
佐々木緑
2年

開講時期

前期

1

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、書きことばにおけるパラグラフの展開や話しことばと異なる点を確認しながら、学術的な英語を精読する力を高めるとともに、今
後の学習に必要な語彙力の増強を図っていく。題材としては第二言語習得研究を取り上げ、英文のテクストを分析的・批判的に読み進めること
で、卒業研究にも結びつく専門知識を身に付けることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

英語の読解力と語彙力

学術的な英語を正確に読むことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

第二言語習得に関する基礎的な専門知識

第二言語習得に関する基礎的な専門知
識が身に付いている。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

読解という地道な作業を通して、最後まで完
遂する力を身に付ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

宿題

： 構造・構成を正しく理解できている、内容を適切に把握できている
30％

課題レポート

： 内容が適切である、論理的に展開されている
40％

小テスト

： 高度な語彙が身に付いている
20％

授業への参加、取り組み状況

： 積極的に発言している、授業にしっかり取り組んでいる
10％

使用教科書
指定する
著者
Ellis, Rod

タイトル
・

出版社

Second Language Acquisition

・ Oxford University Press

参考文献等
白畑知彦他（編） 『英語教育用語辞典（第３版）』 大修館書店 2019
白井恭弘 『英語教師のための第二言語習得論入門』 大修館書店 2012
新多了・馬場今日子 『はじめての第二言語習得論講義』 大修館書店 2016
Lightbown, Patsy M. and Nina Spada, How Languages Are Learned, Oxford University Press, 2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

1995 年

7501

時間：

最初の授業で告知

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション－第二言語習得とは
・授業の概要・目標・評価方法について説明した後、学術的な英
語の特徴について考える。
・第二言語習得とは何かを考察する。
・毎回のリーディング課題の説明

第2回

第二言語習得研究の目標
・第二言語習得研究の目標について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第3回

第二言語習得における事例研究
・事例研究について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第4回

第二言語習得研究の方法論
・第二言語習得研究における方法論に関わる問題点につい
て学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第5回

第二言語習得研究における記述と説明
・記述と説明に関わる問題点について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第6回

誤りと間違い
・誤りと間違いの違い、誤りの記述について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第7回

誤りの評価と発達上の誤り
・誤りの説明、評価、発達上の誤りについて学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第8回

学習者言語の発達順序と経路
・学習者言語の発達の順序と経路の違いについて学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第9回

変異性と化石化
・変異性と化石化について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第10回

行動主義と生得論
・第二言語習得研究の歴史として、行動主義と生得論につい
て学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第11回

中間言語とその社会的側面
・第二言語習得のモデル、アコモデーション理論について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第12回

文化変容
・文化変容の仕組みについて学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第13回

インプットの役割
・第二言語習得におけるインプットの役割について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表

第14回

インタラクションの役割
・第二言語習得におけるインタラクションの役割について学ぶ。
・宿題（リーディング課題）の発表
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英語におけるパラグラフの作り方や書きこと
ばと話しことばの違いについて調べておくと
ともに、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「第二言語習得研究の目的」復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「第二言語習得研究の事例研究」学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「第二言語習得研究の方法論」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「第二言語習得研究の記述と説明」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「誤りと間違い」の学習内容を復習（とく
に語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「誤りの評価と発達上の誤り」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「学習者言語」の学習内容を復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「変異性と化石化」の学習内容を復習（とく
に語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「行動主義と生得論」の学習内容を復習（と
くに語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「中間言語とその社会的側面」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「文化変容」の学習内容を復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「インプットの役割」の学習内容を復習（と
くに語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「インタラクション」の学習内容を復習（と
くに語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

インテンシブ・リーディングⅡ
佐々木緑
2年

開講時期

後期

1

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、インテンシブ・リーディングIで身に付けた学術的な英語を精読する力をさらに伸ばすとともに、今後の学習に必要な語彙力の増
強を図っていく。題材としては第二言語習得研究を引き続き取り上げ、英文のテクストを分析的・批判的に読み進めることで、卒業研究に
も結びつく専門知識を身に付けることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

英語の読解力と語彙力

学術的な英語を正確に読むことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

第二言語習得に関する基礎的な専門知識

第二言語習得に関する基礎的な専門知
識が身に付いている。

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

読解という地道な作業を通して、最後まで完
遂する力を身に付ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

宿題

： 構造・構成を正しく理解できている、内容を適切に把握できている
30％

課題レポート

： 内容が適切である、論理的に展開されている
40％

小テスト

： 高度な語彙が身に付いている
20％

授業への参加・取り組み状況

： 積極的に発言しているか、授業にしっかり取り組んでいる
10％

使用教科書
指定する
著者
Ellis, Rod

タイトル
・

出版社

Second Language Acquisition

・ Oxford University Press

参考文献等
白畑知彦他（編） 『英語教育用語辞典（第３版）』 大修館書店 2019
白井恭弘 『英語教師のための第二言語習得論入門』 大修館書店 2012
新多了・馬場今日子 『はじめての第二言語習得論講義』 大修館書店 2016
Lightbown, Patsy M. and Nina Spada, How Languages Are Learned, Oxford University Press, 2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

1995 年

7502

時間：

最初の授業で告知

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

母語の転移と発話行為
・母語の転移の仕組みや発話行為の理論について学ぶ。
・リーディング課題

第2回

意識の役割
・第二言語習得における意識(consciounessとawareness)の役
割について学ぶ。
・リーディング課題

第3回

言語処理
・言語処理の仕組みについて学ぶ。
・リーディング課題

第4回

コミュニケーション方略
・コミュニケーション方略とその種類について学ぶ。
・リーディング課題

第5回

類型論と普遍文法
・第二言語習得と類型論・普遍文法の間の関係について学ぶ。
・リーディング課題

第6回

学習可能性と臨界期仮説
・学習可能性に関する理論と臨界期仮説について学ぶ。
・リーディング課題

第7回

普遍文法と有標性
・第二言語習得と普遍文法、有標性の間の関係について学ぶ。
・リーディング課題

第8回

言語適性と動機づけ
・言語適性と動機づけおよびそれらの分類について学ぶ。
・リーディング課題

第9回

学習方略
・学習方略とその種類について学ぶ。
・リーディング課題

第10回

Form-Focused Instruction
・Form-Focused Instructionという考え方やFocus on Formにつ
いて学ぶ。
・リーディング課題

第11回

教授可能仮説と意識高揚
・教授可能仮説と意識高揚のあり方について学ぶ。
・リーディング課題

第12回

学指導法の整合性と方略の訓練
・学指導法の整合性と方略の訓練の有効性について学ぶ。
・リーディング課題

第13回

第二言語習得の多元的な視座
・第二言語習得を捉える様々な視座について学ぶ。
・リーディング課題

第14回

まとめ
これまでの学習を振り返るとともに、第二言語習得研究が英語教
育に寄与しうる点について議論する。
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・「ことばを使える」とはどのようなこと
を意味するのかを考えておく。

4時間

「意味の役割」の学習内容を復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「言語処理」の学習内容を復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「コミュニケーション方略」学習内容を復
習（とくに語彙の再確認）するとともに、指
定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「類型論と普遍文法」の学習内容を復習（と
くに語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「学習可能性と臨界期仮説」の学習内容を復
習（とくに語彙の再確認）するとともに、指
定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「普遍文法と有標性」の学習内容を復習（と
くに語彙の再確認）するとともに、指定され
た箇所を読んでおくこと。

1時間

「言語適正と動機づけ」の学習内容を復
習（とくに語彙の再確認）するとともに、指
定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「学習方略」の学習内容を復習（とくに語
彙の再確認）するとともに、指定された箇
所を読んでおくこと。

1時間

「Form-Focused Instruction」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「教授可能仮説と意識高揚」の学習内容を復
習（とくに語彙の再確認）するとともに、指
定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「学習指導法の整合性と方略の訓練」の学習
内容を復習（とくに語彙の再確認）するとと
もに、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

「第二言語習得の多元的な視座」の学習内
容を復習（とくに語彙の再確認）するととも
に、指定された箇所を読んでおくこと。

1時間

教科書を全体的に読みなおしておくこと。

1時間

7511
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

アカデミックライティングⅠ
片山美穂
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、論文の構成方法やトピックの選び方等を学びながら、英語でのアカデミックなライティング力を身に付けることをに目的とす
る。実際にライティングを行いながら構成方法などを学び、同時に、順序や付加・敷衍、結論等の、よく論文で使用する言葉を、どのような英
単語や表現を使用するのが適切かについて学ぶ。さらには、自分の書いたライティングを授業で発表することによって、自分の伝えたい内容を
より正確に伝えることができるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語でのライティング活動

論文でよく使用される語彙や表現を身に付け
て、アカデミックな英語での発信力を高める

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英文でのライティングを通して、自分の意
見や考えを伝える力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題
30％
発表
20％
定期試験

： 各ユニットで学習した、構成方法や、語彙や表現等について、適切に使用しているかについて評
定します。
： 各ユニットで学習した、構成方法や、語彙や表現等について、適切に使用しているか、および正
確に内容を伝えられているかについて評定します。
： 授業で履修した、構成方法や、語彙や表現等の定着度について評定します。

50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

一橋大学英語科

・

出版社

英語アカデミック・ライティン
グの基礎

・ 研究社

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室

570

出版年
・

2015 年

7511

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、1. 0 アカデミック・ライティングの文
化、2. 0 リサーチを始めるにあたって
リサーチ・ペーパーの作成の流れやトピックの選び方、検
索の行い方等について学修する

第2回

3. 0

リサーチ・ペーパーの構成

主題文やアウトライン等について学修する

各自設定したトピックについて、ブレー
ン・ストーミングし、ノートにまとめる。ま
た、各自で設定したテーマについて実際に検
索し、その結果をまとめる

1時間

自分で設定したトピックについて、学修し
た主題文やアウトラインの書き方等を使用し
てライティングを行い、ノートにまとめる

1時間

第3回

4. 0 原稿を書く、4.1 本論を書く、 4.2 論旨の展開を分か
りやすくするために 順序(1) ライティング
本論の書き方等について学修する。また、論の順序を示す語
彙や表現を使用して、ライティングを行う

論の書き方や、順序を表す語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

第4回

順序(2) ライティングの振り返りと修正

順序を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

付加・敷衍を表す語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

付加・敷衍を表す語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

結論を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

結論を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

因果関係を表す語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

因果関係を表す語彙や表現を調べ、ノートに
まとめる

1時間

賛成や反対を表す語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

賛成や反対を表す語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる。発表の準備を行う

1時間

第3回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する
第5回

付加・敷衍(1)

ライティング

付加・敷衍を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う
第６回

付加・敷衍(2) ライティングの振り返りと修正
第5回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第７回

結論(1) ライティング
結論を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第８回

結論(2) ライティングの振り返りと修正
第7回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第９回

因果関係(1) ライティング
因果関係を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第１０回

因果関係(2) ライティングの振り返りと修正
第9回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第１１回

賛成・反対(1) ライティング
賛成・反対を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第１２回

賛成・反対(2) ライティングの振り返りと修正、発表の準備
第11回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する
これまでに学習した構成や語彙、表現などを使用して発表の構
想を作成し、発表準備を行う

第１３回

発表(1) 前半
これまでに学習した構成や語彙、表現などを使用して、前半の担
当者が発表を行う

発表の準備をする

1時間

第１４回

発表(2) 後半
これまでに学習した構成や語彙、表現などを使用して、後半の担
当者が発表を行う

発表の準備をする

1時間

571
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

アカデミックライティングⅡ
片山美穂
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、論文の体裁や引用の仕方等を学びながら、英語でのアカデミックなライティング力を身に付けることをに目的とする。実際にライ
ティングを行いながら論文の体裁などを学び、同時に、逆説や対比、言い換え・補足等の、よく論文で使用する言葉を、どのような英単語や表
現を使用するのが適切かについて学ぶ。さらには、自分の書いたライティングを授業で発表することによって、自分の伝えたい内容をより正
確に伝えることができるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語でのライティング活動

論文でよく使用される語彙や表現を身に付け
て、アカデミックな英語での発信力を高める

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英文でのライティングを通して、自分の意
見や考えを伝える力を身に付ける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題
30％
発表
20％
定期試験

： 各ユニットで学修した体裁や、語彙や表現等について、適切に使用しているかについて評定しま
す。
： 各ユニットで学修した体裁や、語彙や表現等について、適切に使用しているか、および正確に内
容を伝えられているかについて評定します。
： 授業で履修した、体裁や、語彙や表現等の定着度について評定します。

50％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

一橋大学英語科

・

出版社

英語アカデミック・ライティン
グの基礎

・ 研究社

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で連絡します

場所：

研究室

572

出版年
・

2015 年

7512

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション、逆説(1) ライティング
逆説を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第２回

逆説(2) ライティングの振り返りと修正
第1回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第３回

対比(1) ライティング
対比を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第４回

対比(2) ライティングの振り返りと修正
第3回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第５回

言い換え・補足(1) ライティング
言い換え・補足を示す語彙や表現を使用して、ライティン
グを行う

第６回

言い換え・補足(2) ライティングの振り返りと修正
第5回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第７回

留保(1) ライティング
留保を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第８回

留保(2) ライティングの振り返りと修正
第7回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第９回

例示(1) ライティング
例示を示す語彙や表現を使用して、ライティングを行う

第１０回

例示(2) ライティングの振り返りと修正
第9回で書いたライティングの振り返りを行い、修正する

第１１回

4.3

序論・結論を書く、4.4

文章サンプル

序論、結論の書き方等について学修する
第１２回

5. 0 論文の体裁を整える、6. 0
方を学ぶ、発表の準備

さまざまな引用の仕

論文のタイトルや書式、論文における引用等について学修する
これまでに学習した語彙、表現などを使用して発表の構想を作
成し、発表準備を行う

逆説を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

逆説を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

対比を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

対比を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

言い換え・補足を表す語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

言い換え・補足を表す語彙や表
現を調べ、ノートにまとめる

1時間

留保を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

留保を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

例示を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

例示を表す語彙や表現を調べ、ノートにまと
める

1時間

序論と結論を示す語彙や表現を調べ、ノー
トにまとめる

1時間

タイトルや書式等についてノートにまとめ
る。また、自己の設定したトピックに関す
る書籍から、学修した引用方法でノートにま
とめる。発表の準備を行う

1時間

第１３回

発表(1) 前半
これまでに学修した語彙や表現等を使用して、前半の担当者が発
表を行う

これまでに学習した語彙や表現等をまとめる

1時間

第１４回

発表(2) 後半
これまでに学修した語彙や表現等を使用して、後半の担当者が発
表を行う

これまでに学習した語彙や表現等をまとめる

1時間

573

7521

432

インタラクティブ・リスニングⅠ

授業科目名

西原哲雄

担当教員名
学年・コース等

2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、やや速いスピードの英語を聞きながら、プロソディー（リズム、アクセント）や音変化（弱化、連音、脱落、同化）に焦点を当て
ることで、CEFR B2レベルのリスニング力を培っていく。とくに、ディクテーションやシャドウイングといった集中力を必要とする作業を通し
て、大まかな内容をトップダウン的に把握するだけでなく、細部の音声を分析しボトムアップ的に内容を理解することのできる確かなリスニン
グ力の獲得を目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

プロソディーや音変化に関する知識を実
践で活用することができる。

CEFR B2レベルのリスニング力を培う。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

内容を予想しながら聞く態度が身に付いてい
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 全体を正確に聞き取れている、細部まで正確に聞き取れている
50％

課題（ディクテーション）

： 細部まで正確に聞き取れている
30％

小テスト

： 全体を正確に聞き取れている、細部まで正確に聞き取れている
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

早坂高則・松井秀親

・

出版社

CDパーフェクト・リスニン
グ［改訂版］-CD付-

・ 朝日出版社

出版年
・

2013 年

参考文献等
竹林滋他

『改訂新版 初級英語音声学 CD付』

大修館書店

2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、最低でも毎回1時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習するとともに、次回の授業に向けてしっかりと予習してくださ
い。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室

574

7521
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、英語のリズム・アクセント
・シラバスの確認（授業目的、計画、評価）
・授業準備課題のやり方、必要なアプリケーションの設定
・教科書pp.1-16

第2回

内容語と機能語、人称代名詞・接続詞の弱化、問題演習
・教科書pp.17-20、弱化について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第3回

前置詞・助動詞の弱化
・教科書pp.20-24、弱化について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第4回

助動詞・be動詞の弱化
・教科書pp.24-28、弱化について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第5回

聞こえなくなる音（同じ音の連続・似たような音の連続１）
・教科書pp.29-34、脱落について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第6回

聞こえなくなる音（似たような音の連続２）
・教科書pp.34-39、脱落について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第7回

聞こえにくくなる音
・教科書pp.39-46、脱落について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第8回

つながる音
・教科書pp.47-53、連音について知り、発音練習を通して体得す
る
・問題演習

第9回

同化、明るいLと暗いL
・教科書pp.55-60、同化とLの音の違いについて知り、発音練
習を通して体得する
・問題演習

第10回

側面開放、たたき音
・教科書pp.60-65
・問題演習

第11回

添加音、無声化
・教科書pp.66-72
・問題演習

第12回

総合演習１

質問の聞き取り

・質問を聞き、的確に応答をする
第13回

総合演習２

会話の聞き取り

・会話を聞き、内容を的確に把握する
第14回

総合演習３

ミニトークの聞き取り

・やや長めのミニトークを聞き、内容を的確に把握する

575

音声ファイルをダウンロードし、次回の授
業(pp.17-20)の準備をすること。

1時間

次回の授業(pp.20-24)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.24-28)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.29-34)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.34-39)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.39-46)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.47-53)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.55-60)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.60-65)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.66-72)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.73~76))の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.77~79)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業(pp.80~84)の準備（ディクテー
ションを含む）をすること。

1時間

次回の授業の準備（ディクテーショ
ンを含む）をすること。

1時間

7522

432

インタラクティブ・リスニングⅡ

授業科目名

西原哲雄

担当教員名
学年・コース等

2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、英語の音声的特徴を再確認するとともに、ディクテーションやシャドウイング等の作業を通して、リスニング力のさらなる向
上を図っていく。また、ニュースやインタビュー、スピーチ等の「生の英語」を聞くことによって、大まかな内容をトップダウン的に把握する
だけでなく、細部の音声を分析しボトムアップ的に内容を理解する練習を行なう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

ニュース等の実際の英語を聞き取ることがで
きる。

CEFR B2レベルのリスニング力を培う。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

内容を予想しながら聞く態度が身に付いてい
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 全体を正確に聞き取れている、細部まで正確に聞き取れている
50％

課題（ディクテーション）

： 細部まで正確に聞き取れている
30％

小テスト

： 全体を正確に聞き取れている、細部まで正確に聞き取れている
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

Mikihiko, Sugimori et al.

・

出版社

English Sounds, English Minds ・ 金星堂

出版年
・

2012 年

参考文献等
竹林滋他

『改訂新版 初級英語音声学 CD付』

大修館書店

2013

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

決まり次第掲示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーションと英語のアクセント（単語・句）
授業の概要・目標・評価方法について説明した後、英語のアクセ
ントを意識したリスニング練習を行なう。

第2回

英語のリズム（内容語と機能語）
英語のリズムを意識したリスニング練習を行なう。

第3回

紛らわしい母音（１）（「ア」に似た音や短母音と長母音）
日本語の「ア」に似た音や短母音と長母音を区別するリスニン
グ練習を行なう。

第4回

紛らわしい母音（２）（二重母音）
二重母音を中心としたリスニング練習を行なう。

第5回

紛らわしい子音（１）（日本語にない音）
日本語にない音を中心としたリスニング練習を行なう。

第6回

紛らわしい子音（２）（摩擦音・鼻音・閉鎖音）
摩擦音、鼻音、閉鎖音を中心としたリスニング練習を行なう。

第7回

紛らわしい子音（３）（破擦音等）と半母音
破擦音、側音、半母音を中心としたリスニング練習を行なう。

第8回

つながって聞こえる音（連結）
子音＋母音をはじめとする連結を意識したリスニング練習を行な
う。

第9回

変化して聞こえる音（同化）
様々な同化を意識したリスニング練習を行なう。

第10回

聞こえなくなる音（１）（単語間の脱落）
閉鎖音の脱落をはじめとしたリスニング練習を行なう。

第11回

聞こえなくなる音（２）（単語内の脱落・短縮形）
くだけた発音を意識したリスニング練習を行なう。

第12回

英語のイントネーション（１）（イントネーションの基本）
基本的なイントネーションを意識したリスニング練習を行なう。

第13回

英語のイントネーション（２）（多様なイントネーション）
多様なイントネーションを意識したリスニング練習を行なう。

第14回

World Englishes
『神田外語大学・東京外国語大学 英語モジュール』を用い
て、英米だけでなく様々な英語の音を聞き、英語の多様性を確
認する。
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音声ファイルをダウンロードし、教科
書のUnit 1を予習しておくこと。

1時間

教科書のUnit 2を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 3を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 4を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 5を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 6を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 7を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 8を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 9を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 10を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 11を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 12を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 13を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

教科書のUnit 14を予習しておくこと（ディク
テーション課題あり）

1時間

7523

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

実践英語教育研究Ⅰ
伊藤由紀子
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市の公立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（全14回）

授業概要
昨今、我が国ではさまざまな英語教育に関する改革が進められており、学校現場の指導においても大きな変化が見られる。英語指導において理
解すべき、英語学習のプロセスや外国語教授法の具体的方法を知り、その知識をもとに、学習者の環境や年齢、ニーズに応じて、最良の教授
法を取捨選択し、実践できるようになることが望ましい。本授業では、将来教職に就いた際の基礎となる外国語教育に関する理論に加え、実
際に一定の時間をかけた模擬授業を行い、ティーチングスキルを身につけることができるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

外国語指導に関する知識と具体的な実践方
法を身につける

中学校・高等学校で扱う内容について、さま
ざまな外国語教授法の特長を理解し、指導者
目線で模擬授業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

中学校・高等学校で教えるための、さまざま
な外国語教授法を理解し、効果的な授業
案を立てることができる。

2 ．DP6.行動・実践

英語指導において、中学生・高校生に対す
るティーチングスキルを身につけ、さらにそ
の効果を検証することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート・授業内課題
30％
最終発表
30％
期末レポート
20％

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に挙手、発言し、仲間と協力して活動できているか、自身で
まとめノートを整理できているかを総合的に評価する。(20点）
： 授業内課題(20点）について基礎的な知識を踏まえて課題に取り組めたかを評価する。各授業で
の振り返り(10点)や、外国語教育に関するさまざまな理論を理解しているかを評価する。
： 最終発表（模擬授業）において、理論をもとに、効果的な授業を行う視点とティーチングスキルを
どれだけ身につけられたかを評価する。(30点)
： 模擬授業の指導案および振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案の書き方を習
得し、分かりやすく簡潔に書かれているか、自身の模擬授業を客観的に見つめ、改善できるかを評
価する。(20点)

使用教科書

578

7523

特に指定しない

参考文献等
テキスト、参考文献については授業の中で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、2単位であるため、授業に関する授業外学修が平均すると毎回4時間が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習しておくこと。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、この授業について コミュニケーショ
ン活動
授業の進め方
授業のルール、準備物、課題、評価について
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席するこ
と
コミュニケーション活動
「英語」という言語について考える
Show and Tellについて

Show and Tellの準備

4時間

第2回

小中高における英語教育の役割 Show and Tell
表と振り返り
小中高12年間における英語教育の役割
我が国の英語教育改革
中学校・高等学校学習指導要領について
ペアワーク、グループワークについて
Show and Tell（質疑応答含む）

Show and Tellの準備と反省

4時間

第3回

小学校英語教育との繋がり 音声からの指導
ニックス
小学校英語教育と中学校英語教育との繋がり
中学校における音声からの指導について
音韻意識の重要性、さまざまなフォニックス

英語指導についての書籍を読む

4時間

第4回

語彙指導、4技能の指導、評価
語彙指導について、具体的な指導法を学び、実際に体験する
「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能の指導について、実
際に体験する
評価について学ぶ

ブックトークの発表資料作成

4時間

第5回

英語指導についてのブックトーク
作成した発表資料を使って、自分の担当の書籍の内容とポイン
トおよび
中学校・高校の英語指導において適用できる点について紹介す
る。
質疑応答を行う。

ブックトークの振り返り

4時間

第6回

授業の組み立て ウォーミングアップ 帯活動
50分の授業の組み立てについて学ぶ。
授業のウォーミングアップ活動、帯活動について、その役割と活
動例を学び、実際に体験する。

ウォーミングアップの例を検討する。

4時間

第7回

教材・教具の工夫 デジタル・ICT機器を活用した指導
実際の現場で使うことを想定した教材教具を実際に作成する
デジタル・ICT機器を活用した教材についてその効果を考え、実
際に作成して発表する
プレゼンテーションソフトの使用について

ミニ教材アイデアの整理と提案

4時間

第8回

自作教材の検討 ユニバーサルデザイン 生徒の多様性に応じ
た指導
これまでの指導法の体験を踏まえて、実際の中学校検定教科
書を使った指導を考える
生徒がアクティブに学べる指導法や発問の仕方について考える
グループディスカッション（お互いの提案について振り返る）
ユニバーサルデザイン（UD)と生徒の多様性に応じた指
導（Differentiated Instruction)について学ぶ

自作教材についての振り返り・これまでの授
業内容を復習する

4時間

第9回

模擬授業の相談・準備・指導案の作成(1) 確認 役割分担
中学校検定教科書を使って、模擬授業を行うための準備を行う
模擬授業は複数でグループになり、協力して、効果的な授業を計
画する
（主に中学校段階での内容を扱う）

模擬授業の準備（指導計画）

4時間

第10回

模擬授業の相談・準備・指導案の作成(2) 具体的な内容と指導
ミニテストの振り返り
さまざまな授業ビデオを視聴する
模擬授業を行うため、指導案および教材を作成する
模擬授業のためのグループ内練習を行う

模擬授業の準備（教材の作成）

4時間

第11回

模擬授業の実践と振り返り(1) グループ１ 課題発見
グループ１について、模擬授業を行う
模擬授業後に質疑応答を行い、発見した課題について話し合う

模擬授業の改善の検討と提案

4時間

第12回

模擬授業の実践と振り返り(2) グループ2 課題の改善
グループ２について、模擬授業を行う
模擬授業後に質疑応答を行い、課題の改善について検討する

模擬授業の改善の検討と提案

4時間

第13回

模擬授業の実践と振り返り(3)
体の振り返り

ティーチャートーク作成

4時間

グループ3

発

音韻意識とフォ

模擬授業全
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グループ３について、模擬授業の実施、振り返りを行う。
模擬授業後に質疑応答を行い、模擬授業全体を振り返る。
模擬授業で作成した教材をグループでより良く改善する
第14回

授業のまとめとふりかえり
14回の授業を受けて、学修したことをまとめる
教育実習に向けての準備について整理する
最終レポート課題についての説明

最終レポートの作成

580

4時間

7524

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

実践英語教育研究Ⅱ
伊藤由紀子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市の公立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
小中学校英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（全14回）

授業概要
昨今、我が国ではさまざまな英語教育に関する改革が進められており、学校現場の指導においても大きな変化が見られる。英語指導において理
解すべき、英語学習のプロセスや外国語教授法の具体的方法を知り、その知識をもとに、学習者の環境や年齢、ニーズに応じて、最良の教授
法を取捨選択し、実践できるようになることが望ましい。本授業では、「実践英語教育研究Ⅰ」に引き続き、具体的な指導の手立てを学び、実
際に一定の時間をかけた模擬授業を行い、ティーチングスキルを身につけることができるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

外国語指導に関する知識と具体的な実践方
法を身につける

中学校・高等学校で扱う内容について、さま
ざまな外国語教授法の特長を理解し、指導者
目線で模擬授業を行うことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

中学校・高等学校で教えるための、さまざま
な外国語教授法を理解し、効果的な授業
案を立てることができる。

2 ．DP6.行動・実践

英語指導において、中学生・高校生に対す
るティーチングスキルを身につけ、さらにそ
の効果を検証することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的な参加
20％
授業後のレポート・授業内課題・ミニ
テスト
30％
最終発表
30％
期末レポート
20％

： 毎回の授業に真摯に取り組み、積極的に挙手、発言し、仲間と協力して活動できているか、自身で
まとめノートを整理できているかを総合的に評価する。(20点）
： 授業内課題(10点）およびミニテスト（理論）(10点）について基礎的な知識を踏まえて課
題に取り組めたかを評価する。各授業での振り返り(10点)や、外国語教育に関するさまざまな理
論を理解しているかを評価する。
： 最終発表（模擬授業）において、理論をもとに、効果的な授業を行う視点とティーチングスキルを
どれだけ身につけられたかを評価する。（30点）
： 模擬授業の指導案および振り返り、課題をまとめたレポートを課す。指導案の書き方を習
得し、分かりやすく簡潔に書かれているか、自身の模擬授業を客観的に見つめ、改善できるかを評
価する。(20点)
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使用教科書
指定する
著者

タイトル

柏木賀津子・伊藤由紀子

・

出版社

とっておき！魅せる！英語授
業プラン［中学校・高校］思
考プロセスを重視するCLILの実
践

・ 明治図書

出版年
・

2020 年

参考文献等
参考文献については授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は、2単位であるため、授業に関する授業外学修が平均すると毎回4時間が求められる。授業外学修課題に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習しておくこと。
授業ではノートを準備し、学んだことを整理しておく。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、この授業について コミュニケーショ
ン活動 学習指導要領
授業の進め方
授業のルール、準備物、課題、評価について
（この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと）
コミュニケーション活動

個人発表課題の準備

4時間

第2回

デジタル・ICT機器を活用した個人発表と振り返り
中学校英語教育と高等学校英語教育との繋がり
デジタル・ICT機器を活用して発表資料を作成し、個々に発
表を行う（質疑応答と振り返り）

個人発表課題の振り返り

4時間

第3回

小中連携の音声・文字指導 フォニックス発展編 発音指導
つまずきやすい小学校から中学校への「音声⇒文字」の橋渡しに
ついて学ぶ。
フォニックス発展編について。
チャンツを利用した発音指導について

フォニックス教材の検討

4時間

第4回

CLIL（内容言語統合型学習）について
フォニックス教材の共有。
近年注目されている指導法について知る。
学びと思考の構造を知り、目指すべき英語の授業について検討す
る。
他教科と英語を連携させたCLIL指導について学ぶ。

CLILについての書籍を読む

4時間

第5回

ESDおよびSDGsの観点からの教育 CLILの具体的指導
CLILについての復習、具体的指導。
ESD（持続可能な開発のための教育）およびSDGs（持続可能な開
発目標）の観点での教育について。テキストのレッスン紹介につ
いて。

テキストのレッスン紹介資料作成

4時間

第6回

CLILの指導例紹介
CLILテキストのレッスン紹介。
その後、ディスカッションを行う。

授業の振り返り

4時間

第7回

CLILのティーチャートーク
これまでに学んだ指導を整理し、CLIL（内容言語統合型学
習）の導入に使用するティーチャートークを作成する。

ティーチャートーク作成

4時間

第8回

ティーチャートーク発表会 中間まとめ
作成したティーチャートークを発表する。
生徒がアクティブに学べる指導法や発問の仕方について考える

これまでの授業内容を復習する

4時間

第9回

模擬授業の準備・指導案の作成（1）確認・具体的内容
模擬授業を行うための教材をグループで検討する。
指導案の検討をする。
（主に中学二年生～高等学校段階での内容を扱う）

模擬授業の原案検討

4時間

第10回

模擬授業の準備・指導案の作成（2） 教材作成
模擬授業を行うための指導計画、教材を作成する。
指導案の原案を作成する。

模擬授業の準備

4時間

第11回

模擬授業の準備・指導案の作成（3）発表準備
模擬授業を行うための指導案および教材を作成する。
模擬授業のため、グループで練習を行う。
指導案作成に取り組む。

模擬授業のリハーサル

4時間

第12回

模擬授業の実践と振り返り(1) グループ2 課題の改善
グループ１について、模擬授業を行う。
模擬授業後に質疑応答を行い、課題の改善について検討する。
相互評価をする。

模擬授業の改善の検討と提案

4時間

第13回

模擬授業の実践と振り返り(2) グループ3 模擬授業全
体の振り返り
グループ２について、模擬授業を行う。
模擬授業後に質疑応答を行い、模擬授業全体を振り返る。

模擬授業のまとめ、振り返り

4時間

第14回

生徒を活かす授業マネジメント

授業のまとめと最終レポートの作成

4時間

582
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模擬授業で作成した教材をグループでより良く改善する。
14回の授業を受けて、自分なりに学んだことをまとめる。
期末提出課題についての説明。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語ボランティアⅠ
佐々木緑
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、ボランティア活動の教育的意義を理解し、自分の専門の学びにつながるボランティア活動を経験しその意義を体験することを目
的とします。また、本授業での経験を通して、将来教員として効果的なボランティア活動を指導できるようになることも目指します。授業で
は、ボランティア活動が個人の成長、変化にどのように影響するのかについて様々な事例を見ながらその教育的意義を学びます。その上で、自
分の成長につながるボランティア活動を計画し、実施し、事後の振り返りを通して、自らの成長、今後の課題をまとめます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

ボランティア活動を通して、自分の専
門の学びを深める。

ボランティア活動の意義を理解し、自分の専
門を生かしたボランティア活動ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自分の学びを深めることができるボランティ
ア活動を実践することができる。

2 ．DP4.課題発見

ボランティア活動を通して、自分の課
題を見つけることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：教育実習予定先学校)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前学習課題

： 事前学習の課題の提出状況、およびその内容をA・B・Cの３段階で評価します。
20％

ボランティア活動計画書
20％
活動報告書

： 自分が行うボランティア活動が自分の学びとどのようにつながり、どのような効果があるのかを
しっかりと計画書にまとめられていることを評価します。
： 日々の活動の振り返りの記述内容をA・B・Cの３段階で評価します。

20％
事後発表

： ルーブリックに基づき評価します。
20％

期末レポート

： ルーブリックに基づき評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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7525
自分で英語を使ったボランティア計画を立てて実行できることが履修条件になります。
授業の事前課題ができていない場合は、その課題に関する授業活動に参加できません。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、ボランティア活動要件等の確認
授業の目的の確認、ボランティア活動の要件、今後のスケジュー
ルおよび手続きの確認

ボランティア活動とは何かについてのまとめ

4時間

第２回

ボランティア活動の歴史と教育的意義
ボランティア活動がどのような思考に基づき、コミュニティーに
おいてどのような役割を果たすのか、そしてボランティアを教
育プログラムとして実施することの意味について考える。

ボランティア活動の実例の調査

4時間

第３回

ボランティア活動の実例研究

サービスラーンングとはなにかについての調
査

4時間

様々なボランティア活動の実例についてその効果に関するディス
カッション
第４回

サービスラーニング
サービスラーニングの教育プログラムとしての意義と効
果を学ぶ。

サービスラーニングの実例の調査研究

4時間

第５回

サービスラーニングの実例
様々なサービスラーニングの実例について調べてきた内容を発
表し、その教育的意義について学ぶ。

ボランティア活動計画書の作成

4時間

第６回

ボランティア活動計画の発表

マナー・危機管理のためのケーススタ
ディー課題

4時間

ボランティア活動計画書の最終確定（危機管
理の視点を加える）

4時間

ボランティア活動計画の発表、意見交換、修正
第７回

研修参加のためのマナー・危機管理講習
様々な場面を想定し、どのように対応するべきかについてディス
カッションを行う。

第8-12回

ボランティア活動実施
ボランティア活動実施と日誌作成

日々の振り返り日誌

4時間

第13回

事後学習（研修の振り返り）
研修での学びについてのグループディスカッション

発表の準備、最終レポート作成

4時間

第14回

事後学習（研修のまとめ発表）
研修のまとめをPPTにまとめて発表する。

発表資料の校正と提出、最終レポート完成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際理解教育演習（ＥＳＤ）
薮田直子
4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、グローバル社会において国際理解を促す教育をESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発・発展のための教
育）の視点で捉えなおし、その実践について演習形式で学んでいく。受講生同士の意見交流や参加型学習（ワークショップ）に基づきなが
ら、これまでの日本の国際理解教育の系譜を概観したうえで、グローバル教育、多文化教育、市民教育などとの関連を理解し、教育者として国
際理解教育をデザインし実践する力を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

グローバル社会の現代的課題を理解し、教育
実践の在り方を構想する。

グローバル社会の一員であるという認識のも
と課題解決に取り組むことができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

国際理解教育の歴史や実践の系譜を理解する
とともに、教育をめぐる状況を的確に捉え
る。

教育専門家としての知識理解をもとに国際理
解教育の実践に取り組むことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際理解に関する今日的課題を見出すことが
できる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的に問題解
決に向かうことができる。

3 ．DP6.行動・実践

国際理解のための授業実践を構想することが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
本授業は演習形式で行うため、授業へは原則毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価については、つぎの3つの観点から総合評価が60％以上を合格とする。
・国際理解教育の基礎知識の理解
・国際理解教育の意義・目的の理解
・現代の教育的課題などへの意欲的な取り組み姿勢
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中の課題達成度
40％
レポート
50％
授業への参加度
10％

： 指定された授業回での発表レポートおよび、毎回の授業終了時に行う小レポートの内容（理解度な
ど）をもとに評価する。
： 各自が授業内で設定したテーマをもとにレポートを作成し、報告する。提出されたレポートは理解
度や書式などもとに評価する。
： 授業内で行われるグループワーク、ペアワーク、課題などに対して参加する、また質問に対して的
確に回答するなどを標準とし、論理的、積極的な発言や参加などを評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
・永田佳之・曽我幸代編訳『サスティナブルな学校を創ろう－世界のホールスクールから学ぶ』（明石書店、2019年）。
・『事典 持続可能な社会と教育』（教育出版、2019年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業は演習形式で行うため、受講生同士のペアワーク・グループワーク、各受講生による口頭発表、アクティビティへの参加が求められま
す。積極的な授業参加を期待します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後／水曜日昼休み

場所：

教室／研究室

備考・注意事項： 授業に関する質問があれば、原則授業内か授業の前後に教室で行ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ESDとは何か：オリエンテーション
Education for Sustainable Developmentがどのような目的や計
画を含むものなのか学び、その教育の背景を理解する。ESDの目
的を理解したうえで、持続可能な開発目標（SDGs）、ミレニア
ム開発目標（MDGs）との関わりを理解する。
また本授業の進め方や授業への参加の仕方、課題やワーク等の説
明も行う。

第2回

学校教育におけるESD：ユネスコスクール
日本の公教育分野でESDがどのように捉えられてきたかその概
観を理解し、ESDがめざす教育を把握する。具体的には「ユネス
コスクール」の取り組みや実態を紹介する。

第3回

ESDとカリキュラム：学習指導要領と実践事例
日本の学習指導要領のなかで取り扱われているESDに関する記
載を確認し、教育カリキュラム上でのESDの全体像を理解す
る。その際、「参加型学習」の理論や、知の構築といったキー
ワードをもとに日本の中学校現場での実際の取り組みも紹介す
る。

第4回

ESDにおける学習者評価と人材像
ESDを評価するための指標や、その評価測定について学ぶ。学習
者に対する評価の視点については、学校施設内での教育に限ら
ず、社会教育・生涯教育（生涯学習）など広い観点から理解す
る。

第5回

ESDのエッセンス：平和・環境・人権の教育
ESDのエッセンス（要素）には様々なものが含まれうるが、とく
に平和教育、環境教育、人権教育を概観し、ESDの全体像の理
解を促す。

第6回

移民・難民とESD
移民や難民の教育に関わる現状を具体的な事例から考察し検討す
る。例えば、欧州におけるムスリム移民の教育問題を事例とす
る場合は、多文化共生の視点に加えてジェンダーの視点も考察す
る。さらに日本の事例からは難民認定数、教育の現状を学ぶ。

第7回

グローバルシティズンシップ教育とESD
より公正な世界をめざし、ひとりひとりの自覚や行動を重視す
る教育としてグローバルシティズンシップ教育がある。グローバ
ルシティズン（地球市民）という概念がESDとどのような関係に
あるのか理解する。

第8回

国際理解教育とESD
国際理解教育とは何かを理解するために「総合的な学習の時
間」での導入の経緯などを理解する。また国際理解教育と平和教
育の関連、くわえてユネスコ憲章など国際理解教育の出発点につ
いても概観する。

第9回

「帰国子女」の教育と国際理解
具体的な事例とともに海外帰国生など、移動しながら学ぶ子ども
たちの教育の在り方について学ぶ。また日本語指導や言語保
持の活動、教育実践など現状についても映像資料から理解する。

第10回

外国にルーツをもつ子どもと国際理解
具体的な事例とともに、日本で暮らす「外国にルーツをもつ子ど
も」の教育について学ぶ。今後の日本の教育現場を構想し、実
践や取り組みを構想する。また民族や文化のアイデンティ
ティを保持するための教育について映像資料から理解する。
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授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

7527
第11回

多文化共生教育とESD
ESDのエッセンス（要素）のひとつでもある多文化共生社会の実
現に向けて、教育ができることを展望し、現状を理解する。そ
の際、人種・ジェンダー・宗教等の多様性とその理解を促すため
の教育実践、プログラムを紹介する。

第12回

国際理解教育をデザインする（１）：グループワークによ
るESDの理解
これまでの国際理解教育とESDの学修を振り返りながら、決めら
れたトピック（課題）について受講生同士で議論を行う。そ
の際、受講生は各自の関心にしたがって小グループに分かれ、ト
ピックを決定する。授業担当者がファシリテーターとなり、ワー
クショップを行い、実際に意見を交流させながら学んでいく。

第13回

国際理解教育をデザインする（２）：実践と指導案の立案
国際理解をうながす教育プログラム、および指導案をグルー
プで立案し報告する。また他のグループのアイデアについて意
見を述べたりしながら、国際理解教育、ESDに関する理解をよ
り一層深めていく。

第14回

国際理解教育をデザインする（３)：ESDのまとめ
13回までの授業を振り返りながら、国際理解教育の展望につい
て各自が考えをまとめる。また前回の授業内容を受講生同士で共
有し、最終レポートの作成に役立てる。
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授業で配布された資料や文献を熟読し、内
容の理解を深めるとともに、疑問や質問、自
分の意見について簡単にまとめておく。

4時間

グループワークの結果を各自がまとめ、次
回の指導案立案に向けてアイデアをまとめた
り、実践事例を調べたりして準備をしてお
く。

4時間

グループで取り組んでいる指導案の内容を吟
味し、授業内のコメントを活かしながら完
成に近づける。

4時間

国際理解教育（ESD）の授業全
体を振り返り、疑問点が無いか確認してお
く。また最終レポートの作成を行う。

4時間

7559

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語イマージョン教育Ⅰ
大喜多喜夫
4年

開講時期

前期

2

単位数

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
カナダでは1960年代よりイマージョン・プログラムにより、言語教育が行われてきた。これを応用した外国語教育は、2000年代に入り世界の各
地で広く実践されている。日本では1990年代より始まってたが、今日では公立私立を問わず、初等教育から高等教育の教育現場で、おもに英語
教育の一つの取り組みの方法として、英語イマージョン教育と呼ばれ運用されている事例が各地に見られる。このコースでは、英語イマージョ
ン教育の効用を課題も交えながら、言語習得及び言語学習の理論の視点から考察する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

英語イマージョン教育に関する知識

言語習得及び学習理論を理解し、それに基づ
き実践的方法をグループで説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題を発見し、それを自ら解決する方法を習
得する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
プレゼンテーション後、全体に向けてコメントします。
討議について、適宜、フィードバックやアドヴァイスします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： 授業活動への積極的な関与がなされているのかどうか、判断する。
10％

提出課題

： 課題について、十分な考察がなされているのかどうか、評価する。
40％

定期試験（筆記）

： 授業で学んだことを、修得できているのかどうか、判断する。
50％

使用教科書
指定する
著者
大喜多喜夫

タイトル
・

出版社

To Learn How to Teach English ・ 関西学院大学出版会

参考文献等
「中学校学習指導要領」
「高等学校学習指導要領」
「英語教員のための応用言語学」（昭和堂）
「英語教員のための授業活動とその分析」（昭和堂）
「バイリンガルな日本を目指してーイマージョン教育からわかったこと」（学樹書院）
「みんなが輝く小学校英語ー岡山市立石井小学校『イマージョン教育』の取り組み」（啓林館）

履修上の注意・備考・メッセージ
毎回の授業については、あらかじめその範囲を内容を予習し、十分理解して授業に臨んでください。
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出版年
・

2015 年

7559

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業で指示する

場所：

授業で指示する
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の進め方や成績評価についての全般的な説明をします。とく
に、毎回の授業で学習する教科書の範囲については、どのよう
な点に留意し予習すべきかを確認するとともに、それが最終の評
価に、どのように関係するかを説明します。また、言語教育にお
けるイマージョンの位置づけを理解し、その歴史の考察を深める
とともに、その特徴を理解します。

第2回

英語イマージョン教育におけるリスニングについての考え方
Acquisition-oriented listening とlearning-oriented
listening との違いと、その具体例についての知識を深めるなか
で、英語の授業はできるだけ英語でという、英語教育の流れを理
解する一方で、learning-oriented listening の功罪について
の考察を深めます。

第3回

英語イマージョン教育におけるインプット理論
Natural approach におけるinput の考え方が、英語イマージョ
ン教育にはいかに生かされているのか、また、Natural approach
だけでは、その効果が充分に理解されない英語イマージョン教
育の特徴についても議論を深めます。

第4回

インプット理論の英語授業への応用
Acquisition-oriented listening の英語授業活動への応用例と
しての Total Physical Response とそのゲーム化された Simon
Says を紹介・実践し、さらにこれらの授業活
動とlearning-oriented listening の根本的な違いを、多
種な例を挙げながら考察を深め、今後の中等教育での英語教
育の在り方を探ります。

第5回

オーディオリンガル方式について
Audio-lingual method は語学教育現場では pattern practice
や minimal-pair practice として一般に知られていますが、こ
こではAudio-lingual method が誕生した時代の背景を探りなが
ら、この教え方の功罪についての理解を深めます。

第6回

コミュニケーション能力の育成
Communicative Language Teaching とは、学習者の
communicative competence を育成する多様な言語指導の形
態を総括してさしますが、それでは元来、mommunicative
competence とはどのように定義されているのでしょうか。ここ
では、最もオーソドックスな linguistic competence,
socio-linguistic competence, discourse competence,
strategic competence を詳説します。

第7回

コミュニケーション能力の育成を目指した授業内活動
学習者のコミュニケーション能力の育成の目指す教室内の活
動、いわゆるコミュニケーション活動にはどのようなものがある
のかを、実例とともに理解します。具体的に
は、information-gap 活動、opinion-gap 活動、role-play,
speech などを体験したいと思います。

第8回

文法訳読式の特徴
Grammar-translation method が誕生した時代背景を理解し、こ
の言語学習方法が必ずしも、今後の英語教育の主流となり得な
い理由を学びます。この学習方法は学習者の bottom-up reading
とメタ言語の知識を深めるという点では優れた学習方法です
が、日本が置かれた国際的な状況を考えれば、或いはこれを背
景にした社会の要請から考えると、新たな視点に立った言語教
育の構築が望まれる。

第9回

イマージョン教育でのライティングの考え方
長らく日本の英語教育でのライティング活動は、form-focused
は活動が主流でした、しかしこればかりだとライティング本
来の目的は達成できません。ライティングはもとも
と、書き手が自分の意見や主張を、文字を媒体にして、既
知の者、未知の者に伝える行動です。このような考えに基づい
て、今、叫ばれているのが meaning-focused なクリエイティ
ブ・ライティング活動です。

第10回

イマージョン教育での発音指導のありかた
英語イマージョン教育では、どうしてもその内容にばかり学習
者の関心が集まるため、学習者自身の発音指導には責任ある教
員による、正確な発損指導が重要になります。学習者の英語の聴
解能力を高めるには、学習者自身による正しい音韻の知識が不可
欠になる。ここでは、日本人の英語学習者に必要な発音指導
上の留意点についての理解を深めたい。

第11回

イマージョン教育から示唆されるタスクの統合の考え方
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教科書の構成を理解し、学習方法を、各自
考えておいてください。

4時間

二つのリスニングについて、各自の中学
校・高等学校での授号活動を振り返りましょ
う。る

4時間

インプット理論について母語の習得に照らし
て考えをまとめておきましょう。

4時間

インプット理論の特徴を、言語習得の視点か
ら捉えましょいう。

4時間

オーディオリンガル方式の当時の時代的な価
値をまとめておきましょう。

4時間

言語能力、社会言語能力、談話能力が欠如す
ればどのような結果を招くのか、考えましょ
う。

4時間

各自、中学校・高等学校での英語教育で、ど
のようなコミュニケーション活動を経験した
か、振り返りましょう。

4時間

文法訳読式の授業の功罪を振り返り、まとめ
てみましょう。

4時間

各自、中学校・高等学校でのライティン
グを振り返り、どのようのことを経験した
か、まとめてみましょう。

4時間

中学校・高等学校での発音指
導を振り返り、まとめておきましょう。授業
外学修課題に関しては授業で指示する

4時間

中学校・高等学校での英語活動をタスクの統
合という点から振り返り、まとめてみましょ
う。

4時間

7559
これからの英語学習活動の目指すべき学習活動として重要視され
ているのが、4領域5技能の言語運用能力を統合して育成する、つ
まり multi-skilled language activity です。ここでは、タス
クの統合をどのようにすれば実践できるかを、実際の文部科学省
検定教科書を使用して、その具体例を示すことで、この指導方
法の効果を体験したいと思います。
第12回

イマージョン教育から示唆されるクラスルーム・ダイナミズム
クラスルーム・ダイナミズムについて学ぶことで、クラスを効果
的に運営する上での多様な視点に立った具体的方策を知ることが
できます。具体的には teacher talk, active learning, さらに
はevaluation などの効果的な運用方法について理解を深めるこ
とができます。ここでは、とくに英語教員として、teacher talk
を効果的に進める上での留意点を考察したいと思います。

第13回

英語イマージョン教育の実践

英語イマージョン教育の事例を広く調査し、それをクラスで報
告していただきます。これにより、この英語学習形態が、今
後の一つの流れになるための、さらなる克服すべき問題点にも視
点を広げ、これからの日本における英語教育についての考え
を深めることができます。
第14回

イマージョン教育にヒントを得る英語教育
イマージョン教育にヒントを得た外国語教育の事例が、世
界で、また日本でひろく見られる背景には何があるかを正しく理
解するために、このコースで学習した言語取得・言語学習理
論を振り返り、各自が英語教員となるための指針としたいと思い
ます。
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中学校・高等学校での授業を、teachier talk
の点から振り返り、まとめておきましょう。

4時間

英語イマージョン教育を実践するに当たっ
て、教員に要求されることは何だと思います
か。まとめておきましょう。授業外学修課
題に関しては授業で指示する

4時間

英語教員となるため新たな目標を設定しま
しょう。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語イマージョン教育Ⅱ
佐々木緑
4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、「英語を英語で教える」授業を立案し、実践することを通して、英語教員としての素養を身につけることを目指します。いくつ
かの実践例を分析し、効果的な英語での授業を組み立てるために必要なこと考え、それを自らの授業に取り込みながら授業を計画し実践してい
きます。授業では他の受講者の授業計画や模擬授業についてのグループディスカッションを繰り返すことで、「英語で教える」ために必要な視
点を身につけ、自らの授業改善に生かせるよう指導します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

英語で教える授業を計画し、実施することが
できる。

「英語を英語で教える」ための授業活動を授
業目的に合わせて立案し、効果的に実践する
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

英語で教える授業の立案ができる。

2 ．DP6.行動・実践

英語で授業ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業準備課題
20％
授業計画（指導案）

： 授業でのディスカションのまとめや模擬授業の評価シートにしっかりと分析的な視点で記載できて
いるかで評価します。
： 最終提出する授業計画（指導案）をルーブリックに従って評価します。

20％
授業実践

： 授業実践をルーブリックに従って評価します。
30％

最終レポート

： レポートをルーブリックに従ってで評価します。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
この授業では模擬授業の計画および実践が授業活動の中心になります。
自分が模擬授業を担当する時はもちろん、その他の授業もやむ終えない事情がない限り全て出席することが基本となります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知
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場所：

個人研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

導入：英語イマーション教育とは
英語イマージョン教育の実践例とその効果
グループディスカッション：「英語を英語で教える」ことについ
ての課題と解決法

グループディスカッションのまとめ

4時間

第2回

実践例（１）：小学校
実践例の視聴と授業計画の分析

実践例から学んだことのレポート

4時間

第3回

実践例（２）：中学校
実践例の視聴と授業計画の分析

実践例から学んだことのレポート

4時間

第4回

実践例（３）：高校
実践例の視聴と授業計画の分析

実践例から学んだことのレポート

4時間

第5回

授業計画立案
「英語で教える」授業を計画作成

授業案（指導案）を完成させる

4時間

第6回

授業計画についての意見交換
授業案（指導案）についての発表と意見交換

授業案（指導案）の修正

4時間

第7回

授業実践とグループディスカッション（１）：模擬授業第１グ
ループ１回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第8回

授業実践とグループディスカッション（２）：模擬授業第2グ
ループ１回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第9回

授業実践とグループディスカッション（3）：模擬授業第3グ
ループ１回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第10回

授業実践とグループディスカッション（4）：模擬授業第4グ
ループ１回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第11回

授業実践とグループディスカッション（5）：模擬授業第1グ
ループ2回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第12回

授業実践とグループディスカッション（6）：模擬授業第2グ
ループ2回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第13回

授業実践とグループディスカッション（7）：模擬授業第3グ
ループ２回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

模擬授業の評価シート

4時間

第14回

授業実践とグループディスカッション（８）：模擬授業第4グ
ループ２回目
模擬授業の実践と授業後の振り返り（グループディスカッショ
ン）

最終レポート

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

海外英語教育演習Ⅰ
佐々木緑・西原哲雄
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、１）海外での英語研修を経験し、日本の学校での英語教育との類似点・相違点について考え、英語教育についての知見を深めるこ
と、２）海外の学校（小学校・中学校・高等学校など）の視察を通して、日本とは異なる教育制度、教育法について知ること、３）視察先の学
校の教員や児童・生徒、現地の大学生や留学生との交流を通して、グローバルコミュニケーション力の向上をはかることを、目標とする。事前
事後の調査、ふりかえり、帰国後の発表を行うことで、海外研修での学びを深められるように指導する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

海外の英語教育、学校教育についての知
見を深める。

海外と日本の英語教育、学校教育を比
較し、それぞれの利点と問題について自
分の意見を述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

文化的背景の異なる人たちと効果的な意思疎
通をすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前学習課題
30％
研修中の日誌
20％
研修後の発表

： 研修前に行う、事前学習でのレポートについて、調査すべき内容がしっかりまとめられている
か、研修中の学びの目標がしっかり定められているかで評価します。
： 研修中の日誌について、その日の学びの記録、ふりかえり、次の日の学びの目標についてどの程度
深く記述できているかを毎日A・B・Cの３段階で評価します。
： 研修での学びをPPTにまとめ発表したものを、事前に提示するルーブリックに基づき評価します。

30％
期末レポート

： 事前に提示するルーブリックに基づき評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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しっかりとした問題意識を持って、自ら学ぼうとする姿勢で、事前・事後学習および海外での研修に参加してください。
特に、海外研修中は、安全に研修を進められるように、必ず引率教員の指示に従い、勝手な行動を取らないようにしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

最初の授業で告知

場所：

個人研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
研修参加のための手続き、スケジュール、研修の目的の確認

英語研修先についての調査

4時間

第２回

英語研修先について
現地での英語研修先についての調査内容の発表と確認

訪問先の学校についての調査

4時間

第３回

訪問先の学校について
現地訪問校についての調査

異文化交流プログラムの準備

4時間

第４回

現地での異文化交流プログラムについて
グループで準備してきた異文化交流プグラムを発表し意見交換を
する。

危機管理講習資料の熟読

4時間

第５回

研修参加のための危機管理講習（１）
海外旅行保険アプリの設定、現地での生活上の注意、緊急時の対
応、連絡体制等についての講習

危機管理のためのケーススタディー課題

4時間

第６回

研修参加のための危機管理講習（2）
様々な場面を想定し、どのように対応するべきかについてディス
カッションを行う。

研修日誌の目標設定

4時間

第７-12回

海外での研修
海外での英語研修をとした英語教授法についての学習
海外の学校視察を通した教育システムについての学習
現地の児童、生徒、学生、留学生などとの異文化交流

日々の振り返り日誌

4時間

第13回

事後学習（研修の振り返り）
研修での学びについてのグループディスカッション

発表の準備

4時間

第14回

事後学習（研修のまとめ発表）
研修のまとめをPPTにまとめて発表する。

最終発表のビデオを提出

4時間

第回

時間

第回

時間

第回

時間

第回

時間

第回

時間

第回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

海外英語教育演習Ⅱ
佐々木緑
2年

開講時期

後期

単位数

8

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、長期（３－６ヶ月）の海外での研修を経験し、現地と日本の教育の類似点・相違点について考えます。現地での研修プログラ
ムは教育学部で提供されているものから１つを選んで参加しますが、それぞれのプログラムでの現地研修を通して、外国語教育法についての知
見を深めること、日本とは異なる教育制度、教育法について知ること、グローバルコミュニケーション力の向上をはかることを、目標としま
す。また、現地では科目担当者の指導の下、事前に計画したフィールド調査も実施します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

海外の外国語教育・学校教育についての知
見を深める。

海外と日本の英語教育、学校教育を比
較し、それぞれの利点と問題について自
分の意見を述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

異なる文化的背景を持つ人たちと意思疎通が
でき交流することができる。

2 ．DP4.課題発見

自らの研究課題を設定し、担当教員の指導の
もと、現地でのフィールド調査を遂行するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし、不可とします。
授業への参加度は、課題発表に取り組む姿勢、発表後の議論において、他者からの質問に応じて的確に回答することを標準とし、論理的、積
極的な発言などを評価する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前学習課題
20％
研修中のレポート
20％
研修後の発表

： 研修前に行う、事前学習でのレポートについて、調査すべき内容がしっかりまとめられている
か、研修中の学びの目標がしっかり定められているかで評価します。
： 研修中に、現地での学び・フィールド調査の記録、ふりかえり、次の学びの目標についてどの程度
深く記述できているかについて定期的に提出してもらうレポートをA・B・Cの３段階で評価しま
す。
： 研修での学びをPPTにまとめ発表したものを、事前に提示するルーブリックに基づき評価します。

20％
期末レポート
40％

： 研修中に実施したフィールド調査および研修で学んだことをまとめたレポートを、事前に提示す
るルーブリックに基づき評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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必要に応じて、授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
この科目は、英語力および１年次科目の履修状況の条件を満たし、教育学部で参加が認められた学生のみ履修することができます。
しっかりとした問題意識を持って、自ら学ぼうとする姿勢で、事前・事後学習および海外での研修に参加してください。
長期の研修になりますので、事前の危機管理講習をしっかりと理解し、自分の健康管理、安全管理は自己責任でしっかりと行ってください。現
地滞在中は、常に法律（現地および日本の法律）を遵守した行動をとり、身に危険がおよぶ可能性のある行動は厳重に謹んでください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

適時

場所：

個人研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
研修参加のための手続き、スケジュール、研修の目的の確認

滞在都市についての調査

4時間

第２回

滞在都市について
滞在都市についての調査内容の発表と確認

研修先のについての調査

4時間

第３回

研修先について
研修先の施設についての調査内容の発表と確認

研修プログラムについての調査

4時間

第４回

研修プログラムについて
研修プログラムについての調査内容の発表と確認

ホームステイ先についての調査

4時間

第５回

ホームステイ先について
ホームステイについての調査内容の発表と確認

危機管理講習資料の熟読

4時間

第６回

研修参加のための危機管理講習（１）
海外旅行保険アプリの設定、現地での生活上の注意、緊急時の対
応、連絡体制等についての講習

危機管理のためのケーススタディー課題

4時間

第７回

研修参加のための危機管理講習（２）
様々な場面を想定し、どのように対応するべきかについてディス
カッションを行う。

フィールド調査テーマの設定準備

4時間

第8回

現地でのフィールド調査の準備（１）：テーマの設定
現地で実施するフィールド調査のテーマの設定

フィールド調査のテーマに関する資料収集

4時間

第9回

現地でのフィールド調査の準備（２）：関連資料の確認
現地で実施するフィールド調査のテーマの背景知識の確認と指導

フィールド調査実施計画

4時間

第10回

現地でのフィールド調査の準備（３）：フィールド調査の実施
計画
現地で実施するフィールド調査の実施計画の確認と指導

海外渡航準備

4時間

第11-56回

海外での研修
研修プログラムへの参加
現地でのフィールド調査の実施
定期的な（３ヶ月のプログラム：週１回、６ヶ月のプログラ
ム：週２回）のミニレポート

事後学習（研修の振り返り）での報告の準備

4時間

第57回

事後学習（研修の振り返り）
研修で学んだことについての振り返りとディスカション

発表の準備

4時間

第56回

事後学習（研修のまとめ発表）
研修のまとめをPPTにまとめて発表する。

発表資料の校正と最終レポートまとめ

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別支援教育原論
渡部昭男
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鳥取大学附属特別支援学校校長（2002～05年度）、神戸大学附属特別支援学校校長（2016～18年度）の校長経
験を有するとともに、鳥取県・兵庫県で教科用図書選定審議会の会長、鳥取市で校区審議会の会長、三木
市で学力向上推進委員会の会長、芦屋市で青少年愛護センター運営委員会の会長などを歴任した経験を有す

授業概要
特別支援学校教諭普通免許状（知的障害・肢体不自由・病弱）を取得する上での原論の位置づけであり、テーマは特別支援教育に係る理念、歴
史及び思想、社会的・制度的・経営的事項を知り、原論を理解することである。具体的には、2012年の中教審報告を手掛かりに日本型インク
ルーシブ教育システムへの道を探った上で、障害領域に応じた特別支援教育、多様な学びの場における特別支援教育に即して、理念、歴史
及び思想、社会的・制度的・経営的事項を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

特別支援教育の原論に係る幅広い教養

特別支援教育に係る理念、歴史及び思想、社
会的・制度的・経営的事項を幅広く知り、理
解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らテーマを設定してレポート作成する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
毎回の講義開始までに「予習カード」を、終了時に「小テスト」を提出します。
また、班討論やレポート作成などにも取り組みます。
こうした遣り取りや取り組みを通じて、「主体的で対話的な深い学び」の実現を志向しています。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とします。
教科書を予習復習するとともに、レポート作成によって学修の発展と深化を図ります。
GoogleClassroomを活用して、個々の受講生の理解状況も継続的に把握します。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
教科書を予習復習するとともに、レポート作成によって学修の発展と深化を図ります。
講義終了時に提出する「感想カード」を活用して、個々の受講生の理解状況も継続的に把握します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

予習カード（１点×１４回＝１４点）

14％
小テスト（４点×１４回＝５６点）

56％
最終レポート（３０点）

30％

： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

出版社

出版年

渡部昭男

・

改訂新版 障がいのある子の就
学・進学ガイドブック

・ 日本標準

・

2022 年

糸賀一雄

・

糸賀一雄の最後の講義：愛と共
感の教育

・ 中川書店

・

2009 年

参考文献等
・資格試験研究会2022『教員採用試験 特別支援学校らくらくマスター 2023年度』実務教育出版
・佐藤久夫・小澤温2016『障害者福祉の世界（第５版）』有斐閣（アルマ）

履修上の注意・備考・メッセージ
１）特別支援学校教諭普通免許状（知的障害・肢体不自由・病弱）を取得するための講義群の１科目であり、
・特別支援教育の基礎理論に関する科目
に該当します。
２）本科目は毎回「２単位時間」の対面講義に対して４時間の授業外学修が求められます。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、テキスト等を参考にその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしましょ
う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜～木曜の都合の良い時

場所：

講義終了時または研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、watanabe-a@osaka-seikei.ac.jp です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

２０１２年中教審「インクルーシブ教育システム」報告のイン
パクト
障がいの種類と程度に応じて分離型の「特殊教育」か
ら個々のニーズに応じた包摂型の「特別支援教育」への制度転
換の背景にある「インクルーシブ教育」とは何かについて理解す
る。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第２回

諸外国からの示唆１：スウェーデン・イギリス
インクルーシブ教育を具体例を、スウェーデンとイギリスの事
例から理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第３回

諸外国からの示唆２：オーストラリア・アメリカ
インクルーシブ教育の具体例を、オーストラリアとアメリカの事
例から理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第４回

日本型インクルーシブ教育システムへの道
諸外国の具体例を受けて、日本のインクルーシブ教育システムへ
の道を理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第５５回

障害者権利条約の批准発効と障害者差別解消法の施行

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

インクルーシブ教育と深い関係にある障害者権利条約につい
て、国連での採択・発効、日本での批准・発効、障害者差別解消
法の施行について理解する。
インクルーシブ教育をテーマにグループで話し合う。
第６回

視覚障害者の教育
横浜市立盲学校の映像を観ながら、視覚障害者の教育を理解す
る。

第７回

聴覚障害者の教育
グラハム・ベルの映像を観ながら、聴覚障害者の教育を理解す
る。

第８回

知的障害者の教育
アメリカのピーター君の映像を観ながら、知的障害者の教育を理
解する。

第９回

肢体不自由者の教育
バリバラの映像を観ながら、肢体不自由者の教育を理解する。

第１０回

病弱者・身体虚弱者の教育
慢性疾患の子の映像を観ながら、病弱者・身体虚弱者の教育を理
解する。
さまざまな障害と個々のニーズに応じた教育のあり方をテー
マにグループで話し合う。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第１１回

特別支援学校学習指導要領の変遷と概要（自立活動を含む）
神戸大学附属校及び鳥取大学附属校を事例にしながら、特別支援
学校の学習指導要領の変遷と概要（自立活動を含む）を理解す
る。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第１２回

特別支援学校の教育／特別支援学級の教育
特別支援学校及び特別支援学級の映像を観ながら、特別支援学
校の教育を理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第１３回

通級による指導、通常学級における特別支援教育
発達障害の子どもの映像を観ながら、通級による指導、通常学
級における特別支援教育を理解する。
通常学級・通級指導、特別支援学級・学校の教育をテーマにグ
ループで話し合う。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第１４回

特別ニーズの教育

半期の講義の振り返り、レポートの提出

4時間
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障害以外の理由による特別ニーズ児の教育、たとえば不登校、貧
困家庭、外国籍の子どもたちの教育を理解する。
持参したレポートをグループで発表し合う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

視覚障害総論
辻岡均
2年

開講時期

前期

単位数

1

講義

該当する
大阪市立小学校、知的支援学校、視覚支援学校、聴覚支援学校勤務の経験

実務経験の概要

授業概要
授業の概要
1． 配布資料により講義します。
2．視覚情報は、全情報の80％以上を占めます。そのため、視覚障害は感覚障害であるとともに、情報障害でもあります。そのことを様々な方
法で体験して学習をすすめます。
3．視覚障害児教育は、全盲児教育、弱視児教育、重複児教育があり、自立活動や外部支援や支援制度などについて学習します。
4．視覚障害者の手引きの仕方や、点字についても学習します。
5．授業では、視覚障害児の教材教具を触りながら、認知過程や、学習の特徴を理解できるようにします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

視覚障害児の病理・生理・心理につい
て知り、障害者を取り巻く状況につい
て学ぶ。

視覚障害児の見えや眼疾、心理的な成長、社
会的な背景や制度について理解を深める。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

視覚障害教育の概要と特徴、教材・教具など
について学ぶ

視覚特別支援学校の教育全般（自立活動、支
援教育、合理的配慮、理解教育など）につい
て知り、幼児、全盲児、弱視児、重複児の教
育について理解を深める。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

全盲児の触察体験や弱視児の見えの体
験を通して、視覚障害児の理解過
程や困り感を学ぶ。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

視覚障害児の認知過程、教授法の特徴につい
て理解し、声かけや指導の方法を考える。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のワーク
20％
定期試験
80％

： １．授業時の参加度を評価する
①メモを取る。積極的に発言、質問等をすることができる。
： ２．
①視覚障害児教育の概要について理解し、授業内容を踏まえてまとめ、自分の意見が述べられてい
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考書・参考資料等
・青柳まゆみ・鳥山由子 編著『視覚障害教育入門』ジアース教育新社
・猪平眞理 編著 『視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える』
慶応義塾大学出版会
・香川邦生 編著 『視覚障害教育にかかわる方のために』 慶應義塾大学出版会
・五十嵐信敬 著 『視覚障害幼児の発達と指導』 コレール社
・文部科学省 『特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領＜平成29年4月告示＞』
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付ける。

メールに

は必ず氏名と所属を明記すること。（umi16kaze@outlook.jp）

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

第１回：視覚障害児の病理
・視覚器の構造と主な眼疾について知る。
・見る仕組みと視覚障害の主な見え方を、シミュレーションレン
ズを使っての体験する。
・視力以外の視機能（視野や眼球運動、明暗、色覚など）につい
ての理解、その検査について知る。
・視力がよくても見る力の弱い例について知る。

第2回

第２回：視覚障害児のてびき、点字
・視覚障害児・者の手引きの仕方を理解し、声かけから配慮につ
いて考える。
・点字の仕組みと読み書きについて学習する。

第3回

。

第３回：視覚障害児教育の全体像
・視覚支援学校の教育の特色。

・「ロービジョン」について調べてまとめ
る。

1時間

「てびきの仕方」についての動画を視聴す
る。

1時間

・筑波大学付属視覚特別支援学校など視覚支
援学校のHPを調べ、何を伝えようとしている
のかを考える。

1時間

早期教育の必要性についてまとめる。

1時間

点字教科書で学習する子どもの認知過程につ
いて考える。

1時間

クラスに弱視児が在籍した時の配慮を考えて
まとめる。

1時間

重複児の課題についてまとめる。

1時間

・自立活動のいろいろ･･･歩行訓練、触察訓練、視知覚訓練、日
常生活訓練。
・幼稚部、小学部、中学部、高等部、職業科の各部の教育の特
色について。
第4回

第４回：早期教育と幼児教育
・視覚障害児の各年齢の発達ステー
ジの特性について晴眼児の発達と比較しながら考える。
・年齢に合わせた支援と保護者支援について考える。

第5回

第５回：全盲児教育
・指先で点字を読み、両手で触り学習をすすめる全盲児の支援に
ついて知る。
・学習指導内容、教材について体験しながら理解をすすめる。

第6回

第６回：弱視児教育
・弱視児の見えと学習課題について知る。
・学習指導内容と教材、視知覚訓練、ビジョントレーニングにつ
いて学ぶ。

第7回

第７回：重複児教育
・重複児の発達について学び、発達特性について考える。
・日常生活、手指、運動、感覚などの学習指導内容につい
て学ぶ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

聴覚障害総論
中瀬浩一
2年

開講時期

前期

単位数

1

講義

該当する
聾学校で22年間、聴覚障害者の高等教育機関で3年間、中学校で4年間の事務経験

実務経験の概要

授業概要
聴覚に障害のある幼児、児童及び生徒への指導を行う際には、必要とされる知識が数多くあります。本授業は、聴覚に関わる生理や病理やきこ
えにくいことによりどのような心理的状況になるのかの理解をした上で、発達段階に沿ってどのような指導法がなされているのかの理
解を図り、聴覚に障害のある幼児、児童及び生徒への支援について考える。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

聴覚に障害のある子どもの心理、生理、、病
理、教育課程、指導法に関する知識の理解。

聴覚障害のある子どもの教育を担う上で必
要な知識を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

聴覚に障害のある子どもが抱えている教育
的な課題を把握できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前および事後学修に関するシート等 ： 学びに向かうための準備と振り返りができているか。
35％
授業中の小レポート、グループワー
： 授業内容を理解し、積極的に取り組めているか。
ク等
55％
最終レポート

： 授業内容を理解し、自らの視点で論じることができているか。
10％

使用教科書
指定する
著者
文部科学省

タイトル

出版社

・

「聴覚障害」（障害のある子
供の教育支援の手引～子供た
ち一人一人の教育的ニー
ズを踏まえた学びの充実に向け
て～）

・ 文部科学省ホームページ

・

https://www.mext.go.jp/conten ・
t/20210629-mxt_tokubetu01-000
016487_02.pdf

参考文献等
必要に応じて授業中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
授業では、グループワークなどを多数取り入れる。積極的に参加できない者は評価の対象としない。
出席による加点はない。授業に出席の上、各種課題に取り組むことで評価で行う。
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出版年
・

年

・

年

7565

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 質問等はメールで行うこと。その際、「大学名・授業科目名・学部名・名前・学籍番号・返信先メールアドレス」を必ず明
記すること。
メールアドレスは授業時間内に提示する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

聴覚の生理と病理
聴覚に関わる医学的な知識の理解を図る。また、きこえに仕組み
について理解する。

第2回

きこえの評価と聴覚補償
聴力の評価、聴覚補償機器等について理解する。

第3回

きこえにくさの心理
ききとりにくいことによって生じる心理について理解する。

第4回

聴覚障害教育の歴史
日本におけるろう教育の歴史を理解し、現在の聴覚障害教育の状
況を把握する。

第5回

聴覚障害教育の教育課程と指導法（幼稚部・小学部）

特別支援学校（聴覚障害）の、幼稚部・小学部段階での指導内
容について理解する。
第6回

聴覚障害教育の教育課程と指導法（中学部・高等部）

特別支援学校（聴覚障害）の、中学部・高等部段階での指導内
容について理解する。
第7回

聴覚障害児への教育的支援・心理的支援

きこえにくい子どもへの教育的・心理的支援について理解す
る。特に通常の学級に在籍する子どもを想定した内容を行う。
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文部科学省発行「聴覚支援資料」の「聴覚障
害について」を熟読し、授業内容の事前学
修および復習を行う。

2時間

文部科学省発行「聴覚支援資料」の「障
害の状態の把握」を熟読し、授業内容の事前
学修および復習を行う。

2時間

配付資料を熟読し、授業内容の事前学修およ
び復習を行う。

2時間

配付資料を熟読し、授業内容の事前学修およ
び復習を行う。

2時間

文部科学省発行「聴覚支援資料」の「聴覚障
害のある子供に必要な指導内容」を熟
読し、授業内容の事前学修および復
習を行う。

2時間

文部科学省発行「聴覚支援資料」の「聴覚障
害のある子供に必要な指導内容」を熟
読し、授業内容の事前学修および復
習を行う。

2時間

文部科学省発行「聴覚支援資料」の「聴覚障
害のある子供の教育における合理的配慮の観
点」を熟読し、授業内容の事前学修および復
習を行う。

2時間

7566

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

発達障害総論
鈴木克彦
2年

開講時期

後期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

発達障害児を含む知的障害児を対象とする特別支援学校に勤務。また、教育委員会で特別支援教育行政に従
事。発達障害児の教育的支援体制整備に参画。（全7回）

授業概要
言語障害，情緒障害，学習障害(LD)，注意欠如・多動性障害(ADHD)などの発達障害児の教育に関する基礎知識や指導法について学び,幼児児童生
徒の人権を尊重し一人一人に寄り添った教育の大切さ，医療や福祉等の専門機関と連携して指導にあたる重要さに気づくことをねらいとしま
す。学習指導要領に沿って発達障害児が授業で何を学び，何を身につけるかを考える道すじについて理解することをめざします。
授業の形態はできるだけ小グループでの協議や調査，調査結果のプレゼンテーションなどを取り入れ、学生が主体的・多面的に考察できるよう
になることをめざします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

発達障害に関する基礎知識

インターネットや書籍の情報などをもと
に、発達障害児の特徴や配慮点を理解するこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

発達障害児の理解と支援に関する基礎知識

調査や協議を通して得た知識をもとに、学
校での発達障害児の理解と支援に関する留意
点を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

学修した知識を生かし発達障害児に配慮し
た指導について計画・立案することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の小レポート
70％
定期試験（レポート）

： 発達障害児の教育に関する基礎知識を持ち、現状をふまえて課題解決に向けた留意点を示すことが
できているかどうかを判断する。
： 発達障害児の教育に関する基礎知識や留意点を修得できているかどうかを判断する。

30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『特別支援学校学習指導要領解説
ついては開講時に紹介する。

総則編』，『特別支援学校学習指導要領解説

各教科等編』（文部科学省、2017年）。その他の参考文献に

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示します。

場所：

初回授業時に提示します。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

発達障害児の障害と行動の全般的な理解
言語障害，情緒障害，学習障害(LD)，限局性学習症，注意欠
陥・多動性障害(ADHD)等の障害の様子と行動上の特徴につい
て知る。

第2回

言語障害児，情緒障害児の発達特性と教育
言語障害、情緒障害の子どもの心理と教育の現状について知る。

第3回

学習障害(LD)児の発達特性と教育
学習障害(LD)、限局性学習症の子どもの心理と教育の現状につい
て知る。

第4回

注意欠如・多動性障害（ADHD）児の発達特性と教育
注意欠如・多動性障害(ADHD)の子どもの心理と教育の現状につい
て知る。

第5回

自閉症スペクトラム児の発達特性と教育
自閉症スペクトラムの子どもの心理と教育の現状について知る。

第6回

発達障害の理解と支援
発達障害の発生頻度、二次障害、親・家族への支援、障害者の権
利に関する条約などについて学び、発達障害の理解と支援につい
て学修を深める。

第7回

発達障害の理解と支援
学校と医療・福祉等関係機関との連携、合理的配慮などについ
て学び、発達障害の理解と支援について学修を深める。
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予習シートの作成：言語障害について，情緒
障害について、発達支援，コミュニケーショ
ン

2時間

予習シートの作成：学習障害(LD)につい
て，発達支援，コミュニケーション

2時間

予習シートの作成：注意欠陥・多動性障
害(ADHD)について，発達支援，コミュニケー
ション

2時間

予習シートの作成：自閉症スペクトラムにつ
いて，発達支援，コミュニケーション

2時間

予習シートの作成：二次障害、親・家族へ
の支援、合理的配慮について

2時間

発達障害の理解と支援について学んだことを
まとめる。

2時間

定期試験に向けて，これまでの学修をふ
り返る。

2時間

7567

重度重複障害総論

授業科目名

渡部昭男

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

1

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鳥取大学附属特別支援学校校長（2002～05年度）、神戸大学附属特別支援学校校長（2016～18年度）の校長経
験を有するとともに、鳥取県・兵庫県で教科用図書選定審議会の会長、鳥取市で校区審議会の会長、三木
市で学力向上推進委員会の会長、芦屋市で青少年愛護センター運営委員会の会長などを歴任した経験を有す

授業概要
重度重複障害児者の教育・福祉・医療保障に係る理念思想・歴史・法制度等並びに心理・生理・病理を知り、その上で教育課程編成の実際や授
業づくりの具体方策並びに暮らし・地域支援の現状と課題を理解する。今の日本では、どのように重い障害があっても希望すれば、医療と福
祉を結合させながら６歳から１８歳までの１２年間の学校教育を受けることができる。この世界に類例をみない重度重複障害教育の地
平を切り拓いてきた先達の営みを学び、更なる授業づくりや地域支援のあり方を探る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

重度重複障害児者の教育課程編成の力

重度重複障害児者の教育課程編成を理解して
いる（教育課程、教材教具、自立活動、個
別の指導計画など）。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

重度重複障害児者の授業づくりの力

重度重複障害児者の授業づくりを理解してい
る（教育課程、教材教具、自立活動、個
別の指導計画など）。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らテーマを定めて探究しレポートを書く。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
毎回の講義終了時に「小テスト」に挑戦します。
また、班討論やレポート作成などにも取り組みます。
GoogleClassroomを通じて、「主体的で対話的な深い学び」の実現を志向しています。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とします。
教科書を予習復習するとともに、レポート作成によって学修の発展と深化を図ります。
講義終了時に提出する「感想カード」を活用して、個々の受講生の理解状況も継続的に把握します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト（６点×７回＝４２点）

42％
最終レポート（５８点）

58％

： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

糸賀一雄

・

糸賀一雄の最後の講義：愛と共
感の教育

・ 中川書店（改訂版）

・

2009 年

髙谷

・

重い障害を生きるということ

・ 岩波書店（新書）

・

2011 年

清
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垂髪あかり

・

<ヨコへの発達>とは何か?：障
害の重い子どもの発達保障

・ 日本標準（ブックレット）

・

2020 年

参考文献等
・文部科学省2018『特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領』海文堂
・文部科学省2018『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂
・文部科学省2018『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）』開隆堂
・文部科学省2018『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂
・文部科学省2019『特別支援学校高等部学習指導要領』海文堂
（受講生には学習指導要領のウェブ情報を活用していただきます）

履修上の注意・備考・メッセージ
１）特別支援学校教諭普通免許状を取得するための講義群の１科目であり、
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
（中心領域:重複・LD等）に該当します。
２）本科目は毎回「２単位時間」の対面講義に対して４時間の授業外学修が求められます。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、テキスト等を参考にその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしましょ
う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜～木曜の都合の良い時

場所：

講義終了時または研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、watanabe-a@osaka-seikei.ac.jp です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

重度重複障害（児）の心理・生理・病理～概念・疾患・実態
及び心理発達
『重い障害を生きるということ』をテキストに、重度重複障
害（児）の心理・生理・病理並びに概念・疾患・実態及び心理発
達を理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第２回

糸賀一雄の思想と実践：「この子らを世の光に」「愛と共
感の教育」
『糸賀一雄の最後の講義：愛と共感の教育』をテキスト、糸賀一
雄の「この子らを世の光に」の思想と実践を理解する。

テキストの復習と予習、「レポート」の構想

4時間

第３回

「不治永患」「永遠の幼児」観からの転換：「ヨコへの発達」

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆
準備

4時間

『ヨコへの発達とは何か』をテキストに、「不治永患」「永
遠の幼児」観からの転換を理解する。
第４回

重症心身障害児施設のびわこ学園の誕生と療育実践の展開
療育記録映画「夜明け前の子どもたち」を視聴しながら、重症心
身障碍児施設「びわこ学園」の誕生と療育実践の展開を理解す
る。

第５回

重度重複障害児の教育課程編成（自立活動を含む合科統合）
重症児教育の映像を視聴し、学習指導要領を学びながら、重度重
複障害児者の教育課程編成を理解する（教育課程、教材教具、自
立活動、個別の指導計画など）。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第６回

重度重複障害児の授業づくり（自立活動を含む合科統合）
重症児教育の映像を視聴し、学習指導要領を学びながら、重度重
複障害児者の授業づくりを理解する（教育課程、教材教具、自立
活動、個別の指導計画など）。

テキストの復習と予習、「レポート」の執筆

4時間

第７回

訪問教育・医療的ケア児対応のあゆみと実践／重度重複障害児
者の暮らしと地域支援
訪問教育・医療的ケアの映像を視聴し、学習指導要領を学びなが
ら、問教育・医療的ケア児対応のあゆみと実践を理解する。
『重い障害を生きるということ』『ヨコへの発達とは何か』をテ
キストに、重度重複障害児者の暮らしと地域支援について理解す
る。

講義のの振り返り、レポート提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

障害発達支援論
渡部昭男
2年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鳥取大学附属特別支援学校校長（2002～05年度）、神戸大学附属特別支援学校校長（2016～18年度）の校長経
験を有するとともに、鳥取県・兵庫県で教科用図書選定審議会の会長、鳥取市で校区審議会の会長、三木
市で学力向上推進委員会の会長、芦屋市で青少年愛護センター運営委員会の会長などを歴任した経験を有す

授業概要
学習指導要領における学びの多様性・連続性・個別性の扱いを学ぶ。その上で、発達段階及び発達課題に応じた教育指導と発達支援、「自分づ
くり」に応じた教育指導と発達支援、学校階梯・ライフステージ間における移行の課題と支援について知り、教育指導と発達支援のあ
り方を探る。第一部：発達段階及び発達課題に応じた教育指導と発達支援、第二部：各園学校・学部における「自分づくり」に応じた教育指
導と発達支援、第三部：学校階梯・ライフステージ間における移行の課題と支援（移行支援計画の活用を含む）の３部建てで構成する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

障害発達支援の観点から特別支援学校教
諭に必要な知識・技能、職業理解を促す。

発達段階及び発達課題に応じた教育指導と発
達支援、「自分づくり」に応じた教育指
導と発達支援、学校階梯・ライフステー
ジ間における移行の課題と支援につい
て知る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

障害発達支援の観点から特別支援学校教
諭に必要な実践力を養う。

DP2を踏まえて、実際の教育支援と発達支
援を教育実習等の場で試みることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らテーマを定めて探究し、レポートをまと
める。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
毎回の講義前までに「予習カード」を提出し、終了時に「小テスト」に挑戦します。
また、班討論やレポート作成などにも取り組みます。
こうした遣り取りや取り組みを通じて、「主体的で対話的な深い学び」の実現を志向しています。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不可とします。
教科書を予習復習するとともに、レポート作成によって学修の発展と深化を図ります。
GoogleClassroomを活用して、個々の受講生の理解状況も継続的に把握します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

予習カード（１点×１４回＝１４点）

14％
小テスト（４点×１４回＝５６点）

56％
最終レポート（３０点）

30％

： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。
： 秀：特に優れた成果を収めている。
優：優れた成果を収めている。
良：良好な成果を収めている。
可：学修の目標を達成している。
不可：学修の目標を達成していない。

使用教科書

609

7568

指定する
著者

タイトル

渡部昭男

・

出版社

障がい青年の自分づくり

・ 日本標準

出版年
・

2009 年

参考文献等
・文部科学省・特別支援教育の教育要領・学習指導要領及び解説に関してはウェブ情報の活用を予定。他には
・永野佑子・森下芳郎・渡部昭男1994『障害児の思春期・青年期教育』旬報社
・白石正久1994・95『発達の扉（上・下）』かもがわ出版
・渡部昭男・寺川志奈子編2005『「自分づくり」を支援する学校：「生活を楽しむ子」をめざして』明治図書
・神戸大学発達科学部附属養護学校2005『コミュニケーション的関係をひらく障害児教育』青木書店
・岡本正・河南勝・渡部昭男編2013『福祉事業型「専攻科」エコールKOBEの挑戦』クリエイツかもがわ
・中村隆一・渡部昭男編2016『人間発達研究の創出と展開』群青社
・三木裕和編2017『七転び八起きの「自分づくり」：知的障害青年期教育と高等部専攻科の挑戦』今井出版
・田中昌人・杉恵1981-84『子どもの発達と診断』（全５巻）大月書店
・田中昌人・杉恵1983・85『同上（スライド版）乳児期編・幼児期編』大月書店

履修上の注意・備考・メッセージ
１）特別支援学校教諭普通免許状を取得するための講義群の１科目であり、
・心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
（中心領域:知、含む領域:肢・病）に該当します。
２）本科目は毎回「２単位時間」の対面講義に対して４時間の授業外学修が求められます。
・「授業外学修課題」に取り組むことに加え、テキスト等を参考にその回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしましょ
う。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜～木曜の都合の良い時

場所：

講義終了時または研究室

備考・注意事項： メールアドレスは、watanabe-a@osaka-seikei.ac.jp です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

学習指導要領における多様性・連続性等の扱いと対応：知的障
害、重度重複障害など
第１～７回は、「第一部：発達段階及び発達課題に応じた教育指
導と発達支援」をテーマとしたパートである。
第１回は、学習指導要領における多様性・連続性等の扱いと対
応（知的障害、重度重複障害など）を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの構想

4時間

第２回

学習指導要領における個別の指導計画、個別の支援計画（移行
支援を含む）の策定と活用
第２回は、学習指導要領における個別の指導計画、個別の支援計
画（移行支援を含む）の策定と活用を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの構想

4時間

第３回

乳児期前半期の発達段階にいる障害児の教育と支援
第３回は、乳児期前半期の発達段階にいる障害児の教育と支
援を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの構想

4時間

第４回

乳児期後半期の発達段階にいる障害児の教育と支援

テキストによる予習復習、レポートの執筆準
備

4時間

テキストによる予習復習、レポートの執筆準
備

4時間

テキストによる予習復習、レポートの執筆準
備

4時間

第４回は、乳児期後半期の発達段階にいる障害児の教育と支
援を理解する。
第５回

幼児期前期の発達段階にいる障害児の教育と支援
第５回は、幼児期前期の発達段階にいる障害児の教育と支援を理
解する。

第６回

幼児期中期の発達段階にいる障害児の教育と支援
第６回は、幼児期中期の発達段階にいる障害児の教育と支援を理
解する。

第７回

幼児期後期の発達段階にいる障害児の教育と支援
第７回は、幼児期後期の発達段階にいる障害児の教育と支援を理
解する。
「発達段階及び発達課題に応じた教育指導と発達支援」をテー
マにグループで話し合う。

テキストによる予習復習、レポートの執筆

4時間

第８回

幼児期の「自分づくり」の特徴と発達支援：幼稚園保育所・幼
稚部における「自分づくり」
第８～１２回は、「第二部：各園学校・学部における「自分づく
り」に応じた教育指導と発達支援」をテーマとしパートである。
第８回は、幼児期の「自分づくり」の特徴と発達支援：幼稚園保
育所・幼稚部における「自分づくり」を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの執筆

4時間

第９回

学童期の「自分づくり」の特徴と発達支援：小学校・小学部に
おける「自分づくり」
第９回は、学童期の「自分づくり」の特徴と発達支援：小学
校・小学部における「自分づくり」を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの執筆

4時間

第10回

思春期の「自分づくり」の特徴と発達支援：中学校・中学部に
おける「自分づくり」
第１０回は、思春期の「自分づくり」の特徴と発達支援：中学
校・中学部における「自分づくり」を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの執筆

4時間

第11回

青年期の「自分づくり」の特徴と発達支援①：高校・高等部に
おける「自分づくり」
第１１回は、青年期の「自分づくり」の特徴と発達支援１：高
校・高等部における「自分づくり」を理解する。

テキストによる予習復習、レポートの完成

4時間

第12回

青年期の「自分づくり」の特徴と発達支援②：専攻科におけ
る「自分づくり」
第１２回は、青年期の「自分づくり」の特徴と発達支援２：専攻
科における「自分づくり」を理解する。
「各園学校・学部における「自分づくり」に応じた教育指導と発
達支援」をテーマにグループで話し合う。

テキストによる予習復習、期末試験の準備

4時間
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第13回

幼児期から学童期へ、就学前から学校教育への移行の課題と支
援（就学・進学）
第１３～１５回の３回は、「第三部：学校階梯・ライフステー
ジ間における移行の課題と支援（移行支援計画の活
用を含む）」をテーマとしたパートである。
第１３回では、幼児期から学童期へ、就学前から学校教育への移
行の課題と支援（就学・進学）を理解する。

テキストによる予習復習、期末試験の準備

4時間

第14回

青年期から成人期へ、学校から社会への移行の課題と支援とア
クティブエイジング（就労・地域生活・生涯学習）
第１４回では、青年期から成人期へ、学校から社会への移行の課
題と支援（就労・地域生活・生涯学習）を理解する。
また、壮年期から老年期へ、リタイア後への移行の課題と支
援（アクティブエイジング）を理解する。
「学校階梯・ライフステージ間における移行の課題と支援（移行
支援計画の活用を含む）」をテーマにグループで話し合う。

振り返り

4時間

611

7569

知的障害者の心理・生理・病理

授業科目名

永井利三郎・中村隆一

担当教員名

3年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
心理領域に関しては、知的障害の基礎的知識について発達的な視点から講義する。また発達の法則について、主に幼児期から学童期までの発
達を中心に講義する。生理・病理領域では、基本的な医学的知識と知的障害の疾患の代表的なものについて、合併する肢体不自由、病弱領
域も一部含めて講術する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

知的障害のある子どもを発達的な視点から理
解する力

知的障害のある子どもを発達的な視点から理
解し、教育・支援ができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

障害のあるなしにかかわらず、子どもの心理
的理解ができ、教育・支援につなげることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

【心理】学期末のレポート
50％
【生理・病理】レポート
50％

： 知的障害のある子どもを発達的に理解するとはどういうことか、またその意義は何かを理解できて
いる。
： 知的障害のある子どもを発達的に理解すること、どのような支援が費用なのか、その意義は何か
を理解できているかを評価する。（永井）

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『教育と保育のための発達診断』（白石正久・白石恵理子、全障研出版）
『発達を学ぶ 発達に学ぶ』（藤野友紀、全障研出版） 他

履修上の注意・備考・メッセージ
原則毎回出席するようにしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

授業の進め方、成績評価に関する説明を実施する。

612

4時間
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第2回

発達的視点から子どもを理解するとは①：障害児保育の実践記
録映像から
知的障害のある子どもの保育実践のビデオから子どもの姿を観
察し、発達的視点から理解するとはどういうことかを体験
的に学ぶ。

第3回

発達的視点から子どもを理解するとは②：発達的視点から分
析する
幼児期前半の発達について概要を学び、これを踏まえた上で知的
障害のある子どもの行動について分析を深める。

第4回

知的障害とは
知的障害の定義について、発達的視点を踏まえながら概説する。

第5回

知能検査・発達検査/発達診断
知的障害のある子どものアセスメントの方法や、それらの限界に
ついて概説する。

第6回

幼児期前期の発達と障害
幼児期前期の子どもの発達と、生じやすい発達的課題について概
説する。

第7回

幼児期中期の発達と障害
幼児期中期の子どもの発達と、生じやすい発達的課題について概
説する。

第8回

幼児期後期の発達と障害
幼児期後期の子どもの発達と、生じやすい発達的課題について概
説する。

第9回

学童期前期から中期までの発達と障害
学童期前期から中期までの子どもの発達と、生じやすい発達的課
題について概説する。

第10回

事例に学ぶ：知的障害のある子どもおよび大人の発達と発達診
断
知的障害のある子ども及び大人の発達とその診断について、事
例に基づいて概説する。

第11回

人体の遺伝学と発生学
人の遺伝、発生の仕組みと疾患について理解する

第12回

知的障害をきたす疾患（遺伝性疾患・染色体異常）
知的障害をきたす遺伝性疾患について理解する

第13回

知的障害をきたす疾患（胎芽病・胎児病・周産期疾患）
知的障害をきたす胎児性疾患について理解する

第14回

知的障害をきたす疾患（難治てんかん・精神遅滞を伴う自閉
症）
知的障害を伴う神経疾患について理解する
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授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業の内容、もしくは授業内でテーマが出さ
れた場合はそのテーマに基づき、ミニレポー
トを作成。

4時間

授業内容に関して、自宅で学ぶ課題を提示す
る。

4時間

授業内容に関して、自宅で学ぶ課題を提示す
る。

4時間

授業内容に関して、自宅で学ぶ課題を提示す
る。

4時間

授業内容に関して、自宅で学ぶ課題を提示す
る。

4時間

7570

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

肢体不自由者の心理・生理・病理
岡田優
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

臨床医として約30年の経験。耳鼻咽喉科専門医、精神科専門医・児童精神科医として子どもを中心にしたチー
ム医療の一員として診療を行ってきた。特に小児専門病院では重複障がい児の診療にあたってきた。（14回）

授業概要
近年の肢体不自由教育において教員の医療的視点からの知識取得要請は大きくなっています。各々症状も障害の程度も違う生徒達を理解し、安
全な学校生活を毎日送るために学ぶ教科です。基本的に受講生はこれまでに学んだ解剖・生理・生化学の知識を復習して受講することが求めら
れます。指導するのではなく、共に学び考える姿勢についても考えていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

肢体不自由・重複障がいを持つ子ども達の医
学的な基礎知識を学び、変化へに気づき対
応する技能習得を目指す。

障がいがもたらす影響を理解し、教育現
場で実際に観察・評価し対応を考え
る力を身につけ、共に学び考える姿勢を習
得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自己理解と共に子ども達の症状や違いを理
解し、教育現場での課題発見と解決を考え
る技能をつける。

2 ．DP6.行動・実践

課題に対して、学んだ基礎的な知識をもと
に適切な行動を選び実践に移すことができ
る。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

教育現場での限界についても熟知し、適
切で継続した連携と協働を取ることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
授業中の発言も評価を行い、全体的な傾向についてコメントをします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。前年度と担当が変更になったた
め特に評価方法については確認が必要です。参加型授業を行うため積極的な授業参加が求められます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
小テスト

： 授業中の発言や振り返りシートを評価します。予習・復習を基本とした積極的な授業参加が必要で
す。
： 理解度の確認のために小テストを実施します。

20％
課題レポート

： 決められた課題へのレポートについて評価を行います。
10％

期末レポート

： 指定された期末レポート課題について評価を行います。
40％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
映画 「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」
『五体不満足』 （乙武洋匡 講談社）
『特別支援教育に向けた新たな肢体不自由教育実践講座』
（全国肢体不自由養護学校長会編著 ジアース教育新書）
『新たな課題に応えるための肢体不自由教育実践講座』
（全国肢体不自由養護学校長会編著 ジアース教育新書）
『リハビリの夜』（熊谷晋一郎 医学書院）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。虐待についても学びます。必要にあわせて受講生にはカ
ウンセリングを使用することを勧めます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で提示

場所：

研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

肢体不自由と日常生活
自己理解や基本的な人体解剖・生理・生化の知識について確
認を行います。2年生時までの復習が求められます。また、学齢
期・思春期の心理発達の知識を確認します。

基本的な人体解剖・生理・生化・心理につい
ての復習を行ってください。

4時間

第2回

先天性？後天性？
肢体不自由の概要について学び、生活上で不自由と考えられるポ
イントを共に考えます。先天性の障がいと後天性の障がいによ
る肢体不自由について学び考えます。

次週の実習へむけて予習が求められる。

4時間

第3回

補助装具の使用と心理・発達

実習について学んだことをまとめて提出す
る。

4時間

車いすを実際にグループワークで使用します。ロールプレ
イを通して補助装具を使用する子どもたちの心理発達につい
て考えます。ジェンダーによる違いはあるのでしょうか？
第4回

後天性に障がいを来すもの
肢体不自由をきたす疾患について症状や配慮のポイン
トを学び考えます。補助装具についても学び、車いすを使用す
る場合、しない場合の違いについて考えていきます。

復習を十分に行いテストに備えまとめる。

4時間

第5回

重複障がい児の理解

教育現場で症状がもたらす課題について考え
まとめる。

4時間

重複障がい児の病態について学びます。実際に障がいがある状
態をグループワークで考えます。家族や地域、医療機関との連
携について学びます。
第6回

重複障がい児の認知
重複障がい児の病態を通して認知について学びます。感覚
器の働きを理解し、違いについて考えます。

復習を十分に行いまとめる。

4時間

第7回

重複障がい児の心理
重複障がい児の認知を理解し心理について学びます。同じ病態で
あっても、心理的な違いに影響するものは何でしょうか？フィン
クの危機モデルを学び障がい受容について、受講者自身の受容に
ついてもグループワークで考えます。偏見の軽減は可能でしょう
か。

これまでの３回の講義についてまとめる。

4時間

第8回

介護者としての教員・職員
障がい児教育の現場で、子どもを支える介護者の働きを求められ
る教員・職員に必要な知識について学びます。教育現場の可能
性と限界について考えます。

医療的な技能について復習を行う。

4時間

第9回

介護も行う教育現場での課題

虐待防止について役割について振り返り
を行う。

4時間

前回学んだ教員・職員の働きについて理解を確認し現在の課
題を考えます。教育現場での虐待やハラスメントについて考えま
す。
第10回

テクノロジーのもたらす未来
テクノロジーの進化は教育現場を変えるかもしれませ
ん。AIやBMI（Brain Machine Interface)、ロボット使用の可能
性について考えます。

新聞記事や関連情報を集めてまとめておく。

4時間

第11回

家族と考える特別支援教育
特別支援教育をうけている子どものご家族を招き、その実
際を伺います。

感想をレポートにまとめて提出を行う。

4時間

第12回

自傷行為を起点とした障がい

ファーストエイドについて復習を行いまとめ
る。

4時間

精神症状や発達障がいによる自傷行為を起点とした障がいについ
て学びます。家族や地域、医療機関との連携を取った上での、教
育現場の働きについて考えます。
第13回

肢体不自由・重複障がい者の実際
日常生活における重複障がい児の実際について学びます。自立と
は何を表すのでしょうか。障壁となるものについても考えます。

自立と依存についてまとめておく。

4時間

第14回

これからの子どもの発達
障がいをもつ子ども達の学校生活について復習しながら考えま
す。講義内で学んだ技能についても振り返ります。

期末レポートを作成し提出を行う。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

病弱者の心理・生理・病理
永井利三郎・谷川弘治
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

谷川弘治は，公立の小児保健医療センターの診療部門で心理検査，発達相談，心理療法を，母子保健部門でセ
ルフヘルプグループの支援や専門職の研修などを行った（全10回）。

授業概要
医療スタッフとの協働のもとに教育実践を適切に計画、実施し、振り返りを行うために必要な対象理解の知識と技術を探求する。本授
業は２部構成とする。第１部「病弱児の心理と行動」では、病気とつきあいながら生活する病弱児の心理と行動について子どもの視点か
ら学ぶ。第２部「病弱児理解の視点」では、小児医療の目的、診断と治療の基本的な考え方を学ぶ。さらに入院治療中・退院後の生活・緩和ケ
アにおける医学的管理と生活規制などの根拠並びにトータルな理解の必要性と課題を学び、支援者のあり方を検討する。
（オムニバス方式／全14回）
（谷川 弘治／１０回）「病弱児理解の視点」のうち導入及び「支援者と子どもの対話」を、さらに「病弱児の心理と行動」を担当する。
（永井利三郎／４回）「病弱児理解の視点」のうち小児医療の目的、診断と治療の考え方、入院治療中・退院後の生活・緩和ケアにおける子ど
もと家族の理解を担当する。病弱者の小児医学の代表的な疾患を中心に、合併する知的障害、肢体不自由領域も一部含めて講術する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

病弱者理解と支援技法の基礎

小児慢性疾患を中心に，子どもの疾病及び治
療並びに治療に伴う生活上の諸課題を理
解し，子どもが病気とつきあいながら自分ら
しく生きることを支えるために求められるこ
とを説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

生物心理社会モデルに基づき寄り添いなが
ら対象理解を深めていく明確で柔軟な視点を
もち、自らが対象の立場に立ったとき、ある
いは教師の立場に立ったときをイメージしな
がら自分にできることを具体的に検討でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
＊学習進度を確認して，課題や手順を調整することがあります。具体的な方法は時々で異なることをご了解ください。
授業の進め方についても，受講生による積極的な提案を期待します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

【心理】リアクションペーパー
17％
【心理】定期試験
50％
【生理・病理】レポート
33％

： 事前準備課題の提出～授業の流れの中でリアクションペーパーを評価する。
評価は視点と根拠を明示した意見が記述されていることを基本とする。心理部分に関するルーブ
リックを配付するので参照すること。
： ①授業で取り上げた理論と技法等が説明できること，②事例の的確な分析ができること，③当事
者との対話や現場の実態を踏まえた提案ができることを基準とする。心理部分のルーブリックを配
付するので参照すること。
： ①授業で取り上げた疾患の基本が理解できている。②各疾患のある事例において、どのような支
援が費用かを説明できること。

使用教科書
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指定する
著者

タイトル

谷川弘治，駒松仁子，松浦和
代，ほか

・

出版社

病気の子どもの心理社会的支援
入門 医療保育・病弱教育・医
療ソーシャルワーク・心理臨
床を学ぶ人に(第2版)

・ ナカニシヤ出版

出版年
・

2009 年

参考文献等
『健康医療心理学・入門 健康なこころ・身体・社会づくり』島井哲志・長田久雄・小玉正博、有斐閣アルマ，2020
『子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア』多田羅竜平、金芳堂、2016
『病弱・虚弱児の医療・療育・教育（改定第3版）』宮本信也・土橋圭子（編）、金芳堂、2015
『子ども療養支援 医療を受ける子どもの権利を守る』田中恭子（編）、中山書店、2014
『チャイルドライフカウンシル 遊び活動レシピブック』夏路瑞穂（監訳）、私製https://www.k-tanigawa.com/ 、2013
『特別支援教育に生かす病弱児の生理・病理・心理』小野次郎・榊原洋一・西牧謙吾、ミネルヴァ書房、2011
『臨床健康心理学 ケースフォーミュレーションと心理療法』安藤美華代（監訳）､岡山大学出版会、2010
『The Handbook of Play Therapy and Therapeutic Play』second edition、L. McMahon、2009
『チャーリーブラウンなぜなんだい ともだちがおもい病気になったとき』チャールズ・シュルツ、細谷亮太（訳）、岩崎書店、1991
『The private worlds of dying children』Bluebond-Langner, M. ,Princeton paperback（Kindle版2020）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 非常勤のため，質問等はメールにて受け付ける。下記いずれかを用いること。（谷川）
k.tanigawa@shoin.ac.jp
koji.tanigawa@icloud.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

感染症（ウイルス性、細菌性、真菌性）、循環器疾患
感染症（ウイルス性、細菌性、真菌性）、循環器疾患の症
状と、その支援のポイントを理解する。

第2回

血液疾患（白血病、紫斑病、血友病）、内分泌疾患
血液疾患（白血病、紫斑病、血友病）、内分泌疾患のそれぞれ
の症状と、その支援のポイントを理解する。

第3回

消化器疾患、呼吸器疾患（気管支炎、肺炎、結核）
消化器疾患、呼吸器疾患（気管支炎、肺炎、結核）のそれぞれ
の症状について理解し、その支援のポイントを把握する。

第4回

アレルギー性疾患（喘息、アトピー）、その他の疾患
アレルギー性疾患（喘息、アトピー）、その他の疾患ののそれぞ
れの症状について理解し、その支援のポイントを把握する。

第5回

病弱児理解の視点①「入院治療中の子どもと家族の理解」

事前学習の内容・視点について意見交換を行った上で，小児慢性
疾患のため医療を要する子どもの生活を記録した動画等を用い
て，慢性疾患とつきあいながら自分らしく生きるとはどういうこ
とか，それを可能にする情況はどのように構成されるか，子ども
を支える家族に必要なことはなにかを整理し，支援者に求められ
る課題を検討していく。
第6回

病弱児理解の視点②「退院後、治療・定期検診を続けながら地
域で暮らす子どもと家族の理解」

慢性疾患の子どもの多くは通常学校で学んでいる。このように地
域で暮らす慢性疾患の子どもと家族が抱えがちな問題を整
理し，子どものニーズを踏まえて，どのような支援が求められる
かを検討する。
第7回

病弱児理解の視点③「緩和ケアにおける子どもと家族の理解」

生命を脅かす病気による問題に直面している子どもと家族を対
象とする緩和ケアの理念と方法を理解し，エンドオブライ
フ期の生活の質を高めるために学校と教師にできることを検討す
る。さらに，のこされた人びとへのケアの課題を検討し，クラス
メイトを亡くした子どもたちに対する教育支援についても検
討を加える。
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授業に沿った課題を提示して、そのポイン
トを理解する。

4時間

授業に沿った課題を提示して、そのポイン
トを理解する。

4時間

授業に沿った課題を提示して、そのポイン
トを理解する。

4時間

授業に沿った課題を提示して、そのポイン
トを理解する。

4時間

各回の学修を進めるための基本事項をまとめ
たノート（pdf）をダウンロードできるように
するので，各自，あらかじめ入手しておくこ
と。子どもと家族に寄り添いながら理
解を深めるために必要な視点として，①臨
床の知，②生物心理社会モデル，③病気と健
康について解説したパワーポイント動
画をYouTube上に示す。あらかじめ視聴し
て，ノートを完成させておく。さらに，テキ
ストの該当箇所を読んで，小児慢性疾患のた
めに医療を要する子どものからだ，ここ
ろ，社会生活について，視野を広げること。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②細谷亮太「二百人の子どもたちと
のサヨナラ」（86から123ページ）を読ん
で，生命を脅かす病気の子ども達とむきあう
ために必要なことを400字程度でまとめてお
く。（第3回授業で使用する）

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理する。②細
谷亮太「二百人の子どもたちとのサヨナラ」
（86から123ページ）を読んで，生命を脅か
す病気の子ども達とむきあうために必要なこ
とを400字程度でまとめ，本授業で使用す
る（終了時提出）。

4時間

7571
第8回

病弱児理解の視点④「支援者と子どもの対話」

入院中の子どもの支援において，院内学級等及び前籍校は「患
児」ではなく，本来の子どもであることができる場となりう
る。その役割を実質的なものとできるかどうかは，子どもと教
師の対話の質に依存するため，時々の教師の行動選
択の在り方が問われる。ここでは，支援者と子どもの対
話の質は，どのように高められていくのか，ときどきの教師の判
断について事例的研究の結果や動画などを通して検討していく。
第9回

病弱児の心理と行動①「自分の病気と治療の方針等を理
解し、治療に参加する」

第5回からは第2部として「病弱児の心理と行動」をテーマとし
て，トータルケアの主体は子どもであるという理念は，どのよう
にして達成されるのかを検討していく。第5回は，トータルケ
アの理念を整理したあと，インフォームド・コンセント，イン
フォームドアセント，セルフケアをめぐる諸課題について検討す
る。
第10回

病弱児の心理と行動②「病気と治療に伴うネガティブな感
情（不全感，喪失感，悲嘆，緊張感，不安，恐怖な
ど）と向き合う」

病気と治療に伴うネガティブな感情は，症状や治療の副作
用と共に，子どもの心身に大きな負荷をかけるものである。子ど
もはこのようなネガティブな感情にどのように対処していけるの
だろうか，アセスメントと支援の在り方を検討していく。病
気や障害の受容，ストレスマネジメントの概念を軸に検討してい
きたい。
第11回

病弱児の心理と行動③「遊ぶ，学ぶ，つながる」

医療に伴う強いストレス状態を緩和し，発達を促進するという目
的をもった心理社会的支援をセラピューティックアプローチとい
う。ここでは，世界的に広がりつつあるセラピューティックアプ
ローチと専門職について学んだ上で，病院における「治癒的
遊び活動」の考え方と方法について学びを深める。院内学級の学
習活動も，子どもに取っては「治癒的遊び活動」と同じ効果をも
つことに気づきを得ることができれば幸いである。
第12回

病弱児の心理と行動④「心の準備をする」

これから出会うことになる強いストレス状態を前に，訓練され
た専門職によって行われる，子どもの心の準備と事後の心の整
理を促進する一連の介入技法をプレパレーションと呼ぶ。ここで
はプレパレーションの考え方と方法について学びを深める。医
療におけるプレパレーションを，検査や処置に限るのではな
く，広く捉えると，教師が行う支援の中にもプレパレーションと
しての質を有するものが含まれうることに気づきを得ることがで
きれば幸いである。
第13回

病弱児の心理と行動⑤「地域の学校生活における困りごとに対
処する」
地域の学校生活における困りごとは多様であり，困りごとへの対
処の仕方も多様である。子ども達はクラスメイトとの関係におい
て自分なりの居場所を確保しながら，学校生活を送っている。自
分の病気について友達（場合によってクラスメイト）の理解をど
のように得るのか，健康管理をしながら学校生活をどのよう
に送るのか，など，大人の手を離れて，試行錯誤を伴いなが
ら，友人関係を変化させつつ価値意識を形成していく。ここで
は交友関係に焦点をあてて，自己形成の長い過程の中で教師や医
療者としてできることはなにかを，事例を交えて検討していきた
い。

第14回

病弱児の心理と行動⑥「社会的自立と進路選択」

社会的自立のために必要なことを小児慢性疾患患者（経験者）は
どのように理解しているのか，小児慢性疾患患者（経験者）が進
路選択において直面しがちな課題は何かについて調査結果など
を踏まえて検討する。その上で，小児慢性疾患患者（経験
者）のキャリアサポートの課題を検討していきたい。
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①テキスト及びノートの該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②資料を提示するので，内
容を読み，必要な検討を行っておくこと。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②1週間をかけてケアの疑似体
験を行い，レポートにまとめて参加する。レ
ポート課題は第4回の授業の終わりに提示す
る。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②1週間の自分自身を観察して，自
分のストレス対処方略について分析してみ
る。分析結果は共有しないが，そこで得られ
た気づきをレポートする。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②模擬事例を提供するので，どのよ
うな活動が求められるかをレポートするこ
と。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②「私の心の準備」について自己分
析を行う。具体的な方法は別途指示する。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②模擬事例を提供するので，復学支
援計画を立案してレポートする。

4時間

①テキスト及びノート等の該当ペー
ジに目を通しておき，視点を整理した上で参
加する。②模擬事例を提供するので，キャリ
アサポート計画を立案してレポートする。

4時間

7572

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

知的障害教育論
鈴木克彦
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

知的障害児を対象とした特別支援学校に教諭として勤務。その後、教育委員会にて知的障害を含む特別支援教
育行政に従事。その後、知的障害児を対象とした特別支援学校長を務めた。（全14回）

授業概要
知的障害について知覚、学習、言語、数概念、記憶、運動などの点から理解し、知的障害児の教育に関する学校の取り組み、指導法、授業のあ
り方について学びます。併せて、障害者の権利に関する条約、合理的配慮、就学制度、進路指導等に関する基礎的な事項について学修しま
す。さらに、余暇活動や生涯学習についても取り上げ、グループ別の調査や協議を経てインクルーシブ教育の学習活動についてのプレゼンテー
ションを通して主体的・多面的に考えることができるようになることをめざします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

知的障害に関する基礎知識

知的障害児の心理機能と行動上の特徴を正し
く理解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

知的障害児の教育に関する基礎知識

調査や協議、プレゼンテーションなど
で得た知識をもとに知的障害児の教育に関す
る留意点を理解することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

計画的に学習を進め、プレゼンテーショ
ンに向けて発表する内容や方法を立案するこ
とができる。

2 ．DP8.意思疎通

グループ内で他者の意見をよく聞き、自
己の考えを適切に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
30％
授業内課題を含むレポート
50％
プレゼンテーション
20％

： 知的障害の理解、知的障害児の教育に関する基礎知識や留意点を修得できているかどうかを判断し
ます。
： 学修をふり返り、知的障害に関する基礎知識や知的障害児の教育に関する留意点を記すことができ
ているかどうかを判断します。
： グループ別の調査や協議を経たプレゼンテーションについて①知的障害を正しく理解している
か②インクルーシブ教育の活動になっているか③全体と個への配慮があるか④オリジナリティがあ
るか、の点から評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『特別支援学校学習指導要領解説
ては開講時に紹介する。

総則編』『特別支援学校学習指導要領解説

各教科等編』（文部科学省、2017年）その他の参考文献につい

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間以上の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧にかつ多面的に復習するとともに次回の授業に向けて予習すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業時に提示します。

場所：

初回の授業時に提示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

知的障害の理解とアセスメント
知的障害の状態、原因と分類等について学術的に理解するととも
に障害のとらえ方の変遷、障害の社会モデル等の観点から社会に
おける知的障害の理解・受け止めについて知る。併せて、心理検
査を含むアセスメントについて学ぶ。

第2回

知的障害児の心理機能と発達支援
知覚、学習、言語、コミュニケーション、パーソナリティの形
成の観点から知的障害児の心理機能について知り、特性に応じ
た支援方法について学ぶ。

第3回

知的障害児の運動と健康、てんかん
知的障害児の身体的な発達、運動機能の向上、健康の維持・増
進に関する基本的な理論について知る。さらに、運動面の発
達が言語・コミュニケーション、学習能力の向上にどのように関
連しているか、併せて、知的障害児にみられることが多いてんか
んに関する基礎的な事項について学ぶ。

第4回

障害者の権利に関する条約、合理的配慮
障害者の権利に関する条約の内容や意義、条約批准に関連する法
整備、条約に規定される基礎的環境整備と合理的配慮の考え方に
ついて学び、障害者の権利擁護とそれに関する現状の課題につい
て知る。

第5回

就学に関する制度、特別支援学校の教育
障害者の権利に関する条約の批准に伴う就学制度の変更、インク
ルーシブ教育における連続する多様な学びの場としての知的障害
児を対象とした特別支援学校の教育の実際について知る。学
修を通して特別支援教育とインクルーシブ教育、小学校・中学
校の教育と特別支援学校の教育との比較に関する基本的な理論に
ついて知る。

第6回

個別の教育支援計画、個別の指導計画、自立活動
就学や在学中の関係機関との連携および卒業後の生活と生涯にわ
たって支援ツールとなる個別の教育支援計画とそれに基づく個
別の指導計画それぞれの内容や作成および活用方法につい
て学ぶ。学修をもとに特別支援学校の教育課程の特色でもある自
立活動に関する個別の指導計画を作成してみて理解を深める。

第7回

各教科等を合わせた指導、進路指導
特別支援学校や特別支援学級で行われる各教科等を合わせた指
導としての日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学
習の意義や内容、取り扱いについて学ぶ。また、特別支援学
校の進路指導に関し、企業等で働く卒業生の様子から在学中の教
育の課題、アフターケア、学校と進路先や関係機関・地域との連
携・協力のあり方について学ぶ。

第8回

キャリア教育、アクティブ・ラーニングの推進
知的障害児を対象とする特別支援学校で行われるキャリア教育お
よびアクティブ・ラーニングを位置づけた授業の実際につい
て知る。学修を通じ、現行の学習指導要領で求められる幼児児童
生徒の姿や教育観について理解する。

第9回

個別の指導計画、学習指導案
特別支援学校で使用されることの多い学習指導案の形式・内容
等、個別の指導計画にある目標や指導内容を授業で扱うために学
習指導案に表す方法について学ぶ。学修を通じて知的障害教
育の核となる「身近な生活と結びつけて具体的に学ぶ」「児童生
徒一人ひとりに配慮する」ことの大切さについて考える。

第10回

学習指導案を作る
前時の学修の成果を生かし、これまでに作成した個別の指導計
画をもとに学習指導案を作成する。個別に作成した後、グループ
ワークで互いの指導案について意見交換し、さらによいものにす
る。

第11回

特別支援学校の実践に学ぶ
知的障害児を対象とする特別支援学校の特色ある教育活
動、特に交流及び共同学習、ICTの活用、子ども主体の授
業、開かれた教育課程の実際について知る。学修を通じ、共生社
会の形成をめざすインクルーシブ教育としての知的障害教育のあ
り方について考える。
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ワークシート作成：知的障害の状態、原
因と分類、障害の社会モデル、アセスメン
トの分類と特徴

4時間

ワークシート作成：知的障害児の心理機
能を踏まえた支援方法

4時間

ワークシート作成：知的障害児の身体・運動
面の傾向、運動機能の発達と健康、てんかん
についての理解

4時間

ワークシート作成：障害者の権利に関する条
約、基礎的環境整備、合理的配慮、意思決定
支援

4時間

ワークシート作成：就学制度、特別支援学
校の教育、特別支援教育・インクルーシブ教
育

4時間

ワークシート作成：個別の教育支援計画、個
別の指導計画、自立活動

4時間

ワークシート作成：各教科等を合わせた指
導、進路指導

4時間

ワークシート作成：キャリア発達、小学部か
ら一貫したキャリア教育、アクティブ・ラー
ニングを位置づけた授業、学習指導要領

4時間

ワークシート作成：個別の指導計画、長期目
標・短期目標、学習指導案の形式・内
容・書き方

4時間

ワークシート作成：学習指導案の形式・内
容、授業の展開と指導上の留意点

4時間

ワークシート作成：交流及び共同学
習、ICTの活用、子ども主体の授業、開かれ
た教育課程.

4時間
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第12回

プレゼンテーションにむけた調査と準備

これまでの学修の成果を生かし、グループごとに「交流及び共同
学習」の授業案をプレゼンテーションする。立案では①知的障害
児の特性をふまえどこにどのような工夫をするか②どのようにす
れば知的障害児と周囲の児童生徒および参加者が自然に違い
を認め合いながら活動できるか③その活動がより多く
の人に受け入れられ、より広く認知されるようにするにはどうし
たらよいか、の3点を必ず明示し、できるだけ楽しく笑顔の見ら
れる企画にすることをルールとする。本時では、種々の調査をも
とに企画案を立てプレゼンテーションにむけて準備を行う。
第13回

プレゼンテーションと評価
各グループのプレゼンテーションを互いに評価したものをもと
に全体で協議し知識や考え方を深める。学修を通じ、インクルー
シブ教育につながる「交流及び共同学習」の授業に必要なものに
ついて考え理解を深める。

第14回

プレゼンテーションと評価を通じた学修のまとめ
各グループのプレゼンテーションを互いに評価したものをもと
に全体で協議し知識や考え方を深める。学修を通じ、知的障害教
育の充実を図る立場からインクルーシブ教育や共生社会の形
成を推進するうえで必要なものについて考え、自分なりの意
見を発表する。
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グループごとのワークシート：知的障害
児の特性、互いの違いをわかりなが
ら認め合える視点、イベントが社
会に広く受け入れられるポイント グルー
プごとのチェックシート：プレゼンテーショ
ンにむけた準備

4時間

グループごとの評価シート：他のグルー
プのプレゼンテーションから学んだこと

4時間

ワークシート：わたしの知的障害教育論

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

肢体不自由教育論
樋口和彦
3年

開講時期

後期集中

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

小学校・特別支援学校で教諭として勤務。公認心理師・学校心理士スーパーバイザー・臨床発達心理士スー
パーバイザーとして、教諭・保育士へのコンサルテーションを継続。

授業概要
肢体不自由教育に必要な基礎的知識・技能について、講義に加え、グループによるディスカッションや演習形式を取り入れた学習を通じて理
解を深めていきます。
ケースカンファレンスでは、特別支援学校での実際の指導場面の動画を視聴したうえで議論を行います。
具体的事例で、グループで個別の指導計画の作成を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

肢体不自由児についての基礎知識（心理/病
理/教育）を学び、具体的な教育・支援方
法を検討する。

肢体不自由児の実態を評価し、個々に合わせ
た具体的な教育・支援方法を知る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的知識と子どもの見方を学び、具体
的な支援方法と授業の組み立て方を身につけ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
最終試験だけでなく、授業中のアクティブラーニング（議論）場面での活動を積極的に評価します。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

最終試験
65％
グループでの議論

： 肢体不自由児の教育に必要な基礎知識を身につけている。
子どもの見方、評価の仕方を身につけている。
実態に合わせた支援、教育方法を考えられる。
： 意見交換・話し合いの運営・結果の記録・発表の様子を評価。

35％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

樋口和彦

・

出版社

重度・重複障害児の学習とは？

・ ジアース教育新社

参考文献等
参考書・参考資料等
『特別支援学校学習指導要領（小学部・中学部）』（文部科学省、2018年）
『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』（文部科学省、2018年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
各回の学習状況によっては、授業の順番や内容を一部変更することがある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業前後

場所：

授業教室
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備考・注意事項： Eメールにて対応。
メールアドレス：khiguchi@shudo-u.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

肢体不自由教育の基礎知識
肢体不自由者に対する教育を行う際に身につけなければならな
い内容を概観する。
次の内容について触れる。
①肢体不自由の原因、②・肢体不自由の子どもの病気に関連す
る問題、③肢体不自由の子どもの心理特性、④健常児の心理や運
動能力の発達、⑤肢体不自由の子どもを教育していくうえで必
要な知識、⑥・専門の医師及びその他の専門家との連携、⑦医療
的ケア・体調の管理と使われる機器、⑧学習指導要領、⑨実
際の指導

振り返りシートの記入

4時間

第2回

肢体不自由教育の歴史
肢体不自由教育聡明期に尽力した、医師、教師等の努力につい
て学ぶ。
社会から隔絶された手足の不自由な児童に教育，整形外科的治
療とリハビリテーション（医学的治療），職業教育が施されると
いう枠組みが形成され、学校制度が形成された経緯を理解す。

振り返りシートの記入

4時間

第3回

肢体不自由の実態（心理特性・認知）
脳性まひを主とする肢体不自由児の心理特性を理解し、支援方
法について学ぶ。
例：運動野に問題を有する脳性まひ時の処理では、同時処理が苦
手で、継時処理が得意である。その特性に合わせて、指導や支援
内容を検討する必要がある。これらの知識を教授後、具体的支援
方法を検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第4回

肢体不自由の実態（運動の問題・身体の変形・学習時のポジ
ショニング）
肢体不自由児が有する運動の問題（原始反射の段階に留ま
る）、身体の変形・拘縮等の知識について講義の後、運動の問
題を抑制するための方法を検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第5回

肢体不自由の実態（視覚の特性と環境の調整）
肢体不自由特別支援学校に在籍する重度・重複障害児のう
ち、50％程度が視覚の問題を有している。よって、視覚の特
性に合わせた支援、環境設定、学習活動を検討する必要があ
る。そこで、本授業では、視覚の問題の原因、視覚の特性、それ
に合わせた支援について検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第6回

肢体不自由教育の実際1（自立活動）
特別支援教育では、各教科・道徳・特別活動等の他に、自立活
動という領域がある。本時間は、自立活動の6区分27項目をおさ
えた後、各項目の内容の考え方、基盤となる知識について講義す
る。その後、自立活動の授業の構成について議論する。

振り返りシートの記入

4時間

第7回

肢体不自由教育の実際2（身体の動き）
肢体不自由児の運動の問題をおさえた後、学習指導要領自立活
動、身体の動きの区分項目に合わせた学習活動を検討する。反
射から反応、意図的な動きに至る上での指導の基本と、具体
的な活動について検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第8回

肢体不自由教育の実際3（人間関係の形成）
重度・重複障害児を含む肢体不自由児の教育においても、人間関
係の発達は最重要事項である。共同注意の発達を理解した後、重
度の知的障害と運動障害を合わせ有する幼児児童生徒の関係
性の育て方について検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第9回

肢体不自由教育の実際4（コミュニケーション）
コミュニケーション発達は、ピアジェに代表される発達段
階に基づいてとらえようとする傾向にある。しかし、ことばを記
憶させた後、それを実際の場面で使用させて定
着を図る考え方は、子どもの発達と乖離している。本授業で
は、ヴィゴツキ―理論を基に、社会的対話が自己内対話に移
行し、内言が利用されるようになる過程をまずおさえる。そ
の後、この移行過程を促進するかかわりについて議論する。

振り返りシートの記入

4時間

第10回

肢体不自由教育の実際5（各教科・領域教科を合わせた指導）
肢体不自由特別支援学校では、領域教科を合わせて、生活単元学
習や作業学習が頻繁に行われている。領域教科を合わせた指
導を行う際の各教科、自立活動等のとらえ方について知識を得る
とともに、、実際の指導内容を検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第11回

肢体不自由教育の実際6（重度・重複障害児の理解と支援）
重度・重複障害児は、表出が微細で重度の運動障害、重度の知的
障害を合わせ有している。そのため、特別支援学校で、適切な学
習活動が準備できていない場合も多い。そこで、重度の知的障
害の観察の仕方、かかわり方、学習の準備の仕方について議
論、検討する。

振り返りシートの記入

4時間

第12回

学習指導要領の理解 個別の指導計画作成演習①（実態把
握～立案）
自立活動の学習は、個別の指導計画を立案した上で、個々の子ど
もの状態に合わせた活動を行うことが必須である。そこで、学習
指導要領解説「自立活動編」にある流れ図に添って、実態把
握、学習の立案を行う。

振り返りシートの記入

4時間

第13回

個別の指導計画作成演習②（共有・議論～見直し）
学習指導要領解説「自立活動編」にある流れ図に添って、実態把
握、学習の立案を行った後、具体的な授業の進め方、指導計
画の立案を行う。

振り返りシートの記入

4時間

第14回

肢体不自由教育における主体的で対話的な深い学びの実現

振り返りシートの記入。作成した授業計
画の再検討。

4時間
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7573
重度・重複障害児を含む肢体不自由児の教育においても、主体
的・対話的で深い学びは重要事項である。全時まで学んだ知
識を基に、重度・重複障害児の学習における主体的・対話
的で深い学びを得られる授業について検討し、授業計画を練る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

病弱教育論
丹羽登
4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特別支援学校・特別支援学級での病弱者への指導。文部科学省や大阪府教育員会で病弱教育に関する施策や学
習指導要領等の改訂等を担当し、都道府県教育委員会等の担当者への指導・助言を行ってきた。

授業概要
病弱及び身体虚弱の意味を知る。
全国の病弱の特別支援学校や病院内の学級、小・中学校内に設けられた病弱・身体虚弱特別支援学級の特徴を知る。
病院内や病院に併設された特別支援学級や病院内の学級等における指導形態を理解する
病院の医師や看護師等の医療スタッフとの連携協力の仕方を知る。
子どもに多い慢性の身体疾患や精神疾患の特徴を理解する。
病弱児（身体虚弱児を含む）の実態や障害特性などについて理解する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

疾患の状況に応じた配慮や支援を知る。

①病弱の特別支援学校の子どもの実態と本
校・分校・分教室・訪問教育という多様な指
導形態について理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

病弱の子どもの実態に応じた指導方法につい
て知る。

・病弱の特別支援学校の教育課程の編成方
法や病気療養中の子どもが、必要に応じて学
習指導要領上の特例を活用できることについ
て理解する。
・病院内の特別支援学級の子どもの実態と指
導法を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

病気療養中の子どもの教育における課
題を見つけ、それに対する対応を具体
的に考え、実践できるようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
講義への出席を基本にして講義を展開するので、心身の不調のため講義に出席することが難しい場合は、講義開始までに連絡すること。課
題の提出については、締め切り日や提出の様式等について厳守すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義への参加態度

： 出席状況や講義への参加状況、グループでの当時状況等により評価する
20％

課題小レポート
30％
定期試験

： 定期的に課題レポートを課すので、ネット等で必要な情報を入手した上で、自分の意見が整理出
来ているかどうかにより評価する
： 科目の修得状況を試験により評価する

50％

使用教科書
指定する
著者
全国特別支援学校病弱教育校長会 ・

タイトル

出版社

病気の子どものための教育必携

・ ジアース教育新社

参考文献等
全国特別支援学校病弱校長会編著・病弱教育における各教科等の指導・ジアース教育新社・2015年
加藤忠明他著・小児慢性特定疾患支援マニュアル・東京書籍・2005年

履修上の注意・備考・メッセージ
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適宜、事前に調べる課題を出すので、講義開始までに調べて、整理しておくこと。
病気のため手厚い指導や支援が必要な子どもを対象とした講義なので、受講生の中で、病気等のため配慮が必要な場合は、事前に連絡しておい
てください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義の概要
病弱の特別支援学校や病弱教育などについて知る

第2回

障害者基本法等と学校教育法等における病気の子ども
障害者基本法や障害者総合支援法における難病等の取り扱い
と、学校教育法における病弱者との違いについて理解する

全国の病弱の特別支援学校の実態につい
て知る

4時間

障害者総合支援法における障害者について理
解する

4時間

第3回

病弱・身体虚弱の概念
病弱も身体虚弱も医療での用語ではない。小児医療の分野や児童
精神医療の分野、看護師などが使用する専門用語と、病弱や身体
虚弱の概念との誓いについて理解する。

病弱や身体虚弱の概念について知る

4時間

第4回

病弱・身体虚弱の子どもの学習する場
小・中学校等の通常の学級だけて無く、特別支援学級屋通級によ
る指導、特別支援学校など、病気療養中の子どもが学ぶ場が多
様であることを知る

連続した多様な学びの場について理解する

4時間

第5回

病弱の特別支援学校と病弱・身体虚弱特別支援学級の実態

都道府県別の病弱の特別支援学校の実態につ
いて調べる

4時間

地域の小・中学校の児童生徒の減
少に伴い、複式学級がふえているの、その複
式学級での指導法について調べる

4時間

心身症とうつ病等との違いについて調べてお
く

4時間

小児がんの子どもの、治療の経過について理
解しておく

4時間

病弱の特別支援学校の実態を写真や映像を活用したり、主な病
気などについて知る
第6回

病弱・身体虚弱の子どもに必要な指導法と配慮事項
小規模の病院内にある学級では、学年別の学級を編成すること
が出来ないため、複式学級となる。そのため複式学級での指導方
法が必要となるので、その際の指導法や配慮事項について知る。

第7回

病弱の子どもの実態に即した教育課程の編成
小児ガン等の慢性の身体疾患だけでなく、うつ病等の精神疾
患の子どもも増えているので、その様な、発達障害とうつ病
等を併せ有する子どもの実態に即した教育課程の編成について理
解する

第8回

医学の進歩と病気の子ども
医学の進歩により、治療方法が変わり、劇的に病気の子どもの実
態が変わりつつあるので、現在の子どもを取り巻く病気の子ども
の実態と課題について理解する。

第9回

病弱・身体虚弱教育の歴史と教育課程
明治時代以降の病弱・身体虚児への教育が、どのように変わって
きたのかを知る。

戦前の結核の子どもの状況を調べておく

4時間

第10回

慢性疾患の子どもの特性と指導法
自己肯定感が低くなりやすくなると、病気に立ち向かう力（レジ
リエンス）も低下しがちであるため、レジリエンスを高め
る様な指導方法について知る

自己肯定感について調べる

4時間

第11回

心身症やうつ病等の精神疾患の子どもの特性と指導法
摂食障害や起立性調節障害などの心身症と、うつ病や双極性障
害との違いについて知る。

DISORDERとILLNESSの違いを調べる

4時間

第12回

多様な指導形態(本校・分校・分教室・訪問教育・病院内の特別
支援学級の実態
病弱の子どもが学ぶ場の多様性について知る

連続した多様な学びの場の意味を調べる

4時間

第13回

入院前の学校（前籍校）への円滑な転校

学校教育法施行令による転校の手続きを調べ
る

4時間

転校の手続きについて知る
第14回

病弱教育の課題と展望
難病等の支援や慰留的ケア等の課題について知る

医療的ケアとは何かを調べる

4時間

第15回

まとめ
小児慢性特定疾病と病気の診断が出ないが不調な状態が続く子ど
もの教育について理解する

小児慢性特定疾病について調べる

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

障害共生支援論
瀧本一夫
4年
講義

開講時期
演習

前期

単位数

2

発表

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

特別支援学校勤務時、指導教諭として地域の小・中学校に「みんな違って、みんないい」をテーマとした出前
授業を実施していた。特別支援学校勤務３５年 大阪府教育委員会指導主事勤務１年

授業概要
障害の有無にかかわらず、幼児児童生徒が相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会の構
築を目指すこと、すなわち共生社会を目指すことは最も積極的に取り組むべき重要な課題である。本授業では、その形成に向けてインクルーシ
ブ教育を中心として、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の自立と社会参加を見据え、主とし
て小中学校においてどのような取り組みができるかをデスカッション、演習、発表を通して考えていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

確かな障害観を基に障害者理解教育を実践す
ることができる

障害者理解を推進することができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

障害者理解教育について歴史や現状など多
様な観点から関心を深め実践に向けて計
画・立案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の小テスト(対面時)・小レポー
： 毎回、講義の復習テスト(対面授業の場合)、まとめや感想(遠隔授業の場合)を求める。
ト(遠隔時)
42％
授業参加度・発表内容

： グループ協議への参加度、プレゼンテーションの質などを総合的に判断する。
28％

期末レポート
30％

： 講義内で学んだ知識が正確に述べられているか、自らの問題として捉えられているか、主張が論理
的かを重視する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
〇特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告１「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
進」(文部科学省 平成24年)
〇障害者の生涯学習活動に関する実態調査(文部科学省 平成29年度)
〇学校卒業後の障害者が学習活動に参加する際の阻害要因・促進要因等に関する調査研究(文部科学省 平成30年度)
〇社会教育施設において障害者が学習活動に参加する際に行う合理的配慮に関する調査(文部科学省 令和元年度)
〇大学等が開講する主に知的障害者を対象とした生涯学習プログラムに関する調査(令和2年度)
〇共生社会を目指した障害者理解の推進(特別支援教育研究協力校)中間報告(文部科学省 平成19年度)
〇障がい児共生論(曽根信一、杉本節子 明石書店 2015)
〇えほん障害者権利条約(ふじいかつのり、里圭 汐文社 2015)

履修上の注意・備考・メッセージ

627

特別支援教育の推

7575
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室

決まり次第連絡します

中央館5階119号室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

障害の概念～国際的な障害概念の動向を中心に～

「障害とは何か」について、歴史的に障害概念をなぞっていくこ
とで、障害についての科学的な概念について考える。
第2回

障害者問題と障害者のニーズ

学習や労働において、障害のある人がどこに困難を感じている
か、またどのようなニーズがあるかについ知り、その支援につい
て考える。
第3回

障害者権利条約、障害者基本法について

各法令等を学ぶことを通して、多様な観点から共生社会へ向けて
の特別支援教育の役割を理解する。
第4回

インクルーシブ教育構築のための多様な学び場

インクルーシブな教育課程及び教育指導の理念と枠組みを理
解し、多様な学び場と教育課程の役割・編成について考える。
第5回

交流及び共同学習

障害の有無にかかわらず、互いの違いを理解し合うことを大き
な目的とした「交流及び共同学習」について、その実践事
例を通して「交流及び共同学習」の課題やさらなる充実のため
のポイントについて考える。
第6回

合理的配慮と基礎的環境整備

学校における合理的配慮及び基礎的環境整備について学び、障
害のある子どもが障害のない子どもと平等に「教育を受ける権
利」を享有・行使するために必要な支援について考える。
第７回

ICT等を活用した授業づくり

ICTを活用した授業実践について学び、教科指導の効果を高めた
り、障害による学習上又は生活上の困難さを改善克服するため
の支援について考える。
第8回

演習
て

授業を作ろう①「みんな違って、みんないい」をめざし

学びの多様性・個別性の重要性を理解し、学校現場において、障
害の有無にかかわらず、「ともに学び、ともに育つ」を目的とし
た指導・支援法について検討する。
第9回

演習
て

授業を作ろう②「みんな違って、みんないい」をめざし

学びの多様性・個別性の重要性を理解し、学校現場において、障
害の有無にかかわらず、「ともに学び、ともに育つ」を目的とし
た指導・支援法について立案する。
第10回

演習
て

授業を作ろう③「みんな違って、みんないい」をめざし

学びの多様性・個別性の重要性を理解し、学校現場において、障
害の有無にかかわらず、「ともに学び、ともに育つ」を目的とし
た指導・支援法について指導案として具体化する。
第11回

授業を発表しよう①
作成した授業を発表し協議することで指導案を改善する。

第12回

授業を発表しよう②
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シラバスを事前に確認し、授業全体の流れ
を把握しておく。国際生活機能分
類のICIDHとICFについて要点を整理してお
く。配布資料やノートを見直し、障害の概
念の動向について説明できるようになってお
くこと。

4時間

神経発達症(発達障害)の特性について復習し
ておく。配布資料やノートを見直し、障害者
問題について説明できるようになっておくこ
と。

4時間

障害者権利条約におけるインクルーシブ教
育システムに関する条文を読んでおくこ
と。配布資料やノートを見直し、少なくと
も障害者総合支援法と障害者差別解消法につ
いてその要点を説明できるようになっておく
こと。

4時間

いわゆる通常の学級、特別支援学級、通級教
室、特別支援学校についてそれぞれの特
徴を調べておくこと。配布資料やノートを見
直し、それぞれの学びの場について説明でき
るようになっておくこと。

4時間

交流及び共同学習ガイド(文部科学
省2019)を読んでおくこと。配布資料やノー
トを見直し、交流及び共同学習における配慮
事項について説明できるようになっておくこ
と。

4時間

インターネット等で調べて合理的配慮の概
念についてまとめておくこと。配布資
料やノートを見直し、合理的配慮と基礎的環
境整備について説明できるようになっておく
こと。

4時間

東京大学「魔法のプロジェクト」の成果報告
書をいくつか閲覧しておくこと。配布資
料やノートを見直し、ICT等を活用した授
業のメリットについて説明できるようになっ
ておくこと。

4時間

これまでに学んだことをもう一度見直してお
くこと。自分の授業の構想について、「共
生」という視点から見直しておくこと。

4時間

自分の授業構想を読み直しておくこと。立
案した授業について「共生」という視点か
ら見直しておくこと。

4時間

自分の立案した授業を見直しておくこと。指
導案として「時間配分」「支援の手
立て」等について適切かどうかを確認するこ
と。

4時間

自分の指導案について読みこんでおくこ
と。他者の意見・感想を取り入れて、指導
案を改善すること。

4時間

自分の指導案について読みこんでおくこ
と。他者の意見・感想を取り入れて、指導
案を改善すること。

4時間

7575
作成した授業を発表し協議することで指導案を改善する。
第13回

授業を発表しよう③
作成した授業を発表し協議することで指導案を改善する。

第14回

共生社会実現を目指した教育の充実

障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが、自分の持て
る力を発揮し、互いの違いを認め合い、就学施設や地域社会
中で共に生きていく、そのために必要な支援や今後の課題につい
て整理する。

629

自分の指導案について読みこんでおくこ
と。他者の意見・感想を取り入れて、指導
案を改善すること。

4時間

今までの配布資料や授業を振りかえって、問
題意識や疑問点を明らかにしておくこ
と。14回の授業を通して何を学んだかについ
て整理しておくこと。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

障害者の生理病理と指導の方法
永井利三郎・鈴木克彦・岡田優・瀧本一夫
4年

開講時期

後期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

（永井）子供発達診療を専門とする小児医療経験を有する医師（岡田）耳鼻咽喉科および精神科専門医。重複
障害児診療の経験を有する（瀧本）支援学校教諭・指導教諭、大阪府教育委員会指導主事（鈴木）支援学校教
諭・教頭・校長、大阪市教育委員会指導主事

授業概要
本科目は、特別支援学校教諭一種免許状（知的障害・肢体不自由・病弱）の取得をめざすうえで「免許状に定められることとなる特別支援教育
領域以外の領域に関する科目」に位置づけられており、重複障害児、情緒障害児、言語障害児、発達障害児の病態理解のために必要な基本的知
識について講術するとともに指導法について概説する。具体的には、視覚器の解剖・生理、視機能の評価法、視覚障害の原因疾患、聴覚器
官の解剖・生理、聴力検査法、聴力障害の原因疾患について講術する。これらの学修により視覚障害、聴覚障害の医学的な基本事項、重複障害
児、情緒障害児、言語障害児、発達障害児の生理病理について理解を深めることを目的とする。さらに、これまでの学修や教育実習、インター
ンシップでの経験をもとにそれぞれの障がいの理解と児童生徒に応じた指導方法について主体的に学ぶことを通して実践力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

各障がいに関する基礎知識

講義や調査により各障がいの特徴や生理病
理、指導上の配慮点などを理解することがで
きる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

各障がいの理解と指導方法に関する基礎知識

講義や調査、協議を通して得た知識をもと
に、指導方法に関する留意点を理解し実
際の指導に臨むことができる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

学修した知識を生かし障がいの特性をふまえ
た指導について計画・立案することができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

調査や協議に主体的に取り組むなど実
践に生かせる態度を身につけることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

第２回授業後の小レポート
20％
第４回授業後の小レポート
20％
第５回授業後の小レポート
20％
第６回授業後の小レポート

： 視覚障害と聴覚障害の理解と生理病理、検査・評価方法、原因疾患と指導方法について適切に理
解できているかを問う。
： 重複障害と情緒障害の理解と生理病理、定義・種類と指導方法について適切に理解できているか
を問う。
： 言語障害、発達障害に関する神経心理学からの理解と指導方法について適切に理解できているか
を問う。
： 言語障害の理解と生理病理、定義・種類と指導方法について適切に理解できているかを問う。

20％
期末レポート
20％

： それぞれの障がいの特徴や生理病理と指導方法、指導上の留意点について適切に理解したうえで現
状の把握や課題解決にむけた意見主張ができているかを問う。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
『特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領』（海文堂出版）
『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編（幼稚部・小学部・中学部）』（開隆堂出版）
『特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）』（開隆堂出版）
『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』（開隆堂出版）

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は１単位の科目であるため、平均すると毎回２時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員によって異なる。

場所：

各教員によって異なる。

備考・注意事項： 初回授業時に提示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

視覚器の解剖・生理、視機能の評価法、原因疾患（指導
法を含む）（永井）
視覚器や神経系の構造を把握し、視機能の評価法や視覚障害の原
因となる各疾患の基礎について指導法を含めて理解する。

授業で使用した資料をもとに視覚障害につい
て復習すること。

2時間

第2回

聴覚器官の解剖・生理、聴力検査と診断法、原因疾患（指導
法を含む）（永井）
聴覚器や神経系の構造を把握し、聴力検査と診断法や聴覚障
害の原因となる各疾患の基礎について指導法を含めて理解する。

講義中に指定した内容についてレポートを作
成し次回提出すること。

2時間

第3回

重複障害児の生理・病理と定義・種類（指導法を含む）（永
井）
重複障害児の生理・病理について障害の原因となる各疾患の基礎
的な内容をあわせて理解する。また、重複障害の定義・種
類と障がいの状態に応じた指導法について理解する。

授業で使用した資料をもとに重複障害につい
て復習すること。

2時間

第4回

情緒障害児の生理・病理と定義・種類（指導法を含む）（永
井）
情緒障害児の生理・病理について障害の原因となる疾患等の基礎
的な内容をあわせて理解する。また、情緒障害の定義・種
類と障がいの状態に応じた指導法について理解する。

講義中に指定した内容についてレポートを作
成し次回提出すること。

2時間

第5回

言語障害、発達障害と神経心理学（指導法を含む）（瀧本）

講義中に指定した内容についてレポートを作
成し次回提出すること。

2時間

言語障害とLD、ADHD、高機能自閉症等の発達障害の状態と神経心
理学の面からの理解について児童生徒の状態に応じた指導法とあ
わせて理解する。これまでの教育実習やインターンシップ等で
の経験をもとに実践を通した意見交換ができるようにする。
第6回

言語障害児の生理・病理と定義・種類（指導法を含む）（岡
田）
言語障害児の生理・病理について障害の原因となる疾患等の基礎
的な内容をあわせて理解する。また、言語障害の定義・種
類と障がいの状態に応じた指導法について理解する。これまで
の教育実習やインターンシップ等での経験をもとに実践を通し
た意見交換ができるようにする。

講義中に指定した内容についてレポートを作
成し次回提出すること。

2時間

第7回

LD・ ADHD・高機能自閉症等の定義とその特徴、心理と心理的評
価（指導法を含む）（鈴木）
LD、ADHD、高機能自閉症等の発達障害の定義とその特徴、心
理と心理的評価について児童生徒の状態に応じた指導法とあわせ
て理解する。これまでの教育実習やインターンシップ等での経
験をもとに実践を通した意見交換ができるようにする。

全７回の授業で使用した資料をもとに学修の
まとめをする。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

学校・施設ボランティア
寳學淳郎・服部敬一
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
服部敬一：小学校教諭（23年）小学校教頭（5年）教育委員会指導主事（2年）小学校校長（7）年（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本科目は、「学校体験活動」を履修した学生が、実習を通して身につけた知見をさらに展開・深化させるために設定した科目である。事前指
導として、学校およびその他教育育施設でのボランティア活動に必要な知識やマナーを確認した上で、実際に現場に出向きボランティア活
動に取り組む。活動期間中は、毎回活動日誌を記し、気づいた課題を整理する等の振り返りを行い、次回の活動の目標を明確にしていく。活動
終了後は事後リポートの作成及び報告会を実施し、ボランティア活動の総括を行う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

教育育現場でのフィールドワークを通じ、他
者としての児童生徒の尊厳を尊重し共感
的に接する。

自身の活動を省察し、教育観を深めることが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

観察力を身につけ、現状を的確に把握するこ
とができる。また、観察をもとにして課
題を発見できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

取り組みの状況
40％
成果発表内容
30％
期末レポート
30％

： 毎回の授業の受講態度（１０点）、課題に対する成果内容（１０点）、活動日誌の記入内容（２
０点）を目安に評価する。
： 体験活動が真摯に総括され今後の課題が明確になっている（３０点）、総括されてはいるが今
後の課題が不明確である（２０点）、総括が不十分で今後の課題も不明確である（１０点）を目
安に評価する。
： 自身の課題の明確化、課題の克服のための方法の把握、今後の学修に対する展望、の３つの基
準を全て満たしている（３０点）、２つ満たしている（２０点）、１つ満たしてる（１０点）を目
安に評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業で随時、紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
中等教育専攻の学生では、小学校教員免許取得または特別支援学校教員免許を目指す学生が選択することが望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

下記参照

場所：

下記参照
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備考・注意事項： 初回授業時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス―本授業の目標・内容・評価等について
本授業の目標・内容・評価等を確認するとともに、自らの学習課
題を整理する

授業で指示された課題に取り組む。

4時間

第2回

事前学習（１）学校・施設の概要を理解する

これまでの学びを基に、教育コミュニ
ティの趣旨を詳しく調べる。

4時間

これまでの学びを基に、特別支援教育及び子
育て支援について現状と課題を詳しく調べ
る。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

これから参入するフィールドの特性をよく理解する
第3回

事前学習（２）活動に必要な事柄を理解する
活動に当たって求められる知識や態度等をよく理解する

第4回

事前学習（３）学校・保育園などへの事前訪問
実習施設を訪問し、実習のルールを確認し、準備を行う

第5回

ボランティア活動（１）学校・施設の組織を理解する
学校・施設の組織的機能についてよく理解する

第6回

ボランティア活動（２）子どもへの全般的なかかわり方を理
解する
主に、児童・生徒への全般的なかかわり方を理解する

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

第7回

ボランティア活動（３）子どもへの適切なかかわり方を理解す
る
主に、児童・生徒への適切なかかわり方を理解する

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

第8回

ボランティア活動（４）子どもへの主体的なかかわり方を理
解する
主に、児童・生徒への適切なかかわり方を理解する

活動日誌の記述内容を基に、今後の課題を見
出す。

4時間

第9回

ボランティア活動（５）中間指導

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

これまでの活動を振り返り、今後の課題を明確にする
第10回

ボランティア活動（６）子どもにより適切にかかわる
主に、自分の役割を理解し児童・生徒により適切にかかわること
を目標に置いて活動する

第11回

ボランティア活動（７）学校・施設のスタッフと協働して活
動する
主に、学校・施設のスタッフと協働して取り組むことを目
標に置いて活動する

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

第12回

ボランティア活動（８）児童・生徒理解の様々な視点を得る

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、次回の課題を明確にする。

4時間

活動日誌の項目に沿って実地活動の省察を丁
寧に行い、今後の課題を明確にする。

4時間

これまでの活動内容を真摯に振り返り、今
後の課題を中心に総括する。

4時間

主に、より主体的にかかわり児童・生徒理解の様々な視点を得る
ことを目標に置いて活動する
第13回

ボランティア活動（９）今後の課題や展望を見出す
主に、今後の課題や展望を見出すことを目標に置いて活動する

第14回

事後学習：活動全体の振り返り
本授業での全活動で得られた成果をレポートにまとめ、成果発
表を通じて学生間の交流を図り、相乗的に各自の課題意識を高め
る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育実習事前事後（中等）
松本佑介・高橋昌由・寳學淳郎
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

高橋：高等学校外国語（英語）教諭、指導教諭、主幹教諭・首席（全14時間）

授業概要
教育実習に必要な基本的事項や教育実習参加についての参加要件（参加資格審査要件を満たしているかの確認）や事務手続き（実習参加カー
ド）、心構えなどについて講義し、教育実習に対する目的意識を明確にする。そして、教育実習が効果的に行われるようにする。
教育実習参加後は、教育実習の総まとめをし、実習日誌の整理、実習校への対応などを含め自己評価し、教育実習参加体験の交流や発表会など
を行い、実習体験の有効的な活用をはかる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

実際の中学校で今までの学修内容や教育の理
論を確認し、自らのものとする。

学校現場での実習を通して今までの授業内
容を実際に使用する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

研究授業やそれにつながる授業を指導教
員の指導の下に行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前講義への参加度
60％
実習記録の記述内容
40％

： 教育実習への参加について、事前事務手続きを確実に行うこと。また、教育実習参加の心構えをき
ちんと持ち、各教科学習や講義内容の再確認などを適切に行えるかをみる。授業中の課題への取
組みを含む。
： 本講義で指示された記述方法や教育実習参加校での指導、巡回担当指導教員の指示どおり教育実習
日誌が記述されているか。また、自分なりの課題や疑問を持って記述されているかどうかなど。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考書・参考資料等
柴田義松、木内剛編 『増補版教育実習ハンドブック』 学文社 2012年
その他、必要に応じて紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、実習時期もばらばらであるので通年を通じた断続的な講義内容となるが、毎回必ず参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み
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場所：

研究室

備考・注意事項： 初回授業時に周知する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（教育実習の意義・目的）
大学で学修した理論と教育実践とを結ぶ機会が教育実習であるこ
とを確認します。

教育実習に対する心構えを確かなものにする
ための考えを持つ。

1時間

第2回

教育実習参加資格について
実習参加時までの成績表を基に、実習参加の可否を判断します。

3年生までの成績を整理しておく。

1時間

第3回

学校というところ（１）（学校の1年、教員の事務など）

実習でお世話になる各学校の様子を事前調
査する。

1時間

実習する学校の概要をHPや教員の話からつかみます。
第4回

学校というところ（２）（学校の1日、教員の職務など）
「教職論」で学修したことを基に、学校での過ごし方を考えま
す。

教員の服務についてまとめる。

1時間

第5回

教育実習の内容（教育課程、学級経営、学習指導、生活指導な
ど）
生徒の教育をつかさどることを具体的に考えます。

教員の1日の生活がどのようであるかを調べる
こと。

1時間

第6回

学校現場の声を聴く（現職教員またはそれに代わる教員の講
話）
教育実習生を受け入れる立場の学校から、教育実習とは何か
を考えます。

講話に対する感想や学校現場がどんな気持ち
で実習生を受け入れているかを考える。

1時間

第7回

教育実習の依頼について（参加手続き、心構えなど）

教育実習参加時までの事務手続きや教育実習
参加への心構えを自分なりに整理しておく。

1時間

教育実習参加時までの事務手続きや教育実習
参加への心構えを自分なりに整理しておく。

1時間

指導案サンプルにもとずいて、何種類かの指
導案を作成する。

1時間

教育実習参加時までの詳細について様々な打ち合わせを行わなけ
ればならないことを知り、シミュレーションします。
第8回

教育実習参加体験談
講話（もしくはそれに替わる話）を聞き、実習参加への心構え
を強固なものにします。

第9回

指導案の書き方（教材研究、授業、発問、板書など）
指導が想定される教科について、指導案の作成を行います。

第10回

実習記録ノートの書き方（子どもの観察、研究授業、授業観
察）
実習日誌の書き方について、具体項目に沿って学修し、そのポイ
ントを学びます。

事前調査で判明している部分について、実習
日誌にあらかじめ記入する。

1時間

第11回

実習直前指導

実習指導担当教員と連絡を取り、教育実
習がスムーズに行われるようにしておく。

1時間

体験談（もしくはそれに替わ
る話）を基に、自分の今持っている力これか
ら補わねばならない力を整理する。

1時間

各実習指導教員から個別注意事項などの指導を受けます。
第12回

実習参加直前個別指導（実習参加体験の交流）
体験談（もしくはそれに替わる話）を聞き、実習参加に遺漏がな
いか確認します。

第13回

実習参加直後個別指導（実習参加レポートの作成）
実習日誌（記録）を整理し、実習について省察します。

実習日誌の整理

1時間

第14回

実習のまとめ、実習記録の整理と自己評価、実習の評価と総
括（報告会を含む）
実習日誌（記録）や参加レポートを基に、実習について整理、自
己評価を行います。実習参加を振り返り、報告を行います。

実習日誌の整理。自分自身の実
習を振り返る。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育実習Ⅰ（中等）
松本佑介・高橋昌由・寳學淳郎
3年

開講時期

前期

単位数

2

実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

高橋：高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首席（２年）
（全14回）

授業概要
昨年度の教育実習事前指導において学んだ、授業力をどのように発揮するのかという内容を振り返り、さらに直前に教育実習に行くにあたっ
て実践的な指導を行うことにより、教育実習の心得や教育実習において必要な準備を確認する。その上で、実習校における教育実習を行い、観
察・授業実践・生徒との対応・特別活動への参加などにより、教職課程で学んできた内容を実体験し、その中で教師に必要な態度、知識・技術
等の資質向上に努める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

教育実習を成功させるための能力の育成

教育実習を成功させる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

適切な授業計画を設定できること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

教育実習先からの評価

： 教育実習に対して、適切な準備と実践ができたか。
90％

期末レポート

： 教育実習でどのようなことを学んだか。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等は講義中に適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められる。実習に参加するだけでなく、日々の準備や振り返り、事前・事後学修に
も十分に力を入れること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

火曜日昼休み

場所：

研究室

備考・注意事項： オフィスアワー以外でも質問等があれば随時応じます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育実習の目標･心得･マナー等の指導
教育実習に行く際の心得を学びます。

教育実習に行くために必要な内容を考えてお
く。

4時間

第2回

教師の服務･板書･指導案の作成
教師の服務規定を学びます。

教員の服務規定について考えておく。

4時間

第3回

模擬授業
受講生の模擬授業から学びます。

授業を準備する。

4時間

第4回

模擬授業
受講生の模擬授業から学びます。

授業を準備する。

4時間

第5回

実習校における教育内容･人間関係･日誌の書き方、留意事項な
ど
実習に向けて必要な作業を学びます。

実習日誌をよく読んでおく。

4時間

第6回

実習校における教育実習①

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

教育実習で学んでもらいます。
第7回

実習校における教育実習

②

教育実習で学びます。
第8回

実習校における教育実習③
教育実習で学びます。

第9回

実習校における教育実習④
教育実習で学びます。

第10回

実習校における教育実習⑤
教育実習で学びます。

第11回

実習校における教育実習⑥
教育実習で学びます。

第12回

教育実習体験発表
教育実習を通じて何を学んだかを発表します。

実習で学んだ内容を整理しておく。

4時間

第13回

実習日誌の評価
実習日誌を評価します。

実習で学んだ内容を整理しておく。

4時間

第14回

まとめ
教育実習を通して、自分の教師力がどのように身についたかを考
察する。

学習成果を整理しておく

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

教育実習Ⅱ（中等）
松本佑介・高橋昌由・寳學淳郎
3年

開講時期

前期

単位数

2

実習

該当する
高橋：高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首席（２年）

実務経験の概要

授業概要
昨年度の教育実習事前指導において学んだ、授業力をどのように発揮するのかという内容を振り返り、さらに直前に教育実習に行くにあたっ
て実践的な指導を行うことにより、教育実習の心得や教育実習において必要な準備を確認する。その上で、実習校における教育実習を行い、観
察・授業実践・生徒との対応・特別活動への参加などにより、教職課程で学んできた内容を実体験し、その中で教師に必要な態度、知識・技術
等の資質向上に努める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

教育実習を成功させるための能力の育成

教育実習を成功させる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

適切な授業計画を設定できること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

教育実習先からの評価

： 教育実習に対して、適切な準備と実践ができたか。
90％

期末レポート

： 教育実習でどのようなことを学んだか。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献等は講義中に適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められる。実習に参加するだけでなく、日々の準備や振り返り、事前・事後学修に
も十分に力を入れること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

火曜日昼休み

場所：

研究室

備考・注意事項： オフィスアワー以外でも質問等があれば随時応じます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育実習の目標･心得･マナー等の指導
教育実習に行く際の心得を学びます。

教育実習に行くために必要な内容を考えてお
く。

4時間

第2回

教師の服務･板書･指導案の作成
教師の服務規定を学びます。

教員の服務規定について考えておく。

4時間

第3回

模擬授業
受講生の模擬授業から学びます。

授業を準備する。

4時間

第4回

模擬授業
受講生の模擬授業から学びます。

授業を準備する。

4時間

第5回

実習校における教育内容･人間関係･日誌の書き方、留意事項な
ど
実習に向けて必要な作業を学びます。

実習日誌をよく読んでおく。

4時間

第6回

実習校における教育実習①

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

実習先でのPDCAを実行できるようにしてお
く。

4時間

教育実習で学んでもらいます。
第7回

実習校における教育実習

②

教育実習で学びます。
第8回

実習校における教育実習③
教育実習で学びます。

第9回

実習校における教育実習④
教育実習で学びます。

第10回

実習校における教育実習⑤
教育実習で学びます。

第11回

実習校における教育実習⑥
教育実習で学びます。

第12回

教育実習体験発表
教育実習を通じて何を学んだかを発表します。

実習で学んだ内容を整理しておく。

4時間

第13回

実習日誌の評価
実習日誌を評価します。

実習で学んだ内容を整理しておく。

4時間

第14回

まとめ
教育実習を通して、自分の教師力がどのように身についたかを考
察する。

学習成果を整理しておく

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校体験活動Ⅰ（中等）
松本佑介・高橋昌由・寳學淳郎
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習・実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

高橋昌由 高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首
席（２年）（全１４回）

授業概要
本科目は、実習の一環として位置づけられる。１年次に行った見学実習を受けて、長期にわたり教育現場での活動に継続的に取り組む中で、教
員等の生徒にかかわる仕事に関する資質･能力を高めていく。毎回目的を持って活動し、生徒達とのかかわり方や専門教科を含む教科指導、そ
の他の業務を体験するとともに、そこで得られるさまざまな気付き･学びを日誌等に記録し、省察することで、業務内容と１日の流れを理解して
いく。さらに、記録に基づく交流を行い、自己の課題を明らかにした上で、学校体験活動Ⅱの学びへとつなげる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に教育現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

教育者として求められる専門的知識・技
能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、学校での実習を含めて、毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： ノート筆記、ワークシート等への取り組み、発言等の意欲的な受講態度をもとに評価する。
20％

課題達成度
70％
期末試験（レポート）
10％

： 日誌の記入内容（業務内容の理解度、課題発見及び課題克服への意欲や態度等）等をもとに評価す
る。
： 自身の現場体験を真摯に振り返り、今後の学修への展望を持つことができているかをもとに評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『生徒指導提要』（文部科学省）
・その他、授業中に適宜紹介する。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

研究室

備考・注意事項： ＜授業外での質問の方法＞
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールおよびオフィスアワーでも対応する。
メールアドレスやオフィスアワーなどは初回の授業で周知する。
ただし、件名に「学校体験活動Ⅰ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（本授業の目標・内容・評価等につい
て）、学校体験活動の目的と概要等
本授業の目標・内容・課題・評価等を確認していきます。学校ボ
ランティアなどとの違いで学校体験活動を考えてみます。

授業で指示された課題に取り組むこと：学
校ボランティア、学校体験活動の意義と目的

4時間

第2回

「学校教育活動研究テーマ」の設定

学校体験活動に臨むに当たって、必要な事
項をまとめておく。

4時間

学校体験活動に臨むに当たって、実習先の概
要について調べておく。学校体験活動先の教
育方針及び内容、施設面等の特徴を詳し
く調べて、まとめておく。

4時間

現場体験をもとに、「生徒と先生のかかわり
の姿」「生徒同士の関わりの姿」「先生同
士の関わりの姿」について自身の課題を明
確にする。

4時間

現場体験をもとに、「授業以外の教育活動」
「登校指導」「部活動」について自身の課
題を明確にする。

4時間

学校体験活動の意義と目的および注意すべき事項を確認していき
ます。
第3回

「学校全体に関わる教育の営み」「学校で教育に関わる教
員・職員の活動」
学校体験活動実習先についての事前学習内容を確認し
た上で、自らの目標課題を設定していきます。
学校体験活動先での事前訪問結果を明確化し、学校体験活動記
録の記入法について学びます。
次回の実習のテーマを考えます。

第4回

「生徒と先生のかかわりの姿」「生徒同士の関わりの姿」「先
生同士の関わりの姿」
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

第5回

「授業以外の教育活動」「登校指導」「部活動」
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

第6回

専科１．保健体育：教材の準備と配置（開始前と実践）、授
業の目的 英語：教材研究と授業準備、授業進行
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

現場体験をもとに、教材研究と授業準備、授
業進行について自身の課題を明確にする。

4時間

第7回

専科２．保健体育：教員の導線と立ち位置、指導内容・声か
け 英語：板書・提示、指示・指名
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

現場体験をもとに、板書・提示、指示・指
名について自身の課題を明確にする。

4時間

第8回

専科３．保健体育：導入の内容、主運動と時間配分
習活動と言語活動
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

英語：学

現場体験をもとに、学習活動と言語活動につ
いて自身の課題を明確にする。

4時間

第9回

専科４．保健体育：主運動の指導、技術指導のコツ
り良い授業の取り組み
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

英語：よ

現場体験をもとに、より良い授業の取り組み
について自身の課題を明確にする。

4時間

第10回

専科５．保健体育：生徒の様子、つまずきの発見と指導、一人
一人に寄り添うとは 英語：生徒の様子、つまずきと指導・支
援、一人一人に寄り添うとは
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

現場体験をもとに、生徒の様子、つまずき
と指導・支援、一人一人に寄り添うとはにつ
いて自身の課題を明確にする。

4時間

第11回

専科６．保健体育：支援を要する生徒の指導 英語：4技能五領
域と技能統合
学校体験活動実習での学びをふりかえります。
次回の実習のテーマを考えます。

現場体験をもとに、4技能五領域と技能統合に
ついて自身の課題を明確にする。

4時間

第12回

「授業の秩序、規範づくり」「生徒を集中させる技術とは」

現場体験をもとに、「授業の秩序、規範づく
り」「生徒を集中させる技術とは」につい
て自身の課題を明確にする。

4時間

現場体験をもとに、学修の成果について自
身の課題を明確にする。

4時間

他の受講生の振り返りを参考にし、今後の課
題設定をさらに明確にする。

4時間

学校体験活動での学びをふりかえります。
学校体験活動での学びをふりかえり、具体的な関わりのあ
り方を検討する次回を展望します。
第13回

省察：学修の成果
学校体験活動での学びをふりかえり、具体的な関わりのあ
り方を検討していきます。
学校体験活動での学びを明確化します。
学校体験活動全体を振り返ります。

第14回

省察：学修の成果と今後の課題、まとめと質疑応答
学校体験活動での学びを発表して、成果を共有します。
学校体験活動全体を振り返ります。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学校体験活動Ⅱ（中等）
松本佑介・高橋昌由・寳學淳郎
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習・実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

高橋昌由 高等学校教諭・外国語（英語）科（２６年），高等学校指導教諭（１年）・主幹教諭・首
席（２年）（全１４回）

授業概要
本科目は、実習の一環として位置づけられる。２年次に行った学校体験活動Iを受けて、長期にわたり教育現場での活動に継続
的に取り組む中で、教員等の生徒にかかわる仕事に関する資質･能力を高めていく。毎回目的を持って活動し、生徒達とのかかわり方や専門教
科を含む教科指導、その他の業務を体験するとともに、そこで得られるさまざまな気付き･学びを日誌に記録し、省察することで、業務内
容と１日の流れを理解していく。さらに、記録に基づく交流を行い、自己の課題を明らかにする。本講義では、学校体験活動Iでの学修をもと
に、教育実習に向けて自身に不足していると思われる事項の知識・技能を気づき、その克服に努めるとともに、教員として必要な資質・能力に
ついて、実践的な課題に取り組むなかで資質・能力の深化を図る。さらに学級指導（生徒指導）および教科指導ができるようになり、教育実
習に繋がる取り組みをしていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に教育現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

教育者として求められる専門的知識・技
能を的確に述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として、学校での実習を含めて、毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度

： ノート筆記、ワークシート等への取り組み、発言等の意欲的な受講態度をもとに評価する。
20％

課題達成度
70％
期末試験（レポート）
10％

： 日誌等の記入内容（業務内容の理解度、課題発見及び課題克服への意欲や態度等）等をもとに評
価する
： 自身の現場体験を真摯に振り返り、今後の学修への展望を持つことができているかをもとに評価す
る。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
『生徒指導提要』（文部科学省）
『教師という生き方』（鹿嶋真弓、イースト新書）
・その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日2時間目

場所：

研究室

備考・注意事項： ＜授業外での質問の方法＞
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールおよびオフィスアワーでも対応する。
メールアドレスやオフィスアワーなどは初回の授業で周知する。
ただし、件名に「学校体験活動Ⅰ：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：授業の進め方と評価、実習準備（１）
学校体験活動IIを理解する：
学校体験活動Iの流れを踏襲するとともに、生徒指導と学習指
導について、自己の課題に対する方策を探り、発表・提案するこ
とで、教職に対する意識の高まりをめざします。また、観察・参
加を中心に学校教育全般の教育実践により深く関わり、教育活
動の補助的な役割を担うことで、学校教育の概要を体験的によ
り深く理解するとともに、生徒指導と学習指導についてより優れ
た基礎的な能力と態度を身につける。

学校体験活動の意義と目的

4時間

第2回

実習準備（２）現代における教育現場の諸問題と生徒観、学
校の事務・実務
学校体験活動IIの実習の実際を学修する。

学校体験活動IIの取り組みの必要事項の精査

4時間

第3回

実習課題（１）生徒理解：生徒理解のための基礎知識、学習指
導の基礎知識としての学習指導要領と教科
書の捉え方、振り返り（１）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

実習中学校の事前（再）確認

4時間

第４回

実習課題（２）生徒理解：生徒の発達段階、学習指導の基礎知
識としての指導案作成の基礎、振り返り（２）

生徒の発達段階、学習指導の基礎知識として
の指導案作成の基礎について、自身の課
題を明確にする。

4時間

公平で受容的な態度、学習指導の実践での応
用の秘訣について、自身の課題を明確にす
る。

4時間

学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。
第５回

実習課題（３）生徒理解：公平で受容的な態度、学習指導の実
践での応用の秘訣、振り返り（３）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

第６回

実習課題（４）個別指導、学習指導における教材分析の基
礎、振り返り（４）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

個別指導、学習指導における教材分析の基
礎について、自身の課題を明確にする。

4時間

第７回

実習課題（５）集団指導、学習指導のおける授業構
想の考え方、振り返り（５）

集団指導、学習指導のおける授業構
想の考え方について、自身の課題を明確にす
る。

4時間

学級経営の基礎、学習指導における教材・教
具の提示と発問の基礎について、自身の課
題を明確にする。

4時間

学級経営の実際、学習指導における板書また
は情報機器活用の基礎について、自身の課
題を明確にする。

4時間

学級活動と学校行事、学習指導におけ
る話し方の基礎について、自身の課題を明
確にする。

4時間

特別活動と日常の活動、学習指導における生
徒の反応と活用の基礎について、自身の課
題を明確にする。

4時間

学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。
第８回

実習課題（６）学級経営の基礎、学習指導における教材・教
具の提示と発問の基礎、振り返り（６）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

第９回

実習課題（７）学級経営の実際、学習指導における板書また
は情報機器活用の基礎、振り返り（７）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

第10回

実習課題（８）学級活動と学校行事、学習指導におけ
る話し方の基礎、振り返り（８）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

第11回

実習課題（９）特別活動と日常の活動、学習指導における生
徒の反応と活用の基礎、振り返り（９）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

第12回

実習課題（10）放課後の活動、学習指導における評価の基
礎、振り返り（10）
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

放課後の活動、学習指導における評価の基
礎について、自身の課題を明確にする。

4時間

第13回

学校体験活動IIでの学修の成果
学校体験活動実習での学修を振り返る。
次回の実習テーマを考える。

今後の課題設定

4時間
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第14回

教師に必要な資質と能力についてのまとめ、教育実習に向けて
の準備
学校体験活動実習での学修の成果を考える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教職実践演習（中学校、高等学校）
松本佑介・山本はるか・高橋昌由
4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

高橋：高等学校外国語（英語）教諭26年、指導教諭1年、主幹教諭・首席2年（全14時間）
健体育教諭２年

松本：高等学校保

授業概要
この授業は、教育実習後に、教職につくための総仕上げとして、教職についての理解・教職において必要な技術・能力・意識などについて、自
分の実習の経験を基にして、学ぶ授業です。すでに教育実習で経験してわかったと思いますが、実習ですべての事を経験するわけではありませ
ん。むしろ教育実習で学びきれなかったことから、実習後により深めて学ぶ内容まで、幅広く教職について学ぶことで、教職に就くために必
要な意識を醸成します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実践的教職力を身に着けているか。

教師の仕事を理解したうえで創造的な授
業を行えるようになる。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

創造的な計画をたてられる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

同僚性を大いに発揮する力を涵養する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
教職履修カルテやそれに基づくレポートによって評価する。
現代における教師をとりまく仕事や課題の複合性、多様性についての課題レポート（40%）、様々な事例と自分の経験を突き合わせ省察が出
来ているかを見る課題（事例研究、模擬授業、ロールプレイング）（30%）、教職カルテ（30%）
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート

： 現代における教師をとりまく仕事や課題の複合性、多様性についての課題レポート
40％

課題

： 様々な事例と自分の経験を突き合わせ省察が出来ているかを見る課題
30％

教職カルテ

： 教職カルテの精度
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
教職実践演習ワークブック―ポートフォリオで教師力アップ（西岡加名恵・石井英真・川地亜弥子・北原琢也著、ミネルヴァ書房(2013)）
そのほか、適宜各テーマにあわせて参考書を提示したり、参考資料を配付する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

研究室

備考・注意事項： 授業外での質問の方法
質問は授業の前後にも答えるが、Ｅメールでも対応する。
ただし、件名に「教職実践演習：質問：○○○○（送信者の氏名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、氏
名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション：授業の進め方と評価、教職履修カル
テの確認
教職実践演習とは？

教育実習の中で何を学んだかを分析してお
く。

4時間

第２回

教育実習の振り返り（１）模擬授業・現代における教育現
場の諸問題と生徒観
自分の教育実習を相対化して分析する。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第３回

教育実習の振り返り（２）模擬授業・教科における教科内
容・題材・目標・評価・指導計画
自分の教育実習の分析を発表し、ディスカッションを行う。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第４回

教育実習の振り返り（３）生徒指導について

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

自分の教育実習の分析を発表し、ディスカッションを行う。
第５回

学校組織と教師の役割・校務分掌（１）分掌の実態とそれぞれ
の意義について
自分の教育実習の分析を発表し、ディスカッションを行う。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第６回

学校組織と教師の役割・校務分掌（２）学校の「協働」につい
て
自分の教育実習の分析を発表し、ディスカッションを行う。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第７回

外部講師による講演・講義、中間評価、中間評価分析

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

ゲストスピーカーにお話していただく。
第８回

事例研究・ロールプレイング（１）事例の交流と発表準備
自分の教育実習の分析を発表し、ディスカッションを行う。
発表準備をする。

第９回

事例研究・ロールプレイング（２）発達障害を持つ生徒と
の関わりについて
事例研究・ロールプレイングで、発達障害を持つ生徒との関わり
について理解を深める。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と

4時間

第10回

事例研究・ロールプレイング（３）いじめ・不登校の生徒へ
の関わりについて
事例研究・ロールプレイングで、いじめ・不登校の生徒への関わ
りについて理解を深める。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第11回

事例研究・ロールプレイング（４）保護者との関係と教師の対
応について
事例研究・ロールプレイングで、保護者との関係と教師の対応に
ついて理解を深める。

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

第12回

事例研究・ロールプレイング（５）キャリア教育

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

シャトルシートへのコメントと本時の内容と
をつなげて考える。

4時間

事例研究・ロールプレイングで、キャリア教育理解を深める。
第13回

教職履修カルテの記入と点検
教職履修カルテの記入と点検をとおして、振り返る。

第14回

教師に必要な資質と能力についてのまとめと振り返り
教職課程全体を通して、どのような教職実践力が身についたか
を考察する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育実習事前事後指導（特支）
鈴木克彦・瀧本一夫
4年

開講時期

後期

単位数

1

演習・実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鈴木：支援学校教諭（17年）、教頭（2年）、校長（10年）、大阪市教育委員会事務局（8年）の勤務経
験（全14回）
瀧本：支援学校教諭（35年）、大阪府教育委員会事務局（1年）の勤務経験（全14回）

授業概要
特別支援学校の教育活動に関する理解に基づき教育実習に必要な基本的事項や教育実習参加に向けた事務手続き、心構えなどについて講
義し、実習参加に必要な知識や態度を身につけさせる。また、学修を通して教育実習に対する目的意識を明確なものとし、効果的に実習を行う
ことができるようにする。教育実習実施後は、実習日誌の整理、実習校へのお礼を含む事後対応などを通し実習のまとめと実習に関する自己評
価を行う。併せて授業内で実習の体験をもとに相互に交流し、体験発表会を行って実習体験の有効活用を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

特別支援学校の教育活動に実際に接してこれ
までの学修内容を確認し実践に生かせるもの
にする。

これまでに学修した知識や技能を活用し、特
別支援学校の実習で力を発揮する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

実習の中心となる研究授業に向け指導教
員の指導のもと授業を担当する経
験を積み重ねる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習前講義への参加度
50％
実習記録の記述内容
40％
期末のレポート
10％

： 教育実習に参加する事前の事務手続きを確実に行ったか。実習に臨む心構えを持ち、特別支援学
校の教育活動について理解を深めようとしたか。授業内の課題を期限内に提出したか。
： 授業内で指示した記述方法および実習校での指導、実習中の巡回指導での指示に沿って実習記
録を記述しているか。記述には自分なりの課題意識や意見、疑問点などが含まれているか。
： 教育実習を経験して得た知見をもとに専門性、人間性などの教師を志望するために必要な資質や能
力について自らを省みながら現在の教育課題に対する自分なりの意見や主張を的確に記述している
か。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省（2018年）特別支援学校学習指導要領解説 開隆堂出版
瀧本一夫他（2016年）実践をふまえた現場に役立つ特別支援教育の授業案づくり
その他、必要に応じて紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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7698
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、各回の授業
内容を丁寧に復習し次回の授業に向けて予習すること。また、教育実習を実施する時期が多岐にわたるため通年で断続的な授業内容になること
があるが毎回必ず出席すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜２限

場所：

鈴木：研究室(5階）、瀧本：研究室(5階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

教育実習の意義と目的
教育実習は、これまでに学修した理論を特別支援学校の教育活
動を通して実践する機会であることを確認します。

第2回

教育実習の参加について
実習参加時までの成績やこれまでに経験した他校種等での教育実
習をふり返り一人ひとりの今回の実習への課題意識や目的意
識を明らかにします。

教育実習に対する心構えを確固としたものに
する。

1時間

実習参加時までの成績と他校種での教育実
習の経験を整理しておく。

1時間

第3回

特別支援学校の教育活動（学校の１年、教員の役割など）
実習先の学校の概要や教育活動の特色、年間行事計画などについ
てホームページをもとに調べます。

実習先の学校の様子を事前に調査する。

1時間

第4回

特別支援学校の教育活動（学校の１日、教員の職務など）
実習先の学校の１日の流れを追いながら教員の職務や実習中の活
動と役割についてイメージを持つことを目的とします。

教員の職務および服務についてまとめる。

1時間

第5回

教育実習の内容（教育課程、学級経営、学習指導、生活指導な
ど）
児童生徒の学習および日常生活上の支援について具体的に考えま
す。

教員の１日の生活の流れについて調べる。

1時間

第6回

教育実習を受け入れる教員の声を聞く

講話に対する感想や実習を受け入れる学
校の考えについてまとめる。

1時間

実習開始までに必要な事務的な手続きや実習
参加への心構えを整理する。

1時間

実習参加への心構えについて個別の状
況に合わせて見直す。

1時間

指導案の記入例を模して何種類かの指導
案を作成する。

1時間

実習記録の事前にわかっている内容をあらか
じめ記入しておく。

1時間

実習指導を担当する各教員に実習中もスムー
ズに連絡が取れるよう確認しておく。

1時間

実習参加への準備に足りないものがない
か確かめる。

1時間

特別支援学校の教員から教育実習生を受け入れるにあたっての現
状と課題、実習生に期待するものなどに関する講話を聞き、教育
実習に積極的な意味づけができるようにします。
第7回

教育実習開始までの手続き
教育実習を始めるまでに実習校との間で詳細な打ち合わせを行わ
なければならないことを知りシミュレーションしながら実習の詳
細について理解を深めます。

第8回

体験談を聞く
特別支援学校の教育実習参加者または実習生を受け入れた教員
等から講話（またはそれに代わる話）を聞き、実習参加への心
構えを強固なものとします。

第9回

学習指導案の書き方
実習中、指導を担当することが予想される教科等について指導
案を作成し協議を通して自分に足りない観点や考え方などに気づ
くことを目的とします。

第10回

実習記録の書き方
実習記録の書き方について項目に沿って記入するうえでのポイン
トを学びます。

第11回

実習直前指導
実習中の指導を担当する各教員から個別に注意事項などの指
導を受けます。

第12回

実習直前個別指導
実習開始直前にあたり実習中の活動についてより具体的にイメー
ジするとともに実習参加への準備として個別の具体的な留意事
項について確認します。

第13回

実習直後個別指導
実習記録を整理し、教育実習をふり返って省察します。

実習記録を整理する。

1時間

第14回

実習のまとめ、実習記録の整理と自己評価、総括（報告
会を含む）
実習記録などをもとに教育実習全体について整理し、自己評
価を行います。併せて、特別支援学校での教育実習をふ
り返り、代表者が報告します。

実習記録の整理。自身の実習をふり返る。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

特別支援学校教育実習
鈴木克彦・瀧本一夫
4年

開講時期

後期

単位数

2

演習・実習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

鈴木：支援学校教諭（17年）、教頭（2年）、校長（10年）、大阪市教育委員会事務局（8年）の勤務経
験（全14回）
瀧本：支援学校教諭（35年）、大阪府教育委員会事務局（1年）の勤務経験（全14回）

授業概要
本授業では次の３点をねらいとします。①児童生徒の成長・発達の様子や教員の職務の一端に触れ教職についての理解を深める。②小学校、中
学校、高等学校に準ずる教育を行う特別支援学校の教科等の指導、教科等を合わせた指導や自立活動の指導、学習指導案の作成、教員による指
導の観察などを通し実践力を高める態度を身につける。③障がいや病気の状態を含めた児童生徒理解とそれをふまえた児童生徒への接し方や学
級経営の基本など、実習での体験をもとに教職に関する理解を深める。これらのねらいを持って２週間（80時間）教育実習に参加し、特別支援
学校教員の専門性について学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

教育実習に必要な専門的知識・技能を身につ
けるとともに特別支援学校教員の職務につい
て知る。

特別支援学校教員の職務と専門性について理
解することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

身につけた専門的知識・技能を児童生徒を指
導する際に発揮する。

障がいや病気の状態を含めた適切な児童生徒
理解を持って一人ひとりに接することができ
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

指導教員の指導に沿って学習指導案を作
成し研究授業を行うことができる。

2 ．DP9.役割理解・連携行動

実習校の方針および教育活動を進める組織
的な取組に沿って与えられた役割を果たすこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として教育実習は10日以上、80時間以上の実習時間が必要です。必要な実習時間が満たされない場合は成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実習校からの成績
80％
実習記録
20％

： 教育実習への参加状況（遅刻・早退、欠席の有無）、実習中に行った授業や実習記録、記録にあ
る実習中の態度、児童生徒とのかかわり方について評価する。
： 適切に実習記録に記入できているか評価する。優れている：18～２０点、適切であ
る：14～17点、努力を要する：10～13点、不備が多い：～9点

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
文部科学省（2018年）特別支援学校学習指導要領解説
その他、必要に応じて紹介する。

開隆堂出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は、教育実習事前事後指導（特別支援学校）を受講し、実習への準備を整え実施するものである。
体調管理に留意し10日間の教育実習をやり遂げること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜２限

場所：

鈴木：研究室(5階)、瀧本：研究室(5階)
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備考・注意事項： 教育実習にかかる連絡や相談等は実習校別指導教員または教育実習事前事後指導担当者に行ってください。実習校別指導教
員については、教育実習事前事後指導の授業内で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

各特別支援学校で10日間（80時間）の教育実習を行う。
・配属されたクラスを中心に配属学部・学年の教育活動での児童
生徒の様子を観察しながら補助的立場で授業に参加し、児童生
徒の特徴や教員の職務について理解を深める。
・この経験をふまえて学習指導案を作成し指導教諭の指導のも
と授業を行う。
・複数回の授業を行った後、研究授業を行う。
・実習反省会に参加し、実習の成果と自己の課題を明確にする。

実習記録に記入するとともに翌日の実習の課
題、目標等を明確にする。

時間

第2回

時間

第3回

時間

第4回

時間

第5回

時間

第6回

時間

第7回

時間

第8回

時間

第9回

時間

第10回

時間

第11回

時間

第12回

時間

第13回

時間

第14回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎ゼミⅠ
寶學淳郎・片山美穂・新田明美
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教職を志す学生に求められる様々な研究法の基礎について学び、研究とは何かを理解することが本授業の目的である。教育のプロセスや対象と
なる児童・生徒を理解する上で重要な問いの立て方、さまざま研究方法（質問紙調査法、フィールド調査法、インタビュー法、授業分析な
ど）を学び、実際に研究を遂行するためのスキルを体得する。また、研究を行う上での基本的なルールを理解し、研究倫理についても把
握し、教育・保育をめぐる問題を分析するために必要な知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

研究の目的と方法

教職を志す学生に求められる様々な研究方
法の基礎について学び、その特徴を理解す
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究論文や研究方法を自らの課題と関連づけ
ながら理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加（3点×15回）

45％
発表

： ３点：授業外学修を極めて丁寧に行い、演習に積極的に取り組み、構想や実践に大きく貢献してい
る。
２点：授業外学修を丁寧に行い、演習に積極的に取んでいる。
１点：授業外学修をもとに、演習に参加している。
： 積極性や発表回数を考慮して評価する。

40％
期末レポート
15％

： 試験期間に実施。研究を理解し、論理性のある研究レポートであれば10～12点、加えて独自の視
点があれば12～15点、分析方法法と論理性のある研究レポート作成がほぼできていれば8～9点、不
足であれば７点以下。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の演習であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： オフィスアワー等でも積極的に質問してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：研究とは
授業の趣旨、計画、評価方法を確認します。研究とは何かについ
てその概略を学びます。

卒業論文とは何かを調べてくる。

4時間

第2回

卒業論文とは

これまでの教育学部の学びと照らし合わせ
て、自分の気になるテーマを考えてくる。ま
た、教育学部の教員の専門分野について調べ
てくる。

4時間

先行研究という言葉の意味を調べてまとめて
くる。

4時間

卒業論文とは何か、なぜ卒業論文を書くのか、その意図を理
解し、卒業論文作成までのスケジュールを確認する。
第3回

卒業論文のテーマの決め方
問いを持つとはどういうことなのか、テーマを選ぶためにはどの
ようなことに留意したらよいのかを学ぶ。

第4回

先行研究とは何か
さまざまな研究分野を知り、先行研究を調べることの意味や、そ
の探し方を理解する。

気になる論文を各自で調べてくる。

4時間

第5回

研究方法（１）質問紙調査法
質問紙調査法についてその目的と方法を理解する。

質問紙調査法を振り返りまとめてくる。

4時間

第6回

研究方法（２）フィールド調査
フィールド調査についてその目的と方法を理解する。特に行動観
察を通して対象者・児を理解する方法を知る。

フィールド調査を振り返りまとめてくる。

4時間

第7回

研究方法（３）インタビュー調査法
インタビュー調査についてその目的と方法を理解する。

インタビュー方を振り返りまとめてくる。

4時間

第8回

研究方法（４）授業分析
授業分析についてその目的と方法を理解する。

授業分析を振り返りまとめてくる。

4時間

第9回

論文の構成と記載方法

配布された論文を読んで論文の構成と記載方
法をまとめてくる。

4時間

配布された論文を読んで質問紙調査法をまと
めてくる。

4時間

配布された論文を読んでフィールド調査法を
まとめてくる。

4時間

配布された論文を読んでフィールド調査法を
まとめてくる。

4時間

研究倫理についての配布資料に目を通しまと
めてくる。

4時間

最終レポートの作成

4時間

論文の基本的な構成について理解した上で、さまざまな研究方
法による記載法の違いも理解する。
第10回

文献による理解（１）質問紙調査法
質問紙調査法を用いた研究論文を読んで理解する。

第11回

文献による理解（２）フィールド調査法
フィールド調査法を用いた研究論文を読んで理解する。

第12回

文献による理解（３）フィールド調査法
フィールド調査法を用いた研究論文を読んで理解する。

第13回

文献による理解（４）授業分析
授業分析を行った研究論文を読んで理解する。

第14回

研究倫理
研究者に必要な研究倫理とその内容を理解する。また卒業研
究に必要な研究倫理審査の手続きについて理解する。また、これ
までの授業内容を振り返り、卒業研究の問いの立て方、研究方
法の様々について理解できたかどうかを確認する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

基礎ゼミⅡ
寶學淳郎・新田明美・西原哲雄
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教職を志す学生に求められる様々な研究方法について学び、その特徴を理解することが本授業の目的である。教育的事象を分析していく上で理
解しておくべき様々な研究方法（事例研究、観察法、実験法、質問紙調査法、インタビュー法）を学び、実際に研究を遂行するためのスキ
ル（質的および量的研究の分析法や論文の記載法等）を体得する。また、研究を行う上での基本的なルールを把握し、教育をめぐる問題を分
析するために必要な知識を修得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

研究方法

教職を志す学生に求められる様々な研究方
法について学び、その特徴を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

研究論文や研究方法を自らの問題と関連づけ
ながら理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加（3点×15点）

45％
発表

： ３点：授業外学修を極めて丁寧に行い、演習に積極的に取り組み、構想や実践に大きく貢献してい
る。
２点：授業外学修を丁寧に行い、演習に積極的に取んでいる。
１点：授業外学修をもとに、演習に参加している
： 積極性や発表回数を考慮して評価する。

5％
文献研究（5点×4回）
20％
期末レポート
30％

： 研究方法と内容理解ができていれば4点、加えて独自の視点からの考察があれば5点、研究方法と内
容理解がほぼできていれば3点、いずれかがほぼできていれば2点、いずれかに不足があれば1点。
： 試験期間に提出。方法を理解し論理性のある研究レポートであれば10～11点、独自の視点があれ
ば12～15点、方法の理解と論理性のある研究レポート作成がほぼできていれば8～9点、不足があれ
ば7点以下。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： オフィスアワー等でも積極的に質問してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：研究へのいざない
科目の主旨、計画、評価方法を確認します。研究とは何かについ
ての概要を学びます。

教育学の論文を読んで論点をまとめる。

4時間

第2回

研究分野と方法を知る（１） 教育学・保育学の文献研究
教育学の研究内容と、文献研究の方法を学びます。

教科教育の論文を読んで論点をまとめる。

4時間

第3回

研究分野と方法を知る（２） 教育・保育方法の事例研究
教科教育の研究内容と、事例研究の方法を学びます。

教育心理学の論文を読んで論点をまとめる。

4時間

第4回

研究分野と方法を知る（３） 教育心理学の実験研究
教育心理学の研究内容と、実験研究法を学びます。

教育社会学の論文を読んで論点をまとめる。

4時間

第5回

研究分野と方法を知る（４） 教育社会学の観察（フィールド
ワーク）研究
教育社会学の研究内容と、観察法（フィールドワーク）を学びま
す。

研究内容と方法について、自分の関心を見つ
める。

4時間

第6回

質問紙調査法（１） 質問紙の作成
質問紙調査法の概要と、質問紙の作成方法を学びます。

質問紙調査で検討したいことを考える。

4時間

第7回

質問紙調査法（２） 質問紙調査の分析方法
分析の視点を検討し、データ分析の方法を学びます。

データ分析を行う。

4時間

第8回

質問紙調査法（３） データ分析と結果の整理
データ分析の結果を読み、考察します。

レポート作成に向けて、文献を探す。

4時間

第9回

質問紙調査法（４） 量的研究レポートの作成方法
図表の作成や、レポート作成の方法を学びます。

レポートを完成させる。

4時間

第10回

質問紙調査法（５）

他の人の発表や意見を聞き、参考になったこ
とをピックアップしておく。

4時間

調査結果の発表

調査結果レポートを交流し、議論します。
第11回

インタビュー法（１） インタビュー項目の作成
インタビュー法の概要を学び、インタビュー項目を考えます。

インタビュイーを探し、アポイントをとる。

4時間

第12回

インタビュー法（２） インタビュー・データの分析方法
質的データの分析方法を学びます。

インタビューを行う。

4時間

第13回

インタビュー法（３） インタビュー・データの分析
インタビュー・データを分析し、結果を整理し、考察します。

レポート作成に向けて、文献を探す。

4時間

第14回

インタビュー法（４） 質的研究レポートの作成と発表
質的データに基づく研究レポートの作成方法を学びます。ま
た、結果を報告し、議論します。また、この授業全体を振り返り
ます。

レポートを完成させる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門基礎演習Ⅰ（中等教育専攻）
教育学部専任教員
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、学校体験活動や学校ボランティア等での教育実践経験をふりかえり、受講生自身の課題意識を明確にしていく。その後、広い意
味での教育に関わる文献を読み、近年の研究課題や研究方法、考察や議論の展開を学ぶ。受講生には、担当の文献を読み、発表することが求め
られる。この過程をとおして、文献の批判的な読み方および教育についての認識を深めていく。最後に、研究の視点から教育・保育実習のテー
マを検討する。並行して、４年生の卒業研究構想発表・研究計画立案の発表に参加し、卒業研究の進め方を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

受講者の個別課題を抽出する

個別課題や専門領域の課題、現状に基づく文
献研究と認識を深める

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門領域に関わる課題や現状を抽出する

専門領域に関わる課題や現状をふまえ、文献
研究からそれらを解決する実践力を養う

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

個別の課題に基づく文献研究と課題への認
識を深める

2 ．DP6.行動・実践

専門領域の課題や現状をふまえ、解決する方
法論を文献等から読みとり、行動実践す
る術を深める

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

個別の課題に対する進捗状況

： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
60％

討議への参加

： 討議に積極的に参加し、意見を述べることができる。
20％

研究構想の発表

： 研究構想を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
白井利明 高橋一郎著 ミネルヴァ書房 2013年
・『保育研究へのアプローチ１ 課題研究・ゼミナールの手引き』飯田良治 民秋言編 萌文書林
その他、授業中に適宜紹介する。

1988年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションおよび研究倫理について
受講生の自己紹介を行い、興味関心のあるテーマを共有する。本
科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解する
と共に研究にあたっての研究倫理について理解を深める。

第2回

教育経験のふりかえり（１）子ども理解、専科としての学び
学校体験活動や他の経験をふりかえり、子どもの言動や態度、様
子などについて印象に残っていることを、それぞれの関心にもと
づき話し合う。さらに学校教育における課題を抽出する。

第3回

教育経験のふりかえり（２）

教師と子どもの関わり

学校体験活動や他の経験をふりかえり、教師と子どもの関わりに
ついて印象に残っていることを、それぞれの関心にもとづ
き話し合う。さらに学校教育における課題を抽出し整理する。
第4回

教育経験のふりかえり（３）

学校の環境

学校体験活動での経験をふりかえり、学校の環境について印
象に残っっていることを、それぞれの関心にもとづ
き話し合う。さらに学校体験活動を通しての教育課題につい
て引き続き整理する。
第5回

教育経験のふりかえり（４）

専科としての関わり

学校体験活動での経験をふりかえり、保健体育科、英語科におけ
る専科としての子どもとの関わり方について話し合う。さらに学
校体験活動を通しての教育課題について引き続き整理する。

研究倫理について復習と自己の研究課題につ
いて考える。

4時間

学校体験活動を通しての教育課題について整
理する。

4時間

学校体験活動を通しての教育課題について整
理する。

4時間

学校体験活動を通しての教育課題について整
理する。

4時間

学校体験活動を通しての教育課題について整
理する。

4時間

第6回

文献の講読（１） 講読文献の選定と文献の読み方
講読文献と発表担当者を決め、文献の読み方の基本を再確認す
る。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第7回

文献の講読（２） キーワード
キーワードの意味や使われ方などに着目し、発表と討論を行う。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第8回

文献の講読（３） 目的と方法の関連性
研究の目的と方法の関連性に着目し、発表と討論を行う。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第9回

文献の講読（４） 論文の構造と論の展開
論文の構造と論の展開に着目し、発表と討論を行う。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第10回

文献の講読（５） 批判的に読む
キーワード、目的と方法、論の展開などに着目して見出される疑
問点を取り上げ、発表と討論を行う。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第11回

文献の購読から自己の研究課題につなげる（１）興味関心のあ
るテーマの選定
先行研究の読み込みから、自分自身の研究テーマについて考え
る。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第12回

文献の購読から自己の研究課題につなげる（2）研究方法につい
ての検討
先行研究の読み込みから、自分自身の研究テーマについて考え
る。さらに具体的な研究手法や研究方法について検討する。

事前ワーク、輪読会への準備

4時間

第13回

輪読会（１）
文献の購読と自己の研究課題案を発表し、相互に検討する。

輪読会の振り返りを行う

4時間

第14回

輪読会（２）
文献の購読と自己の研究課題案を発表し、相互に検討する。

輪読会の振り返りを行う

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門基礎演習Ⅱ（中等教育専攻）
教育学部専任教員
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、これまでの学習や実習体験などをもとに、教育や教科の専門分野における自己の関心・課題を明確にし、専門的研究につなげるこ
とをねらいとする。専門基礎演習Ⅰを通して明確になった各受講生の関心や課題、専門領域の課題や現状に基づき、教育学の先行研究を調査し
て分析し、研究方法や到達点などについて討論する。この過程で先行研究の調査と分析の方法を学び、教育学研究の文脈において各自の卒業研
究テーマを考え、そのテーマに基づく資料収集や調査研究などを行う。並行して４年生の卒業研究中間発表・研究概要発表に参加し、卒業研
究の進め方を学ぶ。データ管理、引用、実験及び著作権等に関する研究倫理の学習を継続する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

各自の課題を抽出し、解決する方法を文献
等から考察する

各自の課題や専門領域の課題現状をふま
え、解決する方法を検討する

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

各自の課題や専門領域の課題現状をふま
え、解決する方法などを確立し、研究計画
書を作成する

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題の進捗状況

： 各自の課題への進捗状況をまとめる。
60％

討議への参加

： 討議に積極的に参加し、意見を述べることができる。
20％

研究計画書の作成と発表

： 卒業研究計画書（３年次）版を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
白井利明 高橋一郎著 ミネルヴァ書房 2013年
・『保育研究へのアプローチ１ 課題研究・ゼミナールの手引き』 飯田良治 民秋言編 萌文書林
その他、授業中に適宜紹介する。

1988年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
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備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

専門基礎演習Ⅰで発表した資料の再構築
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。
専門基礎演習Ⅰで発表した内容の再構築を図る。

各自の課題の分析

4時間

第2回

関心・課題の共有
専門基礎演習Ⅰの学習を踏まえ、受講生各自の関心や課題につい
て発表し、話し合う。

各自の課題の分析

4時間

第3回

先行研究の調査方法について
先行研究の調査方法について学ぶ。

各自の課題の分析

4時間

第4回

先行研究の調査（１） 調査計画の立案
先行研究の調査について、計画を立案する。

先行研究の読み込み

4時間

第5回

先行研究の調査（２） 先行研究の調査
先行研究の調査を行う。

先行研究の読み込み

4時間

第6回

先行研究の調査（３） 調査状況の報告
調査の進捗状況について報告し、情報を共有する。

先行研究の読み込み

4時間

第7回

先行研究の分析（１） 先行研究の整理と分析の視点
先行研究を整理し、扱う順について検討する。分析の視点につい
て学ぶ。

先行研究から得た知見の分析

4時間

第8回

先行研究の分析（２） 研究テーマについて
研究テーマの設定の仕方に着目し、先行研究を分析する。

先行研究から得た知見の分析

4時間

第9回

先行研究の分析（３） 研究方法について
研究方法に着目し、先行研究を分析する。

先行研究から得た知見の分析

4時間

第10回

先行研究の分析（４） 研究の到達点について
結論や課題に着目し、先行研究を分析して、研究の到達点を明ら
かにする。

先行研究から得た知見の分析

4時間

第11回

先行研究についての討論（１） 研究テーマについて
先行研究における研究テーマ設定の仕方について、討論を行う。

研究計画書の作成準備

4時間

第12回

先行研究についての討論（２） 研究方法について
先行研究における研究方法について、討論を行う。

研究計画書の作成

4時間

第13回

先行研究についての討論（３） 研究の到達点について
研究の到達点について、討論を行う。

研究計画書の作成

4時間

第14回

卒業研究計画書の作成と発表
これまでの学びを踏まえ、卒業研究の研究計画書を作成し、研究
計画を発表する

研究計画書および発表資料の作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習Ⅰ（中等教育専攻）
教育学部専任教員
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究の計画ならびに進め方に関する指導を中心に行う。受講生は、各自の卒業研究を構想し計画して発表する。特に、問題設定（問題意
識、概念定義、先行研究、仮説）に基づく研究方法の立案を中心に、構想の妥当性を全体で検討・討議して、各自の研究にフィードバックさせ
ていく。並行して、３年生のテーマ構想発表・文献講読に参加し、討議に参加するとともに、自身の研究方法にフィードバックさせる機会とす
る。研究遂行過程をとおして、研究倫理の学習も継続する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

各自の課題（卒業研究）を行う

各自の課題（卒業研究）の研究方法を立
案し、実施する。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

各自の課題（卒業研究）を行う

2 ．DP6.行動・実践

グループ討議での建設的な意見

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題の進捗状況（ポートフォリ ： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
オを含む（
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、建設的な意見を述べられているかを評価する。
20％

試験（研究計画書提出または研究計画 ： 5月の研究計画書からの進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
発表）
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
その他、授業中に適宜紹介する。

白井利明

高橋一郎著

ミネルヴァ書房

2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法

659
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時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・研究倫理に関する学習
各自のテーマを発表し、類似の受講生同士で３程度のグルー
プに分かれる。本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題
等について理解する。日本学術振興会の研究倫理教育教材
等を用いて、研究を進めたり論文を書いたりする際に求められ
る研究倫理について学習する。

研究方法立案に向けた調査計画の構想

4時間

第2回

卒業研究の構想に向けた調査（１） 調査の計画
卒業研究の構想に向けた調査について、実施計画を立てる。

調査の実施

4時間

第3回

卒業研究の構想に向けた調査（２） 方法の立案
調査結果（文献紹介など）にもとづき、卒業研究方法を立案す
る。

研究計画書の作成

4時間

第4回

卒業研究の構想発表（１） 第１グループ
第1グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成

4時間

第5回

卒業研究の構想発表（２） 第２グループ
第2グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成

4時間

第6回

卒業研究の構想発表（３） 第3グループ
第3グループの受講生が自己の構想を発表する。研究方法を中
心に、問題設定と方法の関連性から、方法の妥当性について、全
体で討議する。

研究計画書の作成・提出

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第１グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。

研究方法の修正、具体的な立案、予備調査
等の実施

4時間

第8回

研究方法の修正、具体的な立案、予備調査等の実施

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。
第9回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表（３） 第３グ
ループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定の方法、問いの立て方な
ど、研究方法を中心に、討論を行う。

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

第10回

卒業研究の計画立案（１）

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

研究方法の修正、具体的な立案・予備調査
等の実施

4時間

第１グループの発表と検討

第1グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。
第11回

卒業研究の計画立案（２）

第２グループの発表と検討

第2グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。
第12回

卒業研究の計画立案（３） 第３グループの発表と検討
第3グループの受講生が研究計画の発表を行う。日程や進め方
等について、全体で検討する。

調査等の実施

4時間

第13回

文献の講読への参加（１） 第１グループ
文献紹介に参加し、文献の読み方、問いの立て方など、研究方
法を中心に、討論を行う。

調査等の実施

4時間

第14回

文献の講読への参加（２） 第２グループ
文献紹介に参加し、文献の読み方、問いの立て方など、研究方
法を中心に、討論を行う。

調査等の実施

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

専門演習Ⅱ（中等教育専攻）
教育学部専任教員
4年

後期

開講時期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
卒業研究の進め方に関する指導を受けながら卒業研究を完遂する。演習では各自の卒業研究の進捗発表を行う。専門演習Ⅰで設定した問題と研
究方法（対象者、材料・文献、手続き）と研究の進捗を中心に、全体で検討・討議して各自の研究にフィードバックさせていく。これらを通じ
て、卒業研究の成果物としての卒業論文を完成させる。並行して３年生のテーマ構想発表・文献レビュー発表に参加し、自身の研究にフィード
バックさせる。研究倫理について、研究の遂行と論文執筆の過程で生じた疑問等について、個別に指導を受けながら学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

各自の課題

卒業論文の完成

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

討議への参加

建設的な意見を述べる

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

各自の課題

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各自の課題への進捗状況（ポートフォ ： 各自の課題への進捗状況を卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
リオを含む）
60％
討議への参加

： 討議に積極的に参加し、建設的な意見を述べられているかを評価する。
20％

試験（卒業研究発表会）

： 卒業研究発表会の発表および参加について、卒業研究ルーブリックを参考にして評価する。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・『よくわかる卒論の書き方』第2版
その他、授業中に適宜紹介する。

白井利明

高橋一郎著

ミネルヴァ書房

2013年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当者によっては、学外授業が開催される場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 授業担当の各教員から伝達する。基本的には、当該授業時間の前後に個別の質問に対応する。ただし、前後に担当者の授業が
あった場合、各教員からオフィスアワーを伝達する。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションとこれまでの進捗状況報告
本科目の性格や授業の目標、内容、評価、課題等について理解す
る。中間発表に向けて、各自の研究構想と計画を再確認し、類
似の受講生同士で３程度のグループに分かれる。

中間発表準備

4時間

第2回

卒業研究中間発表準備
研究方法（対象者、材料・文献、手続き等）と結果を中心に、卒
業研究中間発表準備を進める。

中間発表準備

4時間

第3回

卒業研究中間発表（１） 第1グループ
第1グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第4回

卒業研究中間発表（２） 第２グループ
第２グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第5回

卒業研究中間発表（３） 第３グループ
第３グループの受講生が、研究方法（対象者、材料・文献、手
続き等）と結果を中心に発表し、全体で討議する。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第6回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第１グループ
教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（１）
第１グループ

調査等の実施、結果の整理

4時間

第7回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（２）
第２グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定を中心に、討論を行う。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第8回

教育・保育経験のふりかえりとテーマ構想発表への参加（３）
第３グループ
テーマ構想発表に参加し、テーマ設定を中心に、討論を行う。

調査等の実施、結果の整理

4時間

第9回

研究概要発表（１） 第１グループ
第1グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。

題目届作成、論文執筆（序章）

4時間

第10回

研究概要発表（２） 第２グループ
第２グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。

題目届作成、論文執筆（本論）

4時間

第11回

研究概要発表（３） 第３グループ
第３グループの受講生が結果と考察を含め、全体概要（研究の目
的、方法、結論）を発表し、全体で討議する。

題目届作成、論文執筆（本論）

4時間

第12回

先行研究についての討論への参加（１） 第１グループ と論
文執筆進捗報告
３年生の研究テーマの先行研究レビュー発表に参加し、研究テー
マ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討議す
る。論文執筆の進捗状況を報告する。

論文執筆（終章）

4時間

第13回

先行研究についての討論への参加（２）
文執筆進捗報告

図表や注、文献を整理し、全体を推敲す
る。第３グループの先行研究についての討
論への参加（３）

4時間

卒業論文提出

4時間

第２グループ

と論

３年生の研究テーマの先行研究レビュー発表に参加し、研究テー
マ設定、研究方法、先行研究の到達点について全体で討議す
る。論文執筆の進捗状況を報告する。
第14回

卒業研究のテーマと構想への参加と卒業論文および要旨の完成
報告
３年生の卒業研究のテーマと構想の概要発表に参加し、全
体Tで討議する。卒業論文の完成報告を行い、提出準備を完了さ
せる。
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