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科目 
コード 8125 ナンバ

リング KAB100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 心理学 

科目英語名 Psychology 

担当教員 柿沼 亨祐 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための選択必修科目 

学修内容 人間の心や行動を考える心理学について，各領域から紹介する。 
授業では具体的な事例や簡単な実践を取り入れながら心理学の基礎知識を説明し，日常での経験を心理学的な

視点から考えることを目的とする。 
またグループワークを通して，知識のアウトプットやディスカッションを行う。 

学修成果 
到達目標 

1. 習得した心理学の基礎知識について説明することができる。 
2. 学習した知識や心理学的視点から，日常的な問題について考えることができる。 
3. 他者とディスカッションをする能力を高める。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション：心理学とは なし 心理学の興味のある分野に

ついて調べる (2 時間)。 

２ 
パーソナリティ，知覚と注意 心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

３ 
認知①：短期記憶と長期記憶 心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

４ 
認知②：記憶と感情  
前回の内容の小テスト 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

５ 
認知③：認知心理学のまとめ 
前回の内容の小テスト 
グループワーク 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

６ 
学習①：古典的条件づけ 心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

７ 
学習②：古典的条件づけ 
前回の内容の小テスト 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

８ 
学習③：オペラント条件づけ 
前回の内容の小テスト 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

９ 
学習④：学習心理学のまとめ 
前回の内容の小テスト  
グループワーク 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

10 
社会①：他者の影響力 心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

11 
社会②：社会的認知 
前回の内容の小テスト 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

12 
社会③：社会心理学のまとめ 
前回の内容の小テスト 
グループワーク 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

13 
臨床①：精神疾患 心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 



14 
臨床②：カウンセリングと心理療法 
前回の内容の小テスト 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(2 時間)。 

15 
臨床③：臨床心理学のまとめ 
前回の内容の小テスト 
グループワーク 

心理学の知見について，日

常生活での応用を考える(2
時間)。 

授業で習った心理学の知見

について，復習をしておく

(4 時間)。 

 

教科書 指定教科書はないので、担当講師から必要に応じてプリントを配布する。 

参考書 「心理学概論」 ISBN978-4-7795-0830-1 岡市廣成・鈴木直人監修 ナカニシヤ出版 2014 年 

成績評価 
方法・基準 

授業態度(30%)，理解度(70%) 

備考 単元ごとに小テストを実施して理解度を確認します。 
グループワークを複数回実施します。 
スライドを使用して授業を行います。 

 



科目 
コード 8145 ナンバ

リング KAB200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会学 

科目英語名 Sociology 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格必修科目 
社会福祉士選択必修科目 

学修内容 社会学の本質的な考え方や基本概念を理解し、修得することで、自分たちの生活世界と社会のありようとを関

連づけて考える力（社会学的想像力）を身につける。 
学修成果 
到達目標 

社会学の本質的な考え方や基本概念を理解して例証できる。 
社会学的想像力を身につけ推論できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 社会学の視点（講義およびグループワーク） シラバスの確認 資料熟読（２時間） 

２ 
なぜ人は社会を作るのか（講義およびグループワーク） 資料通読・配布資料作成

（２時間） 
資料熟読・配布資料作成

(2 時間) 

３ 
第１サイクル準備（グループワーク） 配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成(2
時間) 

４ 
つきあいと儀礼（報告） 配布資料・企画書・評価

票作成（２時間） 
配布資料・企画書・評価

票作成(2 時間) 

５ 
身体の文化（報告） 配布資料・企画書・評価

票作成（２時間） 
配布資料・企画書・評価

票作成(2 時間) 

６ 
逸脱と統制の文化（報告） 配布資料・企画書・評価

票作成（２時間） 
配布資料・企画書・評価

票作成(2 時間) 

７ 
グローカル社会の文化（報告） 配布資料・企画書・評価

票作成（２時間） 
配布資料・企画書・評価

票作成(2 時間) 

８ 
小括とフィードバック フィードバック用資料

作成（２時間） 
資料熟読・配布資料作成

(2 時間) 

９ 
第２サイクル準備 資料熟読・配布資料作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成(2
時間) 

10 
出生（報告） 配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成(2
時間) 

11 
恋愛（報告） 配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成(2
時間) 

12 
親子（報告） 
 

配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成(2
時間) 

13 
教育（報告） 配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料・企画書作成

（２時間） 

14 
ピアヘルピング（報告） 配布資料・企画書作成

（２時間） 
配布資料通読（２時間） 

15 
価値判断からの自由 （講義・フィードバック・グループワーク） フィードバック用資料

作成（２時間） 
学びのチャート作成（4
時間） 

 

教科書 使用しない。資料配布する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

配布資料・企画書・評価票（70％） 学びのチャート（30％） 

備考 この授業は教職員・受講者以外の学生などにも公開する 

 



科目 
コード 8135 ナンバ

リング KBB200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 日本の憲法 

科目英語名 Constitution of Japan 

担当教員 竹村 和也 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許、幼稚園教諭免許取得のための必修科目、介護福祉士資格取得のための選択必修科

目 
学修内容 憲法は国の基本法です。憲法は国の原則を定めた法です。この意味で憲法は「設計図」です。設計図の憲法を

具体化するために、国会により法律がつくられます。この授業では、憲法を中心に、わが国の基本的な法のあ

り方について学び、さらにあるべき法のあり方についても考えることを目的とします。 

学修成果 
到達目標 

１）わが国の基本的な法のあり方についての基礎知識を有する。 
２）法のあり方についての批判的な視点を持つ。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション（日本の法と憲法)統治の仕組み（国会①）  授業での配布物の講読

(90 分) 

２ 
統治の仕組み（国会②・内閣・裁判所） 授業で配布する新聞記

事について調べておく

こと(90 分) 

確認テストの準備 (90
分) 

３ 
日本国憲法の成り立ち① 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

４ 
日本国憲法の成り立ち② 
憲法の基本原理 

授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

５ 
財産権と財産に関する法 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

６ 
平等権と家族に関する法 授業での配布物の事前

の講読(90 分) 
確認テストの準備 (90
分) 

７ 
幸福追求権と自己決定権 授業で配布する新聞記

事について調べておく

こと(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

８ 
生殖に関する法（産む権利・産まない権利） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

確認テストの準備 (90
分) 

９ 
８回までのふりかえりとまとめ 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

確認テストの準備 (90
分) 

10 
刑事人権と捜査・裁判に関する法①（捜査と法） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

11 
刑事人権と捜査・裁判に関する法②（裁判と法） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 

12 
刑事人権と捜査・裁判に関する法③（わが国の捜査・裁判の問題点） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

確認テストの準備 (90
分) 

13 
労働権と労働に関する法①（労働基準） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

理解を深めるためのテ

キストの講読(90 分) 



14 
労働権と労働に関する法②（労働についての最近の動向） 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

確認テストの準備(180
分) 

15 
ふりかえりとまとめ 授業で指示する箇所に

ついてテキストの事前

の講読(90 分) 

確認テストの準備 (90
分) 

定期試験 

教科書 竹下賢・沼口友則・角田猛之・竹村和也編著 『入門法学』 晃洋出版 2018 年 

参考書 青井未帆 『憲法を守るのは誰か』 （幻冬舎ルネッサンス新書、2013 年） 
森炎 『裁判所ってどんなところ?』（ちくまプリマ―新書、2016 年） 
鎌野邦樹 『不動産の法律知識 第 2 版』（日本経済新聞出版社、2017 年） 
今村核 『冤罪と裁判』（講談社現代新書、2012 年） 

成績評価 
方法・基準 

授業中に行う小テスト、及び 2 回の筆記試験による評価 90% 
授業への積極的な参加や課題の提出などによる評価 10％ 

備考 授業中に質問をすることは他の受講者の理解に資することになりますから、授業を中断して質問をすることを

歓迎します。質問をしないで「分からない」と言うことは許されません。 受講者の関心に応じ、また法律に

関連する事件や問題が発生すれば、授業計画を変更することもあります。 

 



科目 
コード 8105 ナンバ

リング KAB205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 人権と差別 

科目英語名 Human Rights and Discrimination 

担当教員 西岡 由郎 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 １  生きることの根本に関わる人権の歴史と現実について学ぶ。 
２  人権とは何か、差別を生み出すメカニズムとはどのようなものかについて、「普遍的な視点」と「個別的な

視点」の両方からアプローチし、人権や人権問題に対する理解と認識を深める。 

学修成果 
到達目標 

１  「すべての人間の尊厳」を実現する方向に人権感覚や意識の高揚を図り、個別カテゴリーの人権問題を認

識して、その解決に向けて自分自身や社会がどのようにしたらいいのかを考察する力を身に付けることができ

る。 
２  人権が侵害されている構造を明らかにし、どのような解決課題があるのか、また状況への対応についての

実践的な行動等について説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しをもつ。 
人権文化の創造について学ぶ。 

シラバスを読み、講義の

全体計画を把握してお

くこと。 
教科書に目を通し、これ

まで人権や差別の問題

にどのように向き合っ

てきたかをまとめてお

くこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

２ 

人権教育（Ⅰ）「普遍的な視点からのアプローチ」を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

人権における普遍的な

視点について教科書の

該当箇所を熟読し、今日

的な課題等を整理して

おくこと。 
120 分 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

３ 

人権教育（Ⅱ）「個別的な視点からのアプローチ」を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

人権における個別的な

視点について教科書の

該当箇所を熟読し、今日

的な課題等を整理して

おくこと。 
2 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

４ 

差別について考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

様々な人権侵害や差別

の現状について教科書

の該当箇所を熟読し、今

日的な課題等を整理し

ておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

５ 

国連及び日本国内における人権への取組を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

国連及び日本国内にお

ける人権への取組につ

いて教科書の該当箇所

を熟読し、今日的な課題

等を整理しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

６ 
女性の人権を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

女性の人権について教

科書の該当箇所を熟読

し、今日的な課題等を整

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい



理しておくこと。 
２時間 

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

７ 

子どもの人権を考える。  
〔グループ・ディスカッション〕 

子どもの人権について

教科書の該当箇所を熟

読し、今日的な課題等を

整理しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

８ 

高齢者の人権を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

高齢者の人権について

教科書の該当箇所を熟

読し、今日的な課題等を

整理しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

９ 

障がい者の人権を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

障がい者の人権につい

て教科書の該当箇所を

熟読し、今日的な課題等

を整理しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

10 

同和問題を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

同和問題について教科

書の該当箇所を熟読し、

今日的な課題等を整理

しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

11 

外国人の人権を考える。 
〔グループ・ディスカッション〕 

外国人の人権について

教科書の該当箇所を熟

読し、今日的な課題等を

整理しておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

12 

様々な人権・差別（Ⅰ）を考える。 
（①ＨＩＶ感染者 ②ハンセン病回復者 ③セクシュアル・マイノ

リティ） 
〔グループ・ディスカッション〕 

ＨＩＶ感染者の人権を

始めとして、差別や偏見

に苦しんでいる人々の

人権について教科書の

該当箇所を熟読し、今日

的な課題等を整理して

おくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

13 

様々な人権・差別（Ⅱ）を考える。 
（④個人情報保護 ⑤インターネットによる人権侵害 ⑥様々な

人権問題） 
〔グループ・ディスカッション〕 

個人情報保護を始めと

して、様々な人権に関わ

る問題について教科書

の該当箇所を熟読し、今

日的な課題等を整理し

ておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

のテーマや内容につい

て人権・差別の視点から

考えておくこと。 
２時間 

14 

授業全体を振り返り、人権と差別の問題についてまとめる。 
〔スピーチ〕 

日本及び世界における

人権や差別に関連する

事象について整理し、そ

れに対する自分の考え

をまとめておくこと。

（１） 

本時に作成した科目終

了レポートへの記述内

容を思い起こし、人権を

尊重する態度や人権感

覚を磨く方途について

まとめておくこと。 



２時間 ２時間 

15 

授業のまとめをし、人権教育への展望をもつ（人権メッセージの作

成と発表）。 
〔グループ・ディスカッション〕 
〔スピーチ〕 

人権や差別に関連する

事象について整理し、そ

れに対する自分の考え

をまとめ、発表に向けて

の準備をしておくこと。

（２） 
２時間 

人権や差別に関する基

本的な内容や今日的な

課題を整理し、すべての

人の基本的人権が尊重

される社会や職場環境

の実現に向けて社会人

としてこれから先どの

ように関わり、取り組ん

でいくか展望をもつ。 
２時間 

 

教科書 「人権情報ガイド ゆまにてなにわ」 大阪府府民文化部人権局 2020 年 
必要に応じて資料を配布する。 

参考書 参考資料を適宜紹介し、説明を加える。 
 

成績評価 
方法・基準 

平常点〔受講態度等を含み、課題及びコミュニケーションカード等の内容〕（４０％）、科目修了レポート及び

まとめ発表（６０ ％）を基に、総合的に評価する。 

備考 新聞やテレビ、インターネット等を通じて人権や差別に関わる話題を柔軟な発想で捉え、関心のあることを整

理しておきましょう。 
適宜、グループ・ディスカッションやスピーチ等の授業形態や内容を取り入れます。 
毎回の授業の最後に学びを振り返り、コミュニケーションカード（レポート報告）を作成します。 

 



科目 
コード 8195 ナンバ

リング KBC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 数の世界 

科目英語名 Introduction to Mathematical Thinking 

担当教員 加藤 慎一 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための選択必修科目 
保育士資格取得のための選択科目 
情報処理士取得のための選択科目 
ビジネス実務士取得のための選択科目 

学修内容 数に関する豊かな見方を、実験や教師と学生あるいは学生同士による対話や議論など能動的、構成的、協同的

な活動を通して身につけることを目指す。 

学修成果 

到達目標 

１．日常生活や社会の事象に潜む数に興味・関心をもつことができる。 

２．日常生活や社会の事象に潜む数に知識・理解をもつことができる。 

３．数に関する新しい見方を、日常生活や社会の事象の考察に活用することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

一筆書 図形を 10 個準備し、その図形

が一筆書きできるかどうかを

調べる（1.5 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、一筆書きの仕組みをまと

め、講義内で扱わなかった一

筆書きできる（より複雑な）図

形を作る（1.5 時間） 

２ 

降水確率 降水確率がどのように決めら

れているかを調べ、まとめる

（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、降水確率の仕組みをまと

め、問題の条件を変え発展さ

せた問題の解決に活用する（2

時間） 

３ 

棒グラフと折れ線グラフ 本や新聞、テレビ、インターネ

ットなどから、棒グラフや折

れ線グラフのデータを収集す

る（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、学んだことを整理する（2

時間） 

４ 

インド式計算 様々な（二位数）×（二位数）

の計算をし、計算結果のきま

りを探る（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、インド式計算の仕組みを

まとめ、インド式計算の練習

をする（1.5 時間） 

５ 

用紙の倍率 国内外における用紙の規格を

調べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、用紙の倍率の仕組みをま

とめ、それらを活用して B 版

の用紙の大きさを求める（2 時

間） 

６ 

誕生日当てゲーム 二進法について調べ、まとめ

る（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、n 進法の計算方法を確認

し、練習をする（2 時間） 

７ 

デジタルとビット 「デジタル」、「ビット」の用語

やそれにかかわる用語とその

意味を調べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、n 進法（n≠10）から 10 進

法に変換する計算方法を確認

し、練習をする（2 時間） 

８ 

身の回りの単位とその歴史 身の回りにある単位を調べ、

まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、身の回りの単位とその歴

史をまとめるとともに、講義

内で扱わなかった身の回りの

単位の歴史を調べ、まとめる



（2 時間） 

９ 

散布図と相関係数 本や新聞、テレビ、インターネ

ットなどから、散布図や相関

係数のデータを収集する（2 時

間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、学んだことを整理する（2

時間） 

10 

数の歴史 国内外で使用されている数に

ついて調べ、まとめる（1.5 時

間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、数の歴史をまとめる（2 時

間） 

11 

モンティホール・ジレンマ（グループ・ワーク） 条件付き確率について調べ、

まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、モンティホール・ジレンマ

の仕組みをまとめ、問題の条

件を変え発展させた問題の解

決に活用する（2 時間） 

12 

乗り物の座席数（問題解決型学習） 一次不定方程式について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、人数と乗り物の座席数の

関係をまとめ、問題の条件を

変え発展させた問題の解決に

活用する（2 時間） 

13 

特殊なさいころの出る目（グループ・ワーク） 確率について、確率の計算方

法について調べ、まとめる（2

時間） 

本時の講義の内容をふりかえ

り、特殊なさいころの出る目

の仕組みをまとめ、問題の条

件を変え発展させた問題の解

決に活用する（2 時間） 

14 

SDGs（持続可能な開発目標）（グループ・ディスカッ

ション） 

SDGsについて調べ、まとめる

（2 時間） 

グループ・ディスカッション

をふりかえり、学んだことを

整理する（2 時間） 

15 

まとめとふりかえり これまでの講義の内容をふり

かえり、特に興味・関心をもっ

た内容についてまとめる（3 時

間） 

これまでの講義の内容をふり

かえり、特に興味・関心をもっ

た分野について考察を深める

（3 時間） 

 

教科書 授業時に適宜資料を配布する 

参考書  

成績評価 

方法・基準 

授業態度（30%） 課題（30%） 理解度（40%） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 高等学校での教員経験があり、かつ講師として小・中学校で授業を行った経験がある教員が、小・中・高等学

校での学習内容、ここでは特に日常生活や社会の事象に潜む数に関する教材を用いながら、学生の数に関する

豊かな見方をはぐくむ科目である。 



科目 
コード 8115 ナンバ

リング KAC100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 文字とことばの歴史 

科目英語名 History of Writing and Language 

担当教員 宮川 久美 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択必修科目 

学修内容 ・学びの場である「奈良」に関することについて様々な視点から理解を深める。 
・文字を持たない国であった日本にどのようにして文字が伝来し、どのように受容し工夫して日本語を表記す

ることができるようになったかを知り、さらに現代日本語へどのように変化していったかを知る。 
 

学修成果 
到達目標 

中国における漢字の発生や日本にどのようにして伝わったかを説明することができる。 
木簡、正倉院文書、金石文等に触れ、万葉仮名について知り、万葉仮名で書かれた万葉集を読むことができる。 
古事記を読み、いくつかのお話を挙げることができる。 
五十音図の歴史について説明できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

文字の伝来とその受容―金印・貨幣・鏡等・木簡・付け札・文書等 
 

金印・古代の鏡などの写

真を見て関心を持つ

(0.5 時間) 
 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

２ 

奈良時代の音声・音韻―万葉仮名と韻鏡 
 

万葉集についてどのよ

うなものか調べておく

(0.5 時間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

３ 

奈良時代の文字―万葉仮名 
 

万葉仮名とは何か、調べ

ておく(0.5 時間) 
 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

４ 

万葉集の歌を紹介し、それぞれの歌について説明する。 
 

図書館で万葉集の歌を

見ておく。(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

５ 

図書館で万葉集に関する本をひもとき、 
好きな歌を選び、万葉仮名でどのように書かれていたか、調べ、歌

を鑑賞する。 
 

万葉集の歌を載せた本

を図書館で探し、好きな

歌を見つける。(0.5 時

間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

６ 

奈良時代の写経事業と写経所文書について概説する。 
 

東大寺大仏について調

べておく(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

７ 

正倉院文書を読む（月借銭解） 
 

東大寺の正倉院につい

て調べておく(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

８ 

正倉院文書を読む（請暇解） 
 

正倉院文書にはどのよ

うなものがあるのか、図

書館で調べておく (0.5
時間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

９ 

９）正倉院文書を読む（啓・帳簿） 
 

正倉院宝物について図

書館で調べておく (0.5
時間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 



10 

古事記と日本書紀の違いを学ぶ。古事記を読む。 
 

古事記について調べて

おく(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

11 

古事記は神話として児童書や絵本にもなっている。図書館で古事記

の物語の中から一つ選んで読み、感想を書く。 
 

図書館にある古事記の

本を見ておく(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

12 

平安時代の音声と音韻―あめつちの歌・たゐにの歌・いろは歌 
 

あめつちの歌とは何か

しらべておく(0.5 時間) 
配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

13 

国語化した漢語―土佐日記・源氏物語・枕草子等より 
 

土佐日記・源氏物語・枕

草子について、制作年代

や作者について調べて

おく(0.5 時間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

14 

五十音図・辞書 
 

五十音図を書いてもっ

てくること。図表として

の規則性に留意するこ

と。(0.5 時間) 

配付した資料をすべて

見て講義内容を思い出

し、ノートを整理する。

(0.5 時間) 

15 
ふりかえりとまとめ 
 

これまで配付した資料

を整理し、すべて見直し

てくること(0.5 時間) 

日本人にとっての漢字

の意味について考える。

(0.5 時間) 

 

教科書 使用しない。適宜資料を配付する。 

参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業に取り組む態度、質疑応答、発言内容等による評価（30％） 提出物による評価（70％） 

備考  

 



科目 
コード 8117 ナンバ

リング KAC110 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 奈良の食と文化 

科目英語名 Food and Culture of Nara 

担当教員 池内 ますみ、島村 知歩 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択必修科目 

学修内容 ・学びの場である「奈良」に関することについて、様々な視点から理解を深める。   
   
・様々な奈良の食事（料理）、食材を写真で見て作り方を学んだり、試食や実習でおいしさを知ることにより、

奈良の食事の良さを見い出し、食生活を豊かにする。 
学修成果 
到達目標 

・奈良の食材を使用した料理や郷土料理、行事食の作り方やおいしさを知ることにより、奈良の食事の良さに

ついて説明できる。       
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
奈良の食生活の現状 奈良の特産品を調べよ

う（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

２ 
日本食物史（奈良時代の食事） 奈良の古代食を調べて

みよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

３ 
古代食を味わう 奈良の古代食を調べて

みよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

４ 
寺社の食事 奈良駅（近鉄・JR)界隈

の寺社について調べて

みよう（1 時間） 

学修内容を整理する（1
時間） 

５ 
地域と食 奈良県の農産品につい

て調べてみよう（1 時

間） 

学修内容を整理する（1
時間） 

６ 
郷土料理を味わう 奈良の郷土料理につい

て調べよう（0.5 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

７ 
現代につながる加工品（乳製品・漬物・醤・味噌・清酒） 発酵食品について調べ

よう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

８ 
地域と食（葛） 葛とその利用法につい

て調べよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

９ 
行事と食事 日本の伝統行事につい

て調べてみよう（1 時

間） 

学修内容を整理する（1
時間） 

10 
行事食を味わう 行事食について調べて

みよう（0.5 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

11 
大和茶 大和茶について調べて

みよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

12 
日本の麺文化と三輪そうめん 三輪そうめんについて

調べてみよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

13 
近年の取り組み（大和伝統野菜・採れたて野菜・肉類） 大和野菜について調べ

てみよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

14 
大和野菜を味わう 大和野菜の調理法を調

べよう（1 時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

15 
これからの奈良の食（まとめ・発表） 発表課題に取り組む（2

時間） 
学修内容を整理する（1
時間） 

 



教科書 教科書は使用しない。資料を配付するので、各自ファイルを用意し、綴じてください。 

参考書 "・藤本幸平他編「日本の食生活全集 聞き書 奈良の食事」 
  農山漁村文化協会 1992 年  ISBN 4-540-92003-0"      
・田中敏子著「大和の味」（改訂版）奈良新聞社 1988 年 ISBN 4888560099 

成績評価 
方法・基準 

"平常点（受講姿勢、積極性など）（50％） 課題（40％） 
プレゼンテーション力（10％） 

備考 ・受講生数に限りがあります。（30 名）      
・食物栄養コースの学生は専門科目の内容と重複するため受講はできません。   
   
・この授業では調理実習も行います。各自エプロンと三角巾（バンダナなど）を準備してください。 
     
（使用する際には事前にお知らせします。忘れた場合は受講できません。） 

 



科目 
コード 8118 ナンバ

リング KAC115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 奈良の伝統行事 

科目英語名 Traditional Events of Nara 

担当教員 奈良まほろばソムリエの会 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択必修科目 

学修内容 ・学びの場である「奈良」に関することについて様々な視点から理解を深める 
・奈良の伝統行事の実際について、配布資料・パワーポイント・動画による授業構成で、わかりやすく説明。 
・伝統行事の現地に足を運び、行事を体感する 
・伝統行事を営む社寺についての由緒や歴史を学ぶ 

学修成果 
到達目標 

奈良県下の伝統行事について概要を把握し、その由緒や意図、社寺の歴史を理解し説明できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション／奈良県の概略と奈良の伝統行事の特異性に

ついて／プレ授業として「采女祭り」と猿沢池にまつわる伝説 
 猿沢池湖畔に描かれた

案内文を読みながら一

周する(1.5 時間) 

２ 
奈良の世界遺産の紹介（動画を含む）／鹿野園町につて（町名の由

来など） 
奈良の世界遺産につい

て予習(0.5 時間) 
奈良の世界遺産につい

て復習（1 時間） 

３ 
●秋の行事：「鹿の角切り」と「奈良の鹿」について／奈良豆比古神

社「翁舞」・八柱神社「題目立」 
「奈良の鹿愛護会」HP
を調べる(1 時間) 

興福寺菩提院を参拝 
(1 時間) 

４ 
●秋の行事：談山神社「けまり祭」／始まりの奈良に関係する行事

（饅頭祭・献氷祭・菩提もと清酒祭・珠光忌など） 
談山神社の予習(0.5 時

間) 
林神社か氷室神社参拝

(1.5 時間) 

５ 
●夏の行事：金峯山寺蓮華会（蛙飛び行事と大和高田奥田の蓮とり）

と役行者について／龍田大社「風鎮大祭」 
役行者について調べる

（1 時間） 
金峯山寺について復習

(1 時間) 

６ 
●初夏の行事：率川神社「ゆり祭り」／當麻寺「練供養会式」と中

将姫伝説 
當麻寺について予習(1
時間) 

ならまち散策(１時間) 

７ 
●春の行事：県下のお田植祭と節分祭／唐招提寺「うちわまき」 節分につて予習、唐招提

寺と興福寺について予

習(1.5 時間) 

興福寺散策（1 時間） 

８ 
●冬の行事：春日大社と「春日若宮おん祭」について 春日大社と春日若宮社

を参拝(1.5 時間) 
「春日若宮おん祭」復習

(1 時間) 

９ 
●冬の行事：祭りと火について／「茅原のとんど」／陀陀堂「鬼走

り」／「若草山山焼き」 
若草山について予習

（0.5 時間） 
若草山山麓と奈良公園

を散策(1 時間) 

10 
●冬の行事：東大寺二月堂「お水取り」と東大寺について 東大寺の予習 (０.5 時

間) 
東大寺散策と二月堂参

拝（2 時間） 

11 
●新春の行事：薬師寺「花会式」、新薬師寺「おたいまつ」 薬師寺について予習（0・

5 時間） 
新薬師寺参拝(１時間) 

12 
春日大社、興福寺、若草山、奈良公園と、奈良の鹿について。およ

び「鹿の角切り」行事の復習 
※プレゼンテーションのグループワークの班を決める 

奈良公園管理事務所ホ

ームページを調べる

(0.5 時間) 

奈良公園、若草山、春日

大社、興福寺について授

業内容の復習（1 時間） 

13 
プレゼンテーション準備…グループワークでの「奈良と鹿」のガイ

ド用プレゼンテーション準備 
奈良公園の鹿について

（1 時間） 
プレゼンテーション準

備(２時間) 

14 
「まほろばかるた」大会実施／プレゼンテーション準備…グループ

ワークでの「奈良と鹿」のガイド用プレゼンテーション準備 
プレゼンテーション準

備(1 時間) 
プレゼンテーション準

備(２時間) 

15 
プレゼンテーション…グループごとに「奈良と鹿」を観光客（友人・

子供・その他）に模擬ガイド（パワーポイント使用他） 
プレゼンテーション準

備(2 時間) 
 

 



教科書 適宜提示する(パワーポイントと DVD と配布資料を中心に) 

参考書 導入(準備) 『日本人のしきたり』 飯倉晴武士著 青春出版社 
標準(基礎) 『映像で見る 奈良まつり歳時記』 武藤康弘著 ナカニシヤ出版 
主な行事を DVD で紹介 

成績評価 
方法・基準 

「奈良と鹿」プレゼンテーション…構成力と資料の提示・テーマに沿っていたか・発表時間の厳守・発表の表

現力（声量、スピード、わかりやすさなど）＝(７0％) ／予習復習の実施と授業への参加度＝(３0％) 

備考 授業で説明した行事への参加、社寺などへの参拝をして、奈良に親しんでいただきたい。 

 



科目 
コード 8119 ナンバ

リング KAC120 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 奈良の伝統工芸 

科目英語名 Traditional Arts and Crafts of Nara 

担当教員 阪本 修、池田 匡志、安達 えみ、葛上 知子、阪本 小雪、中尾 将啓 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択必修科目 

学修内容 奈良には長年受け継がれてきた様々なジャンルの工芸があります。工芸とはそれぞれの地域で培われてきたそ

の土地の個性でもあります。その土地で受け継がれてきた技術・素材・作品、またそれらの歴史を知ることで、

その他の地域に根付く文化の多様さにも気付くことができます。工芸の現場で仕事をする職人・作家の声を聞

き、ワークショップなどをとおして奈良の工芸について学び、その「気付き」を発展させ未来へと受け継いで

いく意識を育む事を目的とします。 
学修成果 
到達目標 

奈良の工芸について関心と理解を深めることができる。学習をとおして課題を発見し、また課題解決能力を身

に着けることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オープニング「担当教員の自己紹介・各レクチャーの説明」（阪本

修・池田・葛上・中尾・安達・阪本小雪） 
 各レクチャーの説明後

web・関連図書などを参

考に予習(180 分) 

２ 
レクチャー「奈良墨・筆について① 工芸品を選ぶ理由」（葛上）  授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

３ 
レクチャー「奈良墨・筆について② 失われたものと残すべきモノ」

（葛上） 
前授業のふりかえり 
(20 分) 

授業内容の整理・レポー

トのまとめ(60 分) 

４ 
レクチャー「赤膚焼について① 器について」（中尾）  授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

５ 
レクチャー「赤膚焼について② お茶会」（中尾） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
 

授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

６ 
レクチャー「奈良の仏像について① 仏像のみかた」（安達）  授業内容の整理・レポー

トのまとめ(60 分) 

７ 
レクチャー「奈良の仏像について② 仏像のみかた」（安達） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
授業内容の整理・レポー

トのまとめ(60 分) 

８ 
レクチャー「奈良の仏像について③ 奈良の寺社」（安達） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

９ 
レクチャー「奈良一刀彫について① 一刀彫の歴史と変遷 」（阪

本小雪） 
 授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

10 
レクチャー「奈良一刀彫について② 制作について」（阪本小雪） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

11 
レクチャー「奈良漆器について① 漆について」（阪本修）  授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

12 
レクチャー「奈良漆器について② 制作について」（阪本修） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
 

授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

13 
レクチャー「奈良漆器について③ 漆工品について」（阪本修） 前授業のふりかえり 

(20 分) 
 

授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 



14 
レクチャー「奈良団扇について① 奈良団扇について」（池田）  授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

15 
レクチャー「奈良団扇について② 工芸と現代的産業の対比」（池

田） 
前授業のふりかえり 
(20 分) 
 

授業内容の整理・レポー

トのまとめ 
(60 分) 

 

教科書   
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度 60％（10％＋10％＋10％＋10％＋10％＋10％） 授業態度 20％  積極性 20％ 

備考 ＊内容または順番を変更することがあります。 
各レクチャーの授業内で質疑応答をしつつレポートにまとめる時間を設けます。授業後レポートを担当教員に

提出。 

 



科目 
コード 8205 ナンバ

リング KAB105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 日本語・日本事情Ⅰ 

科目英語名 Japanese・Japanese situation Ⅰ 

担当教員 宮川 久美 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 春から秋にかけての日本における事象を題材に、様々な分野の記事を取り上げ、速読と精読を通して新聞で扱

われている話題について理解し、日本文化・日本事情を知る。また、そこに出てくる語彙・語法を修得し、独力

で新聞を読める力を身につける。 
 

学修成果 
到達目標 

春から夏にかけての日本の伝統行事や日本の伝統食を知り、簡単な説明をすることができる。 
春から夏にかけての時期に関連した現代日本の文化・教育事情・科学・経済・政治・法律・習慣・敬語・マナー

について理解し、日本社会において活用することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
 自己紹介・挨拶の仕方・マナーについて 
 

自己紹介の練習をして

くる(1 時間) 
クラスメートの名前を

覚え、カタカナで書ける

ようにする(1 時間) 

２ 
 奈良町を見学する（学外） 
 

奈良について図書館で

調べてくる(1 時間) 
印象深かったことを人

に説明できるようにす

る(1 時間) 

３ 
 新聞に関する基礎知識 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

４ 
 日常生活に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

５ 
春夏の年中行事に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

６ 
 秋冬の年中行事に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

７ 
 文化に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

８ 
 教育に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

９ 
 ９）海外の出来事を取り上げた記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

10 
科学に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

11 
最近話題になった事件に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

12 
経済に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

13 
政治・法律に関する記事を読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

14 
社説やコラムを読む 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

15 
日本の事情・自国の事情を比較して説明し合う 
 

事前に配付された資料

を読んでくる(1 時間) 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える(1 時間) 

 



教科書 使用しない。適宜資料を配付する。 

参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業における聞き取り、発話による評価（40％） 提出物による評価（60％） 

備考 第 2 回に学外見学を実施する予定。但し、進度によって実施する回は変更する可能性もある。 

 



科目 
コード 8210 ナンバ

リング KAB110 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 日本語・日本事情Ⅱ 

科目英語名 Japanese・Japanese situation Ⅱ 

担当教員 宮川 久美 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 秋から冬にかけての日本における事象を題材に、様々な分野の記事を取り上げ、速読と精読を通して新聞で扱

われている話題について理解し、日本文化・日本事情を知る。また、そこに出てくる語彙・語法を修得し、独力

で新聞を読める力を身につける。 
 

学修成果 
到達目標 

秋から冬にかけての日本の伝統行事や日本の伝統食を知り、簡単な説明をすることができる。 
秋から冬にかけての時期に関連した現代日本の文化・教育事情・科学・経済・政治・法律・習慣・敬語・マナー

について理解し、日本社会において活用することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

 新聞に関する基礎知識 
 

1 時間 
図書館にある新聞を見

て各新聞の一面記事を

見比べてくる。 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

２ 

 新聞の構成・読み方 
 

1 時間 
奈良について図書館で

調べてくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える  
 

３ 
 読者の意見や投書を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

４ 
 日常生活に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

５ 

正倉院展観覧（学外） 1 時間 
事前に配付された正倉

院についての資料を読

んでくる 

1 時間 
正倉院展の展示物につ

いて印象に残ったもの

を報告できるようにす

る。 

６ 
 秋冬の年中行事に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

７ 
 文化に関する記事を読む 
  
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

８ 
 教育に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

９ 
９）海外の出来事を取り上げた記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

10 
科学に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

11 
最近話題になった事件に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 



12 
経済に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

13 
政治・法律に関する記事を読む 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

14 

 
奈良町を見学する（学外） 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
奈良町見学で印象に残

ったものを報告できる

ようにする。 

15 
日本の事情・自国の事情を比較して説明し合う 
 

1 時間 
事前に配付された資料

を読んでくる 

1 時間 
資料を整理し、新出単語

や表現を覚える 

 

教科書 使用しない。適宜資料を配付する。 

参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業における聞き取り、発話による評価（40％） 提出物による評価（60％） 

備考 第 2 回に学外見学を実施する予定。但し、進度によって実施する回は変更する可能性もある。 

 



科目 
コード 8110 ナンバ

リング KBA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 国語表現法 

科目英語名 Practical Japanese 

担当教員 西薗 有加利 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 １.本講義では、国語表現について学ぶと共に、毎回、練習問題に取り組むことによって問題意識を持ち、疑問

点や曖昧だった点をはっきり認識できるようにする。 
２.待遇表現についてその根本精神・態度とともに学ぶ。 
３.手紙・はがきの書き方を学ぶ。 
４.常用漢字および熟字訓の読み書き・熟語の構造を学ぶ。 
５.現代仮名遣い・送り仮名の本則と許容（ゆれ）について学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

１.適切な待遇表現の運用ができるようになる。 
２.手紙・はがきが書けるようになる。 
３.常用漢字および熟字訓の読み書きが正確にできるようになる。 
４.熟語の構造を説明できるようになる。 
５.現代仮名遣い・送り仮名が本則に従って正しく使用でき、許容（ゆれ）についても理解して使用できるよう

になる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

資料の調べ方・図書館の活用方法 
  
 

図書館で本の配列をな

がめておく（2 時間） 
図書館で資料の検索の

仕方や必要な資料の所

在を確かめる練習をす

る（2 時間） 

２ 

待遇表現――相手や周囲の人を尊重する根本精神 
 

気になる敬語や言葉遣

いについてメモしてく

る（2 時間） 

授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

３ 

待遇表現――敬語の正しい使い方 
 

文化庁ホームページの

国語政策のところをみ

てくる（2 時間） 

授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

４ 

待遇表現――婉曲表現について 教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

５ 

接客・電話の応対について 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

６ 

手紙・はがきの書き方 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

７ 

漢字の成り立ちについて学ぶ 教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

８ 
漢字の音と訓・国字について学ぶ 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 



 

９ 

会意形声文字について、音を表す部分・意味を表す部分について知

る 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

10 

漢字の部首について、名称・意味・組み立てを確かめる 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

11 

漢和辞典の編集方針により部首分類に違いがあることを確かめる 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

12 

音読み・訓読み・熟字訓などについて学ぶ 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

13 

熟語の構造を学ぶ 
 

教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

14 

五十音図によってわかること――正しい現代仮名遣いを確認する 教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

15 

送り仮名の付け方の原則および許容（ゆれ）を学ぶ 教科書の当該箇所を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を復習し、新し

い知見を定着させる（2
時間） 
 

 

教科書 丸山顯徳編著 「キャリアアップ国語表現法 十九訂版」 嵯峨野書院 978-4-7823-0584-3 

参考書 新しい国語表記ハンドブック 第八版  三省堂編修所 
ISBN-10: 4385211396 
ISBN-13: 978-4385211398 

成績評価 
方法・基準 

学習したこと全てを完全に身につけることを到達目標とする。 
授業参加度・発言内容などによる評価(15%) 理解度(85%) 

備考  

 



科目 
コード 8215 ナンバ

リング KBA105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 日本語Ⅰ 

科目英語名 Advanced Class of Japanese  literacy Ｉ 

担当教員 宮川 久美 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 ・幅広い話題について書かかれた新聞や雑誌の記事・解説、評論などを読み、文法・文字・語彙を学ぶ。 
・自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、要旨を把握する練習を

する。 
・専攻する分野の専門用語やトピックについて学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

・幅広い話題について書かかれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読よんで文

章の内容を理解することができる。 
・一般的な話題に関する読み物を読よんで、話の流れや表現意図を理解することができる。 
・日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話

の流や内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。 
・専攻する分野の専門用語やトピックについて理解を深める。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
教科書の第 1 章を学ぶ。 
 

新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

２ 
教科書の第 2 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

３ 
教科書の第 2 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

４ 
教科書の第 1 章・第 2 章のトピックに関連する新聞記事を読む 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

５ 
教科書の第 3 章を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

６ 
教科書の第 4 章を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
 

習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

７ 
教科書の第 3 章・第 4 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 
 

新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

８ 
教科書の第 5 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

９ 
教科書の第 5 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

10 
教科書の第 5 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

11 
教科書の第 6 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 



12 
教科書の第 6 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

13 
教科書の第 6 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

14 
教科書の第 7 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

15 
教科書の第 7 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

 

教科書 TRY! 日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版 

参考書 時宜にかなった新聞記事を教材として配付する。 

成績評価 
方法・基準 

授業の理解度（50％）課題の提出状況（50％） 

備考  

 



科目 
コード 8216 ナンバ

リング KBA110 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 日本語Ⅱ 

科目英語名 Advanced Class of Japanese  literacy Ⅱ 

担当教員 宮川 久美 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 ・幅広い話題について書かかれた新聞や雑誌の記事・解説、評論などを読み、文法・文字・語彙を学ぶ。 
・自然なスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、要旨を把握する練習をする。 
・専攻する分野の専門用語やトピックについて学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

・幅広い話題について書かかれた新聞や雑誌の記事・解説、評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容

を理解することができる。 
・一般的な話題に関する読み物を読よんで、話の流れや表現意図を理解することができる。 
・日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然なスピードの、まとまりのある会話やニュースを聞いて、話の流

れや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握したりすることができる。 
・専攻する分野の専門用語やトピックについて理解を深める。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
教科書の第 8 章を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

２ 
教科書の第 9 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

３ 
教科書の第 9 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

４ 
第 8 章・第 9 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

５ 
教科書の第 10 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

６ 
教科書の第 10 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

７ 
教科書の第 11 章を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

８ 
教科書の第 10 章・第 11 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

９ 
教科書の第 12 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

10 
教科書の第 12 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

11 
教科書の第 13 章の 1 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 



12 
教科書の第 13 章の 2 を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

13 
教科書の第 12 章・13 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

14 
教科書の第 14 章を学ぶ。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

15 
教科書の第 14 章のトピックに関連する新聞記事を読む。 新出単語を辞書で調べ

てくる（0.5 時間） 
習った表現を用いてそ

れぞれ２つずつ例文を

作る。（0.5 時間） 

 

教科書 TRY! 日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語 ベトナム語版 

参考書 時宜にかなった新聞記事を教材として配付する。  
 

成績評価 
方法・基準 

授業の理解度（50％）課題の提出状況（50％） 

備考  

 



科目 
コード 8305 ナンバ

リング KAA100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期・後期 

科目名 英語Ⅰ 

科目英語名 EnglishⅠ 

担当教員 キャンベル早川久美子 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択科目、小学校教諭免許、幼稚園教諭免許、保育士資格取得のための選択必修科目 

学修内容 １．発話やり取りを中心に、基本的な英語理解力をつける。 
２．場面別の話題を通して、語彙力と基礎文法の理解ならびに文化への関心を深める。 
３．自己表現文を試みる。 

学修成果 
到達目標 

「読む」「聞く」「話す」「書く」全般にわたる基礎力が培われる。読むことを通して文化的リテラシーを高める

ことができる。自律的学習に向けての語学学習習慣を身につけることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション及び Unit 1 Welcome to Vancourver （基本語

順) 
教科書の該当範囲に目

を通し、学習展開を捉え

ておく(10 分) 

語彙を整理し、場面によ

る表現を復習する (30
分) 

２ 
Unit1 Welcome to Vancourver  (be 動詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

３ 
Unit 2 Ryo Loves San Fracisco  (一般動詞の現在形) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

４ 
Unit 3 A British City in Canada?  (代名詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

５ 
Unit 4 L.A. Style (進行形) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

６ 
Unit 5 The Canadian Rockies  (時と場所を表す前置詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

７ 
Unit 6 The Grand Canyon （可算名詞・不可算名詞） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

８ 
１～６までの復習と確認 １～６の基本語彙、文法

を中心に整理しておく

(40 分) 

理解の不十分であった

ところの復習(20 分) 

９ 
Unit 7 T.O.- Toront  Ontario （一般動詞の過去形） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

10 
Unit 8 Big Texas （疑問詞） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

11 
Unit 9 Ottawa The capital （接続詞） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

12 
Unit 10 Funky New Orleans （動名詞・不定詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

13 
Unit11 Charming Guebec City （未来形） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 



14 
Unit12 Frorida Sunshine （現在完了形） 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

15 

７～１２までの復習と確認テスト 確認テストに向けて、７

～１２までの復習をし

ておく確認テスト(50 
分) 

これまでの授業内容を

ふりかえり、再確認する 
(40 分) 
 

 

教科書 English Missions! Starter ミッション型大学英語の総合演習：入門編 
KINSEID 2019 ISBN:978-4-7647-4070-9 

参考書 スタンフォードの「英語ができる自分」になる教室(自由課題用) 

成績評価 
方法・基準 

理解度(60％)、平常点(受講姿勢、課題の提出などを含む)(40％) 

備考 授業には、辞書を用意する。 

 



科目 
コード 8310 ナンバ

リング KAA115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 英語Ⅱ 

科目英語名 EnglishⅡ 

担当教員 キャンベル早川久美子 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択科目、小学校教諭免許、幼稚園教諭免許、保育士資格取得のための選択必修科目 

学修内容 １．英語Ⅰの発展として、実際の英語使用をイメージした実践的英語力に繋げる。 
２．外国の生活・文化に触れながら多様な文化への理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

基礎英語力を身につける。限られた場面での英語表現に慣れ、会話形式の実践的英語を使うことができる。学

修成果を自己発展させるための学修方法を身につけ、実践することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション及び Unit 1 Welcome to the “Big Apple” (現在

形) 
シラバスの提示範囲を

予習しておく（20 分） 
語彙を整理し、場面によ

る表現を復習する（30
分） 

２ 
Unit 1 Welcome to the “Big Apple” (読解・表現) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

３ 
Unit 2 What’s the Boss Like? (代名詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

４ 
Unit 2 What’s the Boss Like? (読解・表現) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

５ 
Unit 3 Masa’s First Day on the Job  (前置詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

６ 
Unit 3 Masa’s First Day on the Job (読解・表現) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

７ 
Unit 4 Summer Fun (過去形) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

８ 
Unit 4 Summer Fun (表現・読解) 提示された範囲の予習

（20 分） 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

（40 分） 

９ 
これまでの復習と確認 提示された範囲の予習

(20 分) 
文 法 確 認 と 適 宜

Reading の音読を含み、

復習する(40 分) 

10 
Unit 5 Hotel Guest Satisfaction (可算名詞・不可算名詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

11 
Unit 6 Brainstorming  (進行形) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

12 
Unit 7 Glad to Be of Service  (WH 疑問文) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

13 
Unit 8 Socializing with Co-Workers  (動名詞・不定詞) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 



14 
Unit 9 Vacation Spots  (未来形) 提示された範囲の予習

(20 分) 
文法確認と Reading の

音読を含み、復習する

(40 分) 

15 
まとめとふりかえり 既習範囲の復習とノー

ト提出の準備（40 分） 
総合的なまとめ（30 分） 

 

教科書 English Missions! : Basic  ミッション型大学英語の総合演習：基礎編， 
KINSEIDO 2019  ISBN:978-4-7647-4071-6 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％） 平常点（受講姿勢、課題の提出などを含む）（50％） 

備考 授業には、辞書を用意する。 

 



科目 
コード 8325 ナンバ

リング KAA105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 英会話 

科目英語名 English Ｃonversation 

担当教員 キャンベル早川久美子 

資格・免許

との関連 
卒業のための選択科目、小学校教諭免許、幼稚園教諭免許、保育士資格取得のための選択必修科目 

学修内容 １．基本的表現に慣れ、実践的な英語運用能力の素地を作る。 
２．音声言語として「話す」「聞く」を捉え直す。 
３．国際人基礎力としての国際感覚を身につける。 

学修成果 
到達目標 

基本的定型表現を理解して、表現できるようになる。情報発信のための英語基礎力を培うことができるように

なる。発話場面に応じた相手および文化的な配慮ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション及び あいさつ，発音：母音１ シラバスの指示範囲に 

目を通しておく(10 分) 
 

Chapter1 発音練習を含

めた復習(30 分) 

２ 
自己紹介，発音：母音２，長母音・二重母音 Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter2  3 発音練習

を含めた復習(30 分) 

３ 
尋ねる，発音：子音１ Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter4 発音練習を含

めた復習(30 分) 

４ 
依頼する，発音：子音２，子音３ Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter5  6 発音練習

を含めた復習(30 分) 

５ 
将来の見通し，発音：子音と母音の組み合わせ Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter7  発音練習を

含めた復習(30 分) 

６ 
１～５の復習 1～５までの Part1 の整

理と復習(40 分) 
1から５までのPart2の
整理と復習(20 分) 

７ 
トピックについて話す，発音：語強勢 Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter8  発音練習を

含めた復習(30 分) 

８ 
トピックについて質問する，発音：音連続 Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter11  
発音練習を含めた復習

(30 分) 

９ 
トピックについて答える，発音：弱化 Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter12  
発音練習を含めた復習

(30 分) 

10 
ターンテイキングを入れる，発音：文のリズム Part1 Dialogue  

Part2 の予習(30 分) 
Chapter13  
発音練習を含めた復習

(30 分) 

11 
７～10 の復習，発音：イントネーション ７～10 までの復習と

Part1 Dialogue  
Part2 の予習(30 分) 

Chapter14 15 
発音練習を含めた復習

(30 分) 

12 
総合演習／プレゼンテーションのための準備（アウトライン作成） テーマ設定のための準

備(30 分) 
テーマに沿ったアウト

ラインの修正(30 分) 

13 
総合演習／プレゼンテーションのための準備（音声表現） 音声表現のための発話

練習(20 分) 
相手の理解にそった話

し方についての検討(30
分) 

14 
総合演習／プレゼンテーション 発表に向けての準備(30

分) 
相互評価を参照しての 
ふりかえり(30 分) 

15 
まとめとふりかえり 基本事項について復習

しておく(50 分) 
総合的なまとめを行う

(40 分) 

 



教科書 Starting from Essential English  松柏社，ISBN978-4-88198-673-8 

参考書 Stretch STARTER OXFORD UNIVERSITY PRESS  Spoken American English (入門編) 
英語で説明する日本文化必須表現グループ１００ 語研 ISBN-13 978-4876152193 
英会話瞬速トレーニング GOLD 978-4-7890-1483-0 

成績評価 
方法・基準 

理解度(50％) 平常点(参加度)(50％) 

備考 伝える楽しさ、分かる楽しさの実践として、多読を勧める 

 



科目 
コード 8330 ナンバ

リング KAA110 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 フランス語Ⅰ 

科目英語名 French Ⅰ 

担当教員 浅野 友子 

資格・免許

との関連 
幼稚園・小学校教諭二種免許、保育士資格のための選択必修科目 
 

学修内容 フランスで出会う日常の会話表現を練習しながら、基本的な文法を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

フランス語の文の成り立ちを理解し、簡単な文を自分で作り、話せるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
フランス語の文字、読み方 フランス文化・フランス語

に関する情報を参照してお

く（0.5 時間） 

学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

２ 
日常の挨拶(基本） 発音練習をする（0.5 時間） 学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

３ 
日常の挨拶(応用） ・ 数字の言い方 教科書の説明を見ておく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

４ 
基本の動詞 － 「私は学生です。」 教科書の説明を見ておく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

５ 
名詞の性・数 － 男性名詞と女性名詞 教科書の説明を見ておく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

６ 
冠詞について 小テストの準備（0.5 時間） 学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

７ 
基本の動詞 － 「私は二十歳です。」 教科書の説明を読んでおく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

８ 
否定文の作り方 教科書の説明を読んでおく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

９ 
文の構造 － 「音楽が好きです。」 小テストの準備（0.5 時間） 学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

10 
形容詞 － 「きれいな花」 教科書の説明を読んでおく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

11 
形容詞の男性形と女性形 教科書の説明を読んでおく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

12 
疑問形容詞 ー 「どの花?」 小テストの準備（0.5 時間） 学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

13 
動詞《aller》と《venir》 教科書の説明を読んでおく

（0.5 時間） 
学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

14 
疑問詞 － 「どこ？」「何故？」 小テストの準備（0.5 時間） 学習したフランス語を声

に出して読む（0.5 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ（人物紹介文） 自由作文（人物紹介文）の内

容を考えておく（1 時間） 
 

 

教科書 『話してみようフランス語 ―Oui;-)』 朝日出版社 ISBN978-4-255-35213-8 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講態度等平常点（30％） 理解度（70％） 

備考  

 



科目 
コード 8335 ナンバ

リング KAA120 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 フランス語Ⅱ 

科目英語名 French Ⅱ 

担当教員 浅野 友子 

資格・免許

との関連 
幼稚園・小学校教諭二種免許、保育士資格のための選択必修科目 

学修内容 フランス語Ⅰに引き続き、会話表現を練習しながら、初級文法の後半を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

フランス語で自分の思いを表現できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
フランス語Ⅰの復習  
 

前期の内容をまとめて

おく（0.5 時間） 
新しく学習した単語の発

音を練習する（0.5 時間） 

２ 
疑問詞 － 「いつ？」「いくつ？」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
新しく学習したことを整

理しておく（0.5 時間） 

３ 
曜日・月・季節 小テストの準備（0.5 時

間） 
新しく学習した単語の発

音を練習する（0.5 時間） 

４ 
規則動詞 － 「私は仕事を終えます。」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

５ 
疑問代名詞 － 「何を？」「誰を？」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

６ 
近接過去と近接未来 小テストの準備（0.5 時

間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

７ 
動詞《faire》とその用法 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

８ 
比較級と最上級 小テストの準備（0.5 時

間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

９ 
動詞《voir》 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

10 
目的語人称代名詞 － 「あなたを」「あなたに」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

11 
代名動詞 － 「散歩します。」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

12 
命令形 小テストの準備（0.5 時

間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

13 
複合過去① － 「歌いました。」 教科書の説明を読んで

おく（0.5 時間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

14 
複合過去② － 「行きました。」 小テストの準備（0.5 時

間） 
学習したフランス語文を

音読する（0.5 時間） 

15 
まとめの自由作文（学習したフランス語で長文を書く） 自由作文の内容を考え

ておく（1 時間） 
 

 

教科書 『話してみようフランス語 ―Oui;-)』 朝日出版社 ISBN978-4-255-35213-8 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講態度等平常点（30％） 理解度（70％） 

備考 受講生は原則として「フランス語Ⅰ」の単位を修得していること。 

 



科目 
コード 8405 ナンバ

リング KBE110 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 情報処理演習Ⅰ 

科目英語名 Computer ProcessingⅠ 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
幼稚園・小学校教諭二種免許状選択必修科目 

学修内容 自分でコンピュータを管理しインターネット環境を活用できるようになるために、基本的な仕組みを理解し、

コンピュータに障害が発生した場合には各自で最低限の対応ができる能力を身につける。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトを学ぶ。 
プレゼンテーションソフトを用いて、プレゼンテーション資料を作成して発表する。 

学修成果 
到達目標 

学修成果 
コンピュータの基本的な仕組みを理解し、障害が発生した場合に最低限の対応ができる。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトができる。 
プレゼンテーションソフトを用いて、プレゼンテーション資料を作成し、発表することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
コンピュータの仕組と操作 情報関連規程確認（1 時

間） 
練習問題 1（1 時間） 

２ 
情報倫理・著作権 練習問題 1 見直しおよ

び練習問題２確認（1 時

間） 

練習問題 2（1 時間） 

３ 
文字入力と保存 練習問題 2 見直しおよ

び練習問題 3 確認（1 時

間） 

練習問題 3（1 時間） 

４ 
文字入力と印刷 練習問題３見直しおよ

び練習問題 4 確認（1 時

間） 

練習問題 4（1 時間） 

５ 
文字の編集 練習問題 4 見直しおよ

び練習問題 5 確認（1 時

間） 

練習問題 5（1 時間） 

６ 
文章の編集 練習問題 5 見直しおよ

び練習問題 6 確認（1 時

間） 

練習問題 6（1 時間） 

７ 
表の作成 練習問題 6 見直しおよ

び練習問題 7 確認（1 時

間） 

練習問題 7（1 時間） 

８ 
図形・クリップアートの編集 練習問題 7 見直しおよ

び練習問題 8 確認（1 時

間） 

練習問題 8（1 時間） 

９ 
差込印刷 練習問題 8 見直しおよ

び練習問題 9 確認（1 時

間） 

練習問題 9（1 時間） 

10 
HTML 形式の文書 
 

練習問題 9 見直しおよ

び練習問題 10 確認（1
時間） 

練習問題 10（1 時間） 

11 
応用問題 練習問題 10 見直しおよ

び練習問題 11 確認（1
時間） 

練習問題 11（1 時間） 

12 
まとめとフィードバック 練習問題 11 見直しおよ

びこれまでの練習問題

の確認（1 時間） 

提出した練習問題の見

直しおよび修正（1 時

間） 

13 
プレゼンテーションの基礎 
 

テキスト「パワーポイン

ト」箇所の確認（1 時間） 
課題 1（1 時間） 



14 
情報収集とパワーポイントによる資料作成 課題 1 作成およびプレ

ゼンテーションの準備

（1 時間） 

課題 2（1 時間） 

15 
パワーポイントによるプレゼンテーション 課題 2 作成およびプレ

ゼンテーションの準備

（1 時間） 

課題 1.2 の見直しおよ

び修正（1 時間） 

 

教科書 奈良佐保短期大学情報処理演習テキスト 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

クリッカーによる理解度確認（10%) 練習作成（40％） 課題作成（２０％） プレゼンテーション（30％） 

備考 情報倫理についてはクリッカーによる確認を行う 

 



科目 
コード 8410 ナンバ

リング KBE115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 情報処理演習Ⅱ 

科目英語名 Computer ProcessingⅡ 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
幼稚園・小学校教諭二種免許状選択必修科目 

学修内容 近年では ICT（Information and Communication Technology : 情報通信技術）が日常の至る所で利用されてお

り、現代社会の中で生活するうえで ICT を活用する力を身につけることが重要になる。本講義は ICT 活用の基

礎的な知識・技能を実習形式で学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

コンピュータの基本的な仕組みを理解し、障害が発生した場合に最低限の対応ができる。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトができる。 
四則計算ができ、主な関数を使いこなすことができる。 
与えられたデータを基に適切なグラフを作成することができる。 
プレゼンテーションの手法を学び、実際に表現できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
コンピュータの基本操作・情報セキュリティ 奈良佐保短期大学情報

関連規程を熟読する（1
時間） 

練習問題 1（1 時間） 

２ 
文書作成 1 入力・編集 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 2（1 時間） 

３ 
文書作成 2 書式設定 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 3（1 時間） 

４ 
文書作成 3 表の作成 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 4（1 時間） 

５ 
文書作成 4 文書作成の応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 5（1 時間） 

６ 
文書作成 5 ページ設定・印刷・デザイン 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 6（1 時間） 

７ 
表計算 1 データ入力・編集 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 7（1 時間） 

８ 
表計算 2 数式 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題８（1 時間） 

９ 
表計算 3 論理、参照 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 9（1 時間） 

10 
表計算 4 関数の応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 10（1 時間） 

11 
表計算 5 グラフ作成 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 11（1 時間） 

12 
表計算 6 データベース 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 12（1 時間） 

13 
プレゼンテーション 1 表現の方法 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 13（1 時間） 

14 
プレゼンテーション 2 応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 14（1 時間） 

15 
まとめとフィードバック これまでの練習問題の

成果を見直し、修正する

(１時間） 

これまでの練習問題の

成果を見直し、修正する

(１時間） 

 



教科書 奈良佐保短期大学情報処理演習テキスト 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題提出（50％） 理解度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 8415 ナンバ

リング KBE200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 情報処理演習Ⅲ 

科目英語名 Computer Processing Ⅲ 

担当教員 加藤 慎一 

資格・免許

との関連 
情報処理士取得のための選択科目 
秘書士取得のための選択科目 

学修内容 １．Microsoft Word を用いた文書作成に必要な基礎的・基本的な知識・技能の習得を目指す。 
２．ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、情報セキュリティなどに関する基礎的・基本的な知識の習

得を目指す。 

学修成果 
到達目標 

１． ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、情報セキュリティ、文書作成などについて興味・関心をも

つことができる。 
２．ハードウェアやソフトウェア、ネットワーク、情報セキュリティなどについての知識・理解をもつことが

できる。 
３．ビジネス文書の雛形を理解し、これを用いて定型的なビジネス文書を作成できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本①ビジネス文書 参考書などを用いて、「ビ

ジネス文書」について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「ビジネス文書」

について学んだことを整

理する（2 時間） 

２ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本②文書のマナー 参考書などを用いて、「文

書のマナー」について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「文書のマナー」

について学んだことを整

理する（2 時間） 

３ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本③メールや敬語表

現 
参考書などを用いて、「メ

ールや敬語表現」につい

て調べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「メールや敬語表

現」について学んだこと

を整理する（2 時間） 

４ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本④デジタルデータ 参考書などを用いて、「デ

ジタルデータ」について

調べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「デジタルデー

タ」について学んだこと

を整理する（2 時間） 

５ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本⑤コンピュータ 参考書などを用いて、「コ

ンピュータ」について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「コンピュータ」

について学んだことを整

理する（2 時間） 

６ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本⑥ネットワーク 参考書などを用いて、「ネ

ットワーク」について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「ハードウェアと

ソフトウェア」について

学んだことを整理する（2
時間） 

７ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本⑦情報セキュリテ

ィ 
参考書などを用いて、「情

報セキュリティ」につい

て調べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「情報セキュリテ

ィ」について学んだこと

を整理する（2.5 時間） 

８ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本⑧ハードウェアと

ソフトウェア 
参考書などを用いて、「ハ

ードウェアとソフトウェ

ア」について調べ、まとめ

る（2 時間） 

グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、「ＩＴ

とビジネス」について学

んだことを整理する（2 時

間） 



９ 

日商 PC 検定試験（文書作成）の基礎・基本⑨ＩＴとビジネス 参考書などを用いて、「IT
とビジネス」について調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、「ＩＴとビジネ

ス」について学んだこと

を整理する（2 時間） 

10 

日商 PC 検定試験（文書作成）とは何か 日商 PC 検定試験（文書作

成）の概要を調べ、まとめ

る（1 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、日商 PC 検定試

験（文書作成）とは何か、

必要な知識・技能は何か

を整理する（1 時間） 

11 

Document を用いた文書作成のための準備 Document ではどのよう

なことができるかを調

べ、まとめる（1 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、Document でで

きることを整理する（1 時

間） 

12 

Document を用いた文書作成 Document の使い方を確

認し、練習する（2 時間） 
本時の講義の内容をふり

かえり、Document の使

い方を確認し、練習する

（2 時間） 

13 

メールの作成と送信 ビジネス場面におけるメ

ールのマナーを調べ、ま

とめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、ビジネス場面に

おけるメールの作成方法

を整理する（2 時間） 

14 

日商 PC 検定試験（文書作成）の応用：ビジネス文書作成に必

要な日本語力 
ビジネス文書作成に必要

な文法、表現法などを調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふり

かえり、ビジネス文書作

成に必要な文法、表現法

などを整理する（2 時間） 

15 

まとめとふりかえり（グループ・ディスカッション） これまでの講義の内容を

ふりかえり、ハードウェ

アやソフトウェア、ネッ

トワーク、情報セキュリ

ティ、文書作成などにつ

いてまとめる（3 時間） 

これまでの講義の内容を

総復習し、検定試験に向

けて準備する（3 時間） 

 

教科書 授業時に適宜資料を配布する 

参考書 「日商 PC 検定試験 文書作成 2 級 公式テキスト＆問題集 Word 2013 対応」ISBN978-4-86510-241-3 富士

通エフ・オー・エム株式会社 FOM 出版 2015 年 
「日商 PC 検定試験 文書作成 3 級 公式テキスト＆問題集 Word 2013 対応」ISBN978-4-86510-233-8 富士

通エフ・オー・エム株式会社 FOM 出版 2015 年 
成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 課題（30％） 理解度（40％） 

備考  

 



科目 
コード 8420 ナンバ

リング KBE205 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 情報処理演習Ⅳ 

科目英語名 Computer Processing Ⅳ 

担当教員 加藤 慎一 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための選択必修科目 
幼稚園教諭免許取得のための選択必修科目 
保育士資格取得のための選択科目 
情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 １．ホームページの仕組みを理解し、簡単なホームページを作成することを目指す。 
２．情報倫理や情報セキュリティなどに関する基礎的・基本的な知識の習得を目指す。 

学修成果 
到達目標 

１．情報倫理や情報セキュリティ、ホームページの作成についての興味・関心をもつことができる。 
２．情報を発信するために必要な情報倫理や情報セキュリティについての知識・理解をもつことができる。 
３．目的に応じたわかりやすいホームページを作成できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

インターネット（グループ・ディスカッション） インターネットについて調

べ、まとめる（2 時間） 
グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、イン

ターネットについて学

んだことを整理する（2
時間） 

２ 

情報倫理（グループ・ディスカッション） 情報倫理について調べ、ま

とめる（2 時間） 
グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、情報

倫理について学んだこ

とを整理する（2 時間） 

３ 

情報セキュリティ（グループ・ディスカッション） 情報セキュリティについて

調べ、まとめる（2 時間） 
グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、情報

セキュリティについて

学んだことを整理する

（2 時間） 

４ 

ホームページの仕組み ホームページの仕組みにつ

いて調べ、まとめる（2 時

間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、ホームページ

の仕組みを整理する（2
時間） 

５ 

簡単なホームページの作成 作成したいホームページの

構成案を作成する（2 時間） 
本時の講義をふりかえ

り、作成したホームペー

ジを評価し、よりよいホ

ームページに改善する

（2 時間） 

６ 

イラストや写真などの画像の作成と加工 使用したい写真などの素材

を準備する（1 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、イラストや写

真などの画像の作成と

加工の方法を確認し、練

習する（1 時間） 

７ 

HTML 言語の基礎①テキスト テキストを入力するために

必要な言語を調べ、まとめ

る（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、テキストの入

力方法を確認し、練習す

る（2 時間） 

８ 

HTML 言語の基礎②表組み 表組みをするために必要な

言語を調べ、まとめる（2 時

間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、表組みの方法

を確認し、練習する（2
時間） 



９ 

HTML 言語の基礎③ページ構成とリンク ページ構成とリンクのため

に必要な言語を調べ、まと

める（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、ページ構成と

リンクについて確認し、

練習する（2 時間） 

10 

HTML 言語の基礎④フォーム フォームのために必要な言

語を調べ、まとめる（2 時

間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、フォームにつ

いて確認し、練習する（2
時間） 

11 

HTML 言語の基礎⑤Javascript Javascript のために必要な

言語を調べ、まとめる（2 時

間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、Javascript に
ついて確認し、練習する

（2 時間） 

12 

ホームページ作成①トップページの作成 作成したいトップページの

案を作成する（2 時間） 
作成したトップページ

を評価し、よりよいトッ

プページに改善する（2
時間） 

13 

ホームページ作成②画像の貼り付けや表の作成 貼り付けたい画像を準備す

るとともに、作成したい表

の案を作成する（2 時間） 

画像の貼り付け方や作

成した表を評価し、より

よい画像の貼り付け方、

よりよい表に改善する

（2 時間） 

14 

ホームページ作成③リンクの貼り付け 貼り付けたいリンクの準備

をする（2 時間） 
リンクの貼り付け方を

評価し、よりよいリンク

の貼り付け方に改善す

る（2 時間） 

15 

まとめとふりかえり（グループ・ディスカッション） これまでの講義で作成して

きたホームページを完成さ

せる（3 時間） 

グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、グル

ープからの評価をもと

にホームページを改善

する（3 時間） 

 

教科書 授業時に適宜資料を配布する 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 課題（30％） 理解度（40％） 

備考 ホームページの完成だけが目的ではなく、ホームページの仕組みや情報倫理、情報セキュリティを理解し、効

果的かつ適切な情報発信に興味・関心をもって取り組むこと。 

 



科目 
コード 8425 ナンバ

リング KBE100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 情報概論 

科目英語名 Introduction to Informatics 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
情報処理士必修科目、秘書士選択必修科目 

学修内容 情報とコンピュータ及び情報通信に関する基本的な項目を広く学習し，さらに進んだ知識を習得するために必

要な基礎力を身につけることを目的とする． 

学修成果 
到達目標 

コンピュータや OS に関する基礎的用語を理解し，説明できる． 
ネットワーク，情報通信の基本用語や仕組，利用目的を説明できる． 
情報の取り扱いや情報倫理，セキュリティ等に関する留意点を説明できる． 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
様々な情報（グループワーク） 奈良佐保短期大学情報

関連諸規程を熟読する

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

２ 
社会におけるネットワーク（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

３ 
インターネットサービス（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

４ 
ネットワークの成り立ち（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

５ 
コンピュータと情報通信（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

６ 
情報の表現と構造（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

７ 
情報の表現（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

８ 
オペレーティングシステムの役割（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

９ 
ハードウェアの仕組（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

10 
情報の運用（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

11 
著作権と知的財産（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

12 
情報倫理（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

13 
情報と保護 個人情報の取り扱い 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 



14 
情報と保護 守秘義務（講義およびグループワーク） 配布資料を熟読してグ

ループワークに備える

（2 時間） 

小テストに向けて既習

範囲の復習をする（2 時

間） 

15 
総括及びフィードバック これまでの講義内容を

確認して小テストに備

える（2 時間） 

グループワークの内容

をまとめる（2 時間） 

 

教科書 なし 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

小テスト（50%) グループワークの成果（50%） 

備考 毎回クリッカーによる確認を行う。 

 



科目 
コード 8001 ナンバ

リング KBD100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 基礎ゼミナールⅠ 

科目英語名 Basic Seminar Ⅰ 

担当教員 勝田 麻津子、加藤 慎一、石上 浩美、大石 祥寛、生駒 英法、多田 純一、髙城 大、盧 珠

妍、西薗 有加利、別所 崇、福鹿 慶子、吉田 香代子 
資格・免許

との関連 
小学校・幼稚園教員免許および保育士資格取得に伴う学科特色ある実践科目として履修推奨 

学修内容 本学の建学の精神および教育理念、自己と他者を尊重し、教養見識をもって社会に貢献する行動力を身につけ

る人材育成の基礎になる科目である。地域こども学科の 5 つの学修成果を見据え、アクティブラーニングを組

み合わせた演習を行う。 
学修成果 
到達目標 

１．大学での学び方の特徴や大学と地域との関わりを理解し、専門の知識と技術を修得して自律的に学び続け

るための基盤となる、思考法や学修技術、コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術を習得する。 
２．学外実習に向けた実習や演習によって保育者について理解を深める。 
３．教育者・保育者を目指す保育者像をイメージし、さらなる実践力の習得を目指す。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
大学で学び社会人になるために必要な事柄の理解 60 分学生便覧確認 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

２ 
実習の時期および取得資格・免許について 60 分履修計画検討 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

３ 
訪問時の身だしなみ 60 分配布資料予習 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

４ 
保育士の意義と役割 60 分配布資料予習 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

５ 
施設の種類と役割 60 分配布資料予習 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

６ 
幼稚園の意義や役割 60 分配布資料予習 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

７ 
教育者・保育者の使命と役割 60 分配布資料予習 60 分授業内容まとめ、

漢字ワーク復習 

８ 見学― 幼稚園（学外） 60 分見学ポート作成 60 分見学ポート作成 

９ 幼稚園見学を振り返り共有する（グループワーク） 60 分配布資料予習 60 分見学ポート作成 

10 見学―保育所（学外） 60 分見学ポート作成 60 分見学ポート作成 

11 保育所見学を振り返り共有する（グループワーク） 60 分配布資料予習 60 分見学ポート作成 

12 見学―児童福祉施設（学外） 60 分見学ポート作成 60 分見学ポート作成 

13 児童福祉施設見学を振り返り共有する（グループワーク） 60 分配布資料予習 60 分見学ポート作成 

14 
幼稚園実習について 
(個人目標の確認） 

60 分自己課題の確認 60 分個人目標作成 

15 
幼稚園実習について 
(個人目標のチェック） 

60 分自己課題の確認 60 分個人目標作成 

 
教科書 小テスト用教材「保育の基本用語」 長島 編 わかば社 ISBN978-4-907270-04-9C3037 

授業に必要な資料は適宜配布する 
参考書 必要に応じて提示 
成績評価 
方法・基準 

小テスト（50%） レポート(30%) グループワークの成果(20%) 

備考  

 



科目 
コード 8005 ナンバ

リング KBD105 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 基礎ゼミナールⅡ 

科目英語名 Basic Seminar Ⅱ 

担当教員 勝田 麻津子、加藤 慎一、石上 浩美、大石 祥寛、生駒 英法、多田 純一、髙城 大、盧 珠

妍、西薗 有加利、別所 崇、福鹿 慶子、吉田 香代子 
資格・免許

との関連 
小学校・幼稚園教諭免許および保育士資格取得に伴う学科特色ある実践科目として履修推奨 

学修内容 本学の建学の精神および教育理念、自己と他者を尊重し、教養見識をもって社会に貢献する行動力を身につけ

る人材育成の基礎になる科目である。地域こども学科の 5 つの学修成果を見据え、アクティブラーニングを組

み合わせた演習を行う。 
学修成果 
到達目標 

１．大学での学び方の特徴や大学と地域との関わりを理解し、専門の知識と技術を修得して自律的に学び続け

るための基盤となる、思考法や学修技術、コミュニケーション能力、プレゼンテーション技術を習得する。 
２．学外実習に向けた実習や演習によって保育者について理解を深める。 
３．教育者・保育者を目指す保育者像をイメージし、さらなる実践力の習得を目指す。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ バリアフリーとユニバーサルデザイン（演習） 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

２ 専門職の倫理 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

３ 
幼稚園実習に自己評価 
(個人作成） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

４ 
幼稚園実習に自己評価 
(PT 教員でのグループ指導） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

５ 
コミュニケーション技術―話し方・立ち方（プレゼンテーション

およびグループワーク） 
60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

６ 
コミュニケーション技術―発表の仕方（プレゼンテーションお

よびグループワーク） 
60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

７ 外部講師（手作りおもちゃ講師） 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

８ 
保育実習の目標 
(個人作成） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

９ 
保育実習の目標 
(PT 教員でのグループ指導） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

10 地域防災訓練の意義と説明 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

11 外部講師（労働基準局） 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

12 外部講師（喫煙について講話） 60 分配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

13 
施設実習の目標 
(個人作成） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

14 
施設実習の目標 
(PT 教員でのグループ指導） 

60 分個人表作成 60 分 個人表作成 

15 
まとめとフィールドバック 60 分課題振り返り 60 分 課題振り返りレポ

ート作成 

 

教科書 授業に必要な資料を適宜配布 

参考書 必要に応じて適宜配布 

成績評価 
方法・基準 

レポート(50%) 小さいテスト（20%） 授業中の発言(30%) 

備考  

 



科目

コード
8190a ナンバ

リング KBD110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 キャリアデザイン

科目英語名 Career Design 

担当教員 戸田 信聡

資格・免許

との関連

学科推奨科目

ピアヘルパー資格取得のための選択必須科目

学修内容 この科目はキャリアデザインとは何かを知り、自己理解や長期的な展望、働く意義を踏まえながら就職活動を

積極的に推進する準備をする。また受講者同士だけではなく、外部の情報や社会人の体験談に触れることを通

じて自己開発し、モチベーションを高め、キャリア形成が力強くできるようになることを目指す。

学修成果

到達目標

・自立的・主体的にキャリアをつくり上げていくことができる。

・社会に出るために、プロフィール作成やプレゼンテーションで表現できる。

・社会に出るためのマナーを実践することができる。

・社会人とのコミュニケーションをスムーズに取ることができる。

・卒業後の進路・目標・人生設計を設定できる。

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間

１
プロローグ キャリアデザインとは何か 進路に関する考えをまとめ

ておく（2 時間） 

授業の復習と整理をする（2

時間）

２
自己理解の考え方と長期的な展望 自分の長所と短所を具体的

にまとめておく（2 時間） 

授業の復習整理をする（2 時

間）

３

働く意義について 働く意義について自分の考

えを具体的にまとめておく

（2 時間） 

授業の復習整理を行う（2 時

間）

４

自己理解の実践（エントリーシート・履歴書の作成） 学生時代に打ち込んでいる

ことを具体的にまとめてお

く（2 時間） 

授業を受けて履歴書を仕上

げていく（2 時間） 

５
自己理解の評価（エントリーシート・履歴書の完成） 履歴書を仕上げる上で不明

点をまとめる（2 時間） 

授業を受けて履歴書を完成

する（2 時間） 

６

他者理解とマナー マナーについて大事だと思

うことをまとめておく（2 時

間）

授業で学んだマナーを練習

しておく（2 時間） 

７

面接の基礎 面接について大事だと思う

ことをまとめておく（2 時

間）

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 

８
面接の実践 面接の準備作業をしておく

（2 時間） 

授業を受けて面接の練習を

する（2 時間） 

９
社会情勢、採用状況の傾向と対策 インターネットより就職情

報を集めておく（2 時間）

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 

10 

社会人として心構え、コミュニケーションスキル 社会人として必要だと思う

ことをまとめておく（2 時

間）

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 

11 
進路ガイダンス（卒業生社会人からの体験談） 質問したいことをまとめて

おく（2 時間） 

授業で学んだことと課題を

まとめておく（2 時間） 

12 
労働条件セミナー 質問事項をまとめておく（2

時間）

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 

13 
スーツセミナー 質問事項をまとめておく（2

時間）

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 



14 
内定後の対応、離職時の知識 質問項目をまとめておく（2

時間） 

授業で学んだことを復習整

理しておく（2 時間） 

15 
お仕事相談会 具体的な進路について考え

をまとめておく（2 時間） 

授業を振り返り、就職活動の

計画を立てておく（2 時間） 

 

教科書 必要に応じ提示します。 

参考書  

成績評価 

方法・基準 

授業への取り組み(70%)、授業内課題・キャリア計画書(30%)。 

備考 就職動向や就職関連イベントのスケジュールにより各回の順番が入れ替わる場合があります。また、一部パソ

コンを使用して開講する回があります。 

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 企業でマーケティング、人事、企画部門で実務・マネジメント経験のある教員が、経営学のキャリア理論を踏

まえた上で、考え方や方法論の講義、具体的想定・実践演習する科目である。 



科目 
コード 1630 ナンバ

リング M100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活と未来 

科目英語名 Life Vista 

担当教員 島村 知歩、戸田 信聡、池内 ますみ、飯田 晃朝、紀平 佐保子、島村 真理子、武田 千幸、

中田 奈月、西村 隆一、箕山 なおみ、森永 夕美 
資格・免許

との関連 
 

学修内容 1) 福祉、栄養、ビジネス関連の各領域の知見に基づくこれからの生活について学ぶ。 
2)上記領域間の学際領域からみたこれからの生活について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１）これからの生活に関する基本的な事項を理解している。  
２）所属するコースの専門領域のみならず、多角的な視野から「生活」に関する知見を身につけている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ガイダンス 
授業の目的と意義（生活未来科教員） 
 

シラバスに目を通す

（0.5 時間） 
各回のテーマについて

図書館などで情報を収

集する（2 時間） 

２ 
これからの食（池内) 図書館などを利用して

食に関する話題を収集

しておく（２時間） 

学んだ内容を復習整理

する（１．５時間） 

３ 
ほんとうのおいしさを知る“だしをとる”（島村） “だし”と“おいしさ”に関

連する情報について調

べる（2 時間） 

学んだ内容を復習整理

する（１．５時間） 

４ 

生活をささえる“技術”（武田） コミュニケーションに

関する情報を収集して

おく（1.5 時間） 

学びや感じたことをふ

りかえり、自分自身の他

者とのかかわりの傾向

について考える（2 時

間） 

５ 
食と美（実務者講師） ５大栄養素について復

習する（２時間） 
学んだ内容を復習整理

する（1.5 時間） 

６ 
美を高める技術（実務者講師） 美容法について情報を

収集する（1.5 時間） 
学んだ内容を復習整理

する（1.5 時間） 

７ 

食事サービス（飯田・紀平） 高齢者に関する食事内

容やサービスの提供に

関する話題を収集して

おく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理

する（1.5 時間） 

８ 
これからの食ビジネス（島村・箕山・紀平） 食ビジネスに関する情

報を収集しておく（１．

５時間） 

学んだ内容を復習整理

する（２時間） 

９ 
これからの福祉ビジネス（武田・戸田） 福祉ビジネスに関する

情報を収集しておく

（１．５時間） 

学んだ内容を復習整理

する（２時間） 

10 
認知症サポーター養成講座（武田） 認知症に関する情報を

収集しておく（1.5 時間） 
学んだ内容を復習整理

する（1.5 時間） 

11 
地域を知る（生活未来科教員） 鹿野園地域について情

報を収集しておく（1.5
時間） 

学んだ内容を復習整理

する（1.5 時間） 

12 

商品を考える（戸田） 関心のある商品につい

て情報を収集しておく

（1.５時間） 

マーケティングを活用

した発想法について復

習整理しておく（２時

間） 



13 

“サービス”について考える（生活未来科全教員） 
    グループワーク 

福祉、栄養、ビジネスに

関するサービスについ

て情報を収集する（３時

間） 

提案するサービスを考

える（３時間） 

14 
“サービス”について考える（生活未来科全教員） 
     グループワーク 

提案内容をまとめる。

（２時間） 
発表内容を検討する（5
時間） 

15 
まとめ これからの活動につなげる 提案に向けて（生活未来科全

教員）  
  グループごとの発表 

発表内容を仕上げる（4
時間） 

１５回の学修内容につ

いて復習し整理する（２

時間） 

 

教科書 授業ごとに資料を配布する 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取組み態度（50％） リアクションシート（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1105 ナンバ

リング FAB100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 コミュニケーション演習 

科目英語名 Communication Seminar 

担当教員 碇 ともみ 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 自己と他者を結ぶツールでもあるコミュニケーションから、社会で共生できる力を養成することを目的とする。

話の専門家やエンターテイメントを通して、どの様に相手の心をつかみ、伝えていくかを考察し研究していく。 
また、PBL 型学習を取り入れ、アクティブ･ラーニングを展開していく。 

学修成果 
到達目標 

社会で必要不可欠である相互理解をし、粘り強く考える力やチームで働く力を醸成することを学習成果とする。

言語的コミュニケーションだけでなく、非言語的コミュニケーションからでも他者に伝える力を養うことがで

きる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
人間関係とコミュニケーション 参考書に目を通してお

く(0.5 時間) 
授業のふりかえりを文

章化する(0.5 時間) 

２ 
コミュニケーション演習（正確な情報伝達） 参考書の当該項目を読

んでおく(0.5 時間) 
グループワークのふり

かえりをする(0.5 時間) 

３ 
グループディスカッション 参考書の当該項目を読

んでおく (0.5 時間) 
授業のふりかえりを文

章化する(0.5 時間) 

４ 
職場でのコミュニケーション グループで情報収集

(0.5 時間) 
指示された課題をする

(0.5 時間) 

５ 
敬語表現と適切な言葉遣い 接遇について調べてお

く(0.5 時間) 
指示された課題をする

(0.5 時間) 

６ 
言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション グループで情報収集

(0.5 時間) 
グループでの作業 (0.5
時間) 

７ 
グループワーク①（非コミュニケーションでの表現） グループでの作業 (0.5

時間) 
プレゼンテーション準

備(0.5 時間) 

８ 
事例研究①（ゲストスピーカーによる講義・演習） グループでの作業 (0.5

時間) 
プレゼンテーション準

備(0.5 時間) 

９ 
事例研究②（ゲストスピーカーによる演習とプレゼンテーション） グループでの作業(1 時

間) 
プレゼンテーション準

備(0.5 時間) 

10 
交際業務（慶事・弔辞）でのコミュニケーション 配布資料で分からない

用語を事前に調べてお

く(0.5 時間) 

中間レポートの情報収

集と準備(0.5 時間) 

11 
グループワーク②（サービス商品計画：PBL） グループでの作業 (0.5

時間) 
プレゼンテーション準

備(0.5 時間) 

12 
グループワーク③（プレゼンテーション：PBL） グループでの作業(1 時

間) 
プレゼンテーション準

備(2 時間) 

13 
コミュニケーション技法（アサーション、アンガーマネジメント） 配布資料で分からない

用語を事前に調べてお

く(0.5 時間) 

授業のふりかえりを文

章化する(0.5 時間) 

14 
自己表現法 個人作業(0.5 時間) プレゼンテーション準

備(0.5 時間) 

15 
プレゼンテーション（自己を語る） 個人作業(0.5 時間) 全体的なふりかえり

(0.5 時間) 

 



教科書 必要に応じ指示します。 

参考書 「受かる」就活女子レッスン 幻冬舎ルネッサンス 碇ともみ編 ISBN978-4-7790-0844-3 

成績評価 
方法・基準 

受講姿勢（積極性）30％ グループワーク 30％ プレゼンテーション力 30％ 中間レポート 10％ 

備考 グループワークは毎回メンバーを変えます。全員参加型の授業であるため、グループワークは自主性に任せ、

グループごとの評価とします。また、授業の進捗状況により内容が前後する場合がありますが、随時お知らせ

します。 

 



科目 
コード 1610 ナンバ

リング FAB110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 グリーンプランニングⅠ 

科目英語名 Hotyicultural Well-beingⅠ 

担当教員 前川 良文 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための選択必修科目 

学修内容 １福祉と園芸を学び、人々に対する効果など素晴らしい魅力と草花や野菜など、植物の栽培管理をとおして多

くの人々が心の安らぎや健康、生きがいを感じる園芸の特質と効用を理解し人々の生活の質を高める為に実習

等を行います  
２障がい者や高齢者などの介護やリハビリ、農園芸分野の就労支援のための知識やスキルを学びます 
３積極的に活用する園芸療法や園芸福祉を具体的な事例紹介から学ぶとともに、相手を尊敬し信頼する社会人

としての基本的マナーや身構え、心構えなどを持った福祉社会のニーズに応える立派な産業人を育成します 

学修成果 
到達目標 

１.園芸療法や園芸福祉を習得し、福祉社会のニーズに応える産業人となる知識やスキルを身につけます。 
２.相手を尊敬し信頼する社会人としての基本的マナーや身構え、心構えなどをしっかり持った人材になりま

す。 
３.社会の中で園芸福祉プログラムに基づき効果を上げる為にコミュ二ｹｰション力を身につけ活動に活かせる

スキルを習得し農園芸ジョブトレーナーの知識を得ることで農園芸分野の障がい者就労支援の認識を高めま

す。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション  園芸福祉概論／園芸福祉の歴史と定義／

植物と人間の関係 
園芸福祉入門テキスト

の P58 までを読む 
(2 時間) 

園芸福祉、園芸療法につ

いて整理しておく(2 時

間) 

２ 

園芸福祉と心身への効果／植物と園芸を活用した効果 植物と園芸を活用した

効果について P42～58
を読み理解しておく(2
時間) 

植物や園芸作業の効率

的な活用方法を考えて

まとめておく(4 時間) 

３ 
園芸の基礎Ⅰ／園芸福祉にかかわる植物の種類と育て方 P146～159 読み理解し

ておく(2 時間) 
園芸福祉にかかわる植

物の種類と育て方につ

いて整理する(2 時間) 

４ 
園芸福祉活動の組織・人づくり／園芸福祉の感想発表、意見交換 P64～78 読み理解して

おく(2 時間) 
 

５ 

園芸福祉の事業化と運営管理／障がい者就労と農園芸ジョブトレ

ーナー 
P80～91 読み理解して

おく障がい者就労支援

について調べておく(4
時間) 

園芸福祉の事業化と運

営管理について復習し

ておく(2 時間) 

６ 
園芸の基礎Ⅱ栽培・管理／安全性確保の栽培・管理知識 P151～161 読み理解し

ておく(2 時間) 
復習しておく(2 時間) 

７ 
園芸福祉活動の留意点／福祉施設での注意･配慮 活動するうえでの留意

点や配慮について調べ

ておく(4 時間) 

復習しておく(2 時間) 

８ 
園芸福祉プログラムつくり 園芸福祉プログラムを

作成しておく(4 時間) 
 

９ 
遊休地の活用プログラム作成 園芸福祉プログラムを

作成しておく(4 時間) 
 

10 
園芸福祉モデルガーデン／テーマ別プランニング 園芸福祉ガーデンを考

えておく(2 時間) 
 

11 
園芸福祉モデルガーデン実習／テーマ別ガーデンづくり 園芸福祉ガーデンを考

えておく(4 時間) 
 

12 
植物を活用した活動／福祉施設での実践プランニング P179～191 読み理解し

ておく(2 時間) 
復習しておく(2 時間) 



13 
農園芸分野の障がい者就労支援計画と支援プロセス 農園芸分野の障がい者

就労支援について調べ

ておく(4 時間) 

 

14 
ケーススタディ・農園芸分野の障がい者就労支援プログラム 農園芸分野の障がい者

就労状況と作業内容を

調べておく(4 時間) 

 

15 

まとめと復習 園芸福祉入門テキスト

を読み重要ポイントを

確認しておく(2 時間) 

園芸福祉入門テキスト

を読みメモなど整理し

重要ポイントを確認し

ておく(2 時間) 

定期試験筆記試験等 回答・記述問題 

教科書 「園芸福祉入門」 NPO 法人日本園芸福祉普及協会発行 ISBN978-4-88340-208-3 C0061 
出版社名 株式会社 創森社・発行年度 2007 年 5 月 22 日第１刷発行 2011 年 9 月 26 日第 5 刷発行 
進士 五十八 吉長 成恭 監修 日本園芸福祉普及協会 編 

参考書 導入（準備）園芸福祉のすすめ NPO 法人日本園芸福祉普及協会発行 出版社名 株式会社 創森社 希望者のみ 
標準（基礎）初級園芸福祉士受験対策テキスト ㈱緑生園  希望者のみ 
発展（応用）「農福連携による障がい者就農」 近藤龍良 編著  出版社名 創森社  希望者のみ 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 発表能力（20％） 筆記試験、レポート（理解度）（60％） 

備考 社会人としての基本的マナーや身構え、心構えなどをしっかり持った人材教育とコミュ二ｹｰション力を身につ

ける様に事例紹介やワークショップを行い、伝達者でない自分の言葉と熱意で講義を行うので前向きな受講態

度で答えて欲しい。 

 



科目 
コード 1115 ナンバ

リング FAB105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会福祉概論 

科目英語名 Introduction to Social Welfare 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 
社会福祉士資格取得のための必須科目 
社会福祉主事任用資格取得のための選択科目 

学修内容 各種社会保障制度や社会福祉政策と対象者別の福祉サービスについて学習します。また、現代社会のさまざま

な問題を解決するための取り組みについて知り、支援の方法について理解を深めます。 

学修成果 
到達目標 

１．日本の社会福祉・社会保障の制度やサービスについて説明できる。 
２．福祉政策の現状と課題について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション・社会福祉とは テキスト p.2~p.11 を読

み分からない語句を調

べる（2 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（２時間） 

２ 

日本の社会福祉の歴史 テキスト p.12～p.25 を

読み、分からない語句や

日本の歴史について調

べておく（2 時間） 

配布された資料等をも

とに日本の歴史と制度

の変遷を時系列に整理

しておく（2 時間） 

３ 
社会保障制度と社会福祉を展開する組織 テキスト p.26～p.40 を

読み、分からない語句を

調べておく（2 時間） 

各種社会保障・社会保険

制度の内容を整理して

おく（2 時間） 

４ 
こども福祉①（こどもの福祉制度と専門機関） テキスト p.41～56 を読

み、分からない語句を調

べておく（2 時間） 

こどもにかかわる法制

度について整理してお

く（2 時間） 

５ 

こども福祉②（児童虐待・子どもの貧困） 児童虐待や子どもの貧

困対策に関する記事な

どを調べておく（２時

間） 

児童虐待や子どもの貧

困に関してレポートに

まとめる（2 時間） 

６ 
障がい者福祉 テキスト p.57～72 を読

み分からない語句を調

べておく（2 時間） 

障害者総合支援法と各

種サービスについて整

理しておく（2 時間） 

７ 
高齢者福祉 テキスト p.73~85 を読

み分からない語句を調

べておく（2 時間） 

高齢者虐待についてレ

ポートにまとめる（2 時

間） 

８ 
介護保険制度①（制度の仕組みの理解） テキスト p.86~102を読

み分からない語句を調

べる（2 時間） 

介護保険制度の現状と

課題についてレポート

にまとめる（2 時間） 

９ 
介護保険制度②（サービスの理解） 介護保険制度の各種サ

ービスについて調べて

おく（2 時間） 

介護保険サービスの仕

組みと内容について整

理しておく（2 時間） 

10 
低所得者福祉 テキスト p.103～116 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

生活保護の現状と課題

についてレポートにま

とめる（2 時間） 

11 
地域福祉とその推進方法 テキスト p.117～131 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

身近な地域福祉活動に

調べる（2 時間） 

12 医療保険制度 テキスト p.132~143 を 医療保険の仕組みにつ



読み分からない語句を

調べる（2 時間） 
いて整理しておく（2 時

間） 

13 
精神保健福祉 テキスト p.144~158 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

精神障害者福祉の現状

と課題についてレポー

トにまとめる（2 時間） 

14 
社会福祉を担う人々・多職種連携 テキスト p.160～209 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

多職種連携の在り方に

ついてレポートにまと

める（2 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの資料等を整理

しておく（2 時間） 
テキストと配布資料を

整理し定期試験に備え

る（2 時間） 

定期試験 

教科書 鬼崎信好・本郷秀和／編「コメディカルのための社会福祉概論＜第 4 版＞」講談社 
ISBN978-4-06-514046-8 

参考書 介護福祉士養成講座編集委員会「最新介護福祉士養成講座２ 社会の理解」中央法規出版 
ISBN978-4-80585762-5 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 提出物の内容（30％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2110 ナンバ

リング EAA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会福祉概論 

科目英語名 Introduction to Social Welfare 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
栄養士資格取得のための必須科目 

学修内容 各種社会保障制度や社会福祉政策と対象者別の福祉サービスについて学習します。また、現代社会のさまざま

な問題を解決するための取り組みについて知り、支援の方法について理解を深めます。 

学修成果 
到達目標 

１．日本の社会福祉・社会保障の制度やサービスについて説明できる。 
２．福祉政策の現状と課題について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション・社会福祉とは テキスト p.2~p.11 を読

み分からない語句を調

べる（2 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（2 時間） 

２ 

日本の社会福祉の歴史 テキスト p.12～p.25 を

読み、分からない語句や

日本の歴史について調

べておく（2 時間） 

配布された資料等をも

とに日本の歴史と制度

の変遷を時系列に整理

しておく（2 時間） 

３ 
社会保障制度と社会福祉を展開する組織 テキスト p.26～p.40 を

読み、分からない語句を

調べておく（2 時間） 

各種社会保障・社会保険

制度の内容を整理して

おく（2 時間） 

４ 
こども福祉①（こどもの福祉制度と専門機関） テキスト p.41～56 を読

み、分からない語句を調

べておく（2 時間） 

こどもにかかわる法制

度について整理してお

く（2 時間） 

５ 

こども福祉②（児童虐待・子どもの貧困） 児童虐待や子どもの貧

困対策に関する記事な

どを調べておく（2 時

間） 

児童虐待や子どもの貧

困に関してレポートに

まとめる（2 時間） 

６ 
障がい者福祉 テキスト p.57～72 を読

み分からない語句を調

べておく（2 時間） 

障害者総合支援法と各

種サービスについて整

理しておく（2 時間） 

７ 
高齢者福祉 テキスト p.73~85 を読

み分からない語句を調

べておく（2 時間） 

高齢者虐待についてレ

ポートにまとめる（2 時

間） 

８ 
介護保険制度①（制度の仕組みの理解） テキスト p.86~102を読

み分からない語句を調

べる（2 時間） 

介護保険制度の現状と

課題についてレポート

にまとめる（2 時間） 

９ 
介護保険制度②（サービスの理解） 介護保険制度の各種サ

ービスについて調べて

おく（2 時間） 

介護保険サービスの仕

組みと内容について整

理しておく（2 時間） 

10 
低所得者福祉 テキスト p.103～116 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

生活保護の現状と課題

についてレポートにま

とめる（2 時間） 

11 
低所得者福祉 テキスト p.117～131 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

身近な地域福祉活動に

調べる（2 時間） 

12 
医療保険制度 テキスト p.132~143 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

医療保険の仕組みにつ

いて整理しておく（2 時

間） 



13 
精神保健福祉 テキスト p.144~158 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

精神障害者福祉の現状

と課題についてレポー

トにまとめる（2 時間） 

14 
社会福祉を担う人々・多職種連携 テキスト p.160～209 を

読み分からない語句を

調べる（2 時間） 

多職種連携の在り方に

ついてレポートにまと

める（2 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの資料等を整理

しておく（2 時間） 
テキストと配布資料を

整理し定期試験に備え

る（2 時間） 

定期試験 

教科書 鬼崎信好・本郷秀和／編「コメディカルのための社会福祉概論＜第 4 版＞」講談社 
ISBN978-4-06-514046-8 

参考書 介護福祉士養成講座編集委員会「最新介護福祉士養成講座２ 社会の理解」中央法規出版 
ISBN978-4-80585762-5 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 提出物の内容（30％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1605 ナンバ

リング FAE235 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 社会福祉施設経営 

科目英語名 Institution Management 

担当教員 酒井 宏和 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 １）現代社会における施設経営について理解を深める。 
２）理念を中心に据えた施設経営について、その必要性と重要性について理解する。 
３）施設経営の運営について習得し、将来、介護職や保育士のリーダーとして必要なマネジメントの知識とリ

ーダーシップを学ぶ。 
学修成果 
到達目標 

１）社会福祉施設で就業するにあたり、その後のキャリアップの上で知っておくべき施設運営における理念の

重要性や基本的なマネジメント、リーダーシップについて説明できる。 
２）将来、起業したり、組織のマネージャー職として役割と責任を果たすことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション／介護保険法および社会福祉基礎構造におけ

る社会福祉の構造的変化 
介護をめぐる報道を取

り上げ、考察する(2 時

間)。 

少子高齢化の要因と地

域への影響を調べてみ

る(2 時間)。 

２ 
介護保険制度化における施設経営の意義Ⅰ（介護保険制度の概要） 地域や家族に介護保険

を知っているか聞いて

みる(2 時間)。 

介護保険についてリー

フレットを使って家族

に説明する(2 時間)。 

３ 
介護保険制度化における施設経営の意義Ⅱ（介護保険３施設とグル

ープホーム） 
近隣の介護保険施設に

ついて調べてみる(2 時

間)。 

第 3 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

４ 
社会福祉法人／経営者の役割・理念の必要性 近隣の社会福祉法人の

理念を調べてみる(2 時

間)。 

第 4 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

５ 
民間非営利組織／法令遵守 近隣のNPO法人につい

て調べてみる(2 時間)。 
第 5 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

６ 
民間営利組織／マーケティング 近隣の株式会社の介護

施設について調べてみ

る(2 時間)。 

身近なマーケティング

とイノベーションにつ

いて考える(2 時間)。 

７ 
施設経営の理念Ⅰ（経営戦略） 近隣の介護事業所は地

域貢献活動を調べてみ

る(2 時間)。 

第 7 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

８ 
施設経営の理念Ⅱ（運営の実践手法） 介護の仕事を他の仕事

の違いを考えてみる(2
時間)。 

第 8 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

９ 
施設経営の実践Ⅰ（組織管理） 身近な組織について調

べてみる(2 時間)。 
第 9 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

10 
施設経営の実践Ⅱ（人事管理・労務管理・人事考課） 介護の仕事の特徴につ

いて考えてみる (2 時

間)。 

第 10 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

11 
施設経営の実践Ⅲ（財務管理） 簿記について調べてみ

る(2 時間)。 
第 11 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

12 
施設経営の内容 I（リスクマネジメント） ハインリッヒの法則に

ついて調べてみる(2 時

間)。 

KYT シートを使って、

身近なリスクを考えて

みる(2 時間)。 

13 

学外施設見学 見学先施設について介

護サービス情報公表シ

ステム HP で調べる（2
時間）。 

施設見学で気づいたこ

とや感想をまとめ、次回

講義で発表する（2 時

間）。 



14 

施設経営の内容Ⅱ（リーダーシップ・地域包括ケアシステム） 自分が目標像とするリ

ーダーを描いてみる。地

域の介護資源を調べて

みる(2 時間)。 

第 14 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

15 
施設経営の内容Ⅲ（サービス管理・ISO9001 の導入・地域包括ケ

アシステム）／起業の準備と心得 
地域の介護資源を調べ

てみる(2 時間)。 
第 15 回の授業内容の復

習をしておく(2 時間)。 

定期試験 

教科書 「すべては経営者次第」（厚労省平成 22 年度老人保健健康増進事業、民介協） 
新・社会福祉士養成講座 11 「福祉サービスの組織と経営＜第５版＞」 
中央法規出版 ISBN-10: 4805854316、ISBN-13: 978-4805854310 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢、課題の提出などを含む）（40％）、定期試験（60％） 

備考 １）習得した知識の定着を図るため、必要に応じ理解度を確認します。 
２）ケーススタディとして、事例を取り上げ自由な発想で取り組んで頂きます。 
３）毎回、受講生の皆さんにアンケートを実施し、有意義で楽しい講義となるよう改善に役立てます。 

 



科目 
コード 1205 ナンバ

リング FAA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護概論Ⅰ 

科目英語名 Theory of Care WorkⅠ 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 「尊厳の保持」「自立支援」という介護の考え方を理解する 

生活の観点から、介護を必要とする人を捉える力を養う 

介護福祉士の役割を理解する 

介護福祉士の専門性について考える 

学修成果 

到達目標 

介護福祉士の沿革を理解し、専門職としての使命を説明できる 

「尊厳の保持」「自立支援」を踏まえたケアについて、自分なりの考えを述べることができる 

個別ケアの視点について考え、実習の課題を立案できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

介護福祉士を取り巻く状況 テキストに全体に目を通

し、学ぶ内容の全体像をイ

メージする（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

２ 
介護の歴史 テキスト該当部分を読む（2

時間） 

介護の歴史について年表に

まとめる（2 時間） 

３ 

介護問題の背景 テキスト該当部分を読む・

近の介護をとりまく問題

について調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

４ 
介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ テキスト該当部分を読む（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

５ 
社会福祉士及び介護福祉士法 社会福祉士及び介護福祉士

法について調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

６ 

専門職能団体の活動（学外） 介護福祉士会についてイン

ターネットを活用して調べ

る（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

７ 

尊厳を支える介護 テキスト該当部分を読む・

「尊厳」について調べる（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

８ 

利用者主体の考え方（グループディスカッション） テキスト該当部分を読む・

｢利用者主体」の考え方につ

いて調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

９ 

自立に向けた介護（自立支援） テキスト該当部分を読む・

「自立支援」について調べ

る（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

10 
個別ケア テキスト該当部分を読む（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

11 

リハビリテーションとは テキスト該当部分を読む・

リハビリテーションについ

て調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

12 
介護を必要とする人の理解（グループディスカッション） 

 

テキスト該当部分を読む（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

13 
高齢者のくらしの実際 テキスト該当部分を読む（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 

14 
障害のある人のくらしの実際 テキスト該当部分を読む（2

時間） 

授業内容を復習する（2 時

間） 



15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容をふり

かえる（2 時間） 

授業内容を復習する(2 時

間） 

 

教科書 新介護福祉士養成講座 3「介護の基本Ⅰ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5763-2 

新介護福祉士養成講座 4「介護の基本Ⅱ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5764-9 

参考書  

成績評価 

方法・基準 

理解度（50％） 課題提出等（30％） 受講態度（20％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護福祉士として特別養護老人ホームで勤務経験のある教員が、介護における基本的な考え方（尊厳の保持・

自立支援）、専門職としての介護福祉士の役割について指導する科目である。 



科目 
コード 1210 ナンバ

リング FAA130 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護概論Ⅱ 

科目英語名 Theory of Care WorkⅡ 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 
社会福祉主事任用資格のための選択科目 
ピアヘルパー資格取得のための選択科目 

学修内容 １．介護サービス提供の場と特性を学ぶ。 
２．介護における安全の確保とリスクマネジメントについて学ぶ。 
３．介護従事者の健康管理について学ぶ。 
４．介護福祉士の役割と機能について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．介護サービス提供の場と特性が説明できる。 
２．介護における安全の確保とリスクマネジメントについて説明できる。 
３．介護従事者の健康管理について説明できる。 
４．介護福祉士の役割と機能が説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 介護保険制度 
グループワーク① 介護保険サービスについて調べる 

介護保険法について学

習して理解しておく（2
時間） 

講義内容を復習して整

理しておく（2 時間） 

２ 

グループワーク② 介護保険サービスの動向について調べる 介護保険制度における

居宅系高齢者サービス

を整理しておく（2 時

間） 

高齢者サービスを利用

する場合の手続きにつ

いて調べまとめておく

(2 時間） 

３ 

グループワーク③ 発表 
介護保険制度についてのまとめ 

入所系の高齢者サービ

スの諸問題について調

べまとめておく（2 時

間） 

講義内容を復習してお

く(2 時間） 

４ 
障がい者に対する入所系と居宅系サービスの提供の場とその特性 障害者総合支援法につ

いて調べてまとめてお

く(2 時間） 

具体的な障害者サービ

スについて整理してお

く(2 時間） 

５ 
グループワーク④ 障がい者支援と高齢者支援に対する違いや共

通点について考える 
入所系や通所系のサー

ビスについてまとめて

おく(2 時間） 

教科書の演習問題をま

とめておく(2 時間） 

６ 
介護実践における多職種連携の意義と目的 多職種の役割を調べて

おく(2 時間） 
多職種の役割について

レポートにまとめる(2
時間） 

７ 
介護実践における地域連携の意義と目的 地域連携の意味を考え

理解しておく(2 時間） 
演習問題を行う(2 時間） 

８ 
介護における安全の確保 リスクマネジメントに

ついて調べておく(2 時

間） 

リスクマネジメントに

ついてまとめておく(2
時間） 

９ 
グループワーク⑤ 事故防止について考える 事故防止等のためのリ

スクマネジメントをま

とめておく(2 時間） 

個々の利用者に応じた

対策をまとめておく(2
時間） 

10 
グループワーク⑥ 安全対策について発表する 演習課題を行う(2 時間） 授業内容を復習してお

く(2 時間） 

11 
感染管理のための方策 感染管理のために必要

な内容をまとめておく

(2 時間） 

感染対策とリスクマネ

ジメントについてまと

めておく(2 時間） 

12 
介護従事者の健康管理の意義と目的 介護職に起こりやすい

病気等について調べる

(2 時間） 

授業内容を復習してお

く(2 時間） 



13 
グループワーク⑦ 介護職員が働きやすい職場と健康管理につい

て検討する 
健康管理に必要な知識

と技術について理解し

ておく(2 時間） 

介護職が取り組むスト

レス対策についてまと

めておく(2 時間） 

14 
グループワーク⑧ 安心して働ける環境づくりについて発表する 労働基準法や労働安全

衛生法について調べて

まとめておく(2 時間） 

レポートを記入する(2
時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 学習した内容を見直し、

不明な点は調べてまと

めておく(2 時間） 

これまでの講義の内容

を総復習する(2 時間） 

定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座 ４ ｢介護の基本Ⅱ」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5764-9 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（50％） 授業態度（20％） 提出物の内容（30％） 

備考  

 



科目 
コード 1215 ナンバ

リング FAA135 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 高齢者に対する支援と介護保険制度 

科目英語名 Long-term Care Insurance System 

担当教員 平岡 毅 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．高齢者福祉の制度や福祉サービスの実態を学び、高齢者に対する支援というものの全体像を把握する。 
２．介護保険制度の概要と実際を学び、サービスは単に利用するものではなく心豊かに生きるために“活用する

もの”であるという視点を養い醸成する。 

学修成果 
到達目標 

１．高齢者福祉の全体像を理解し、介護保険制度と繋げて考えることができる。 
２．介護保険制度の概要を理解し、サービスは「活用するものである！」という視点にて考えることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション   少子高齢社会の現状と動向・

課題 
授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

２ 

高齢者福祉制度の発展過程 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

３ 

高齢者の特性と疾病 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

４ 

高齢者の生活実態と福祉・介護ニーズ※～に関しての振

り返りと確認をし、理解度を図る。 
授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 
第 1～４回の授業内容に関し

ての提出課題「振り返りと確

認①」の用紙を記入し提出す

る。(2 時間) 

５ 

介護の概念と介護予防 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

６ 

老人福祉法と関連法 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

７ 

介護保険制度創設の背景と経過 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

８ 

介護保険制度の枠組み・利用※～に関しての振り返りと

確認をし、理解度を図る。 
授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 
第５～８回の授業内容に関

しての提出課題「振り返りと

確認②」の用紙を記入し提出

する。 
(2 時間) 



９ 

介護保険サービス（居宅・施設） 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

10 

地域支援事業等・権利擁護のしくみ 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

11 

地域包括支援センターと地域 ※９）～に関しての振り

返りと確認をし、理解度を図る。 
授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 
第９～１１回の授業内容に

関しての提出課題「振り返り

と確認③」の用紙を記入し提

出する。 
(2 時間) 

12 

高齢者虐待と虐待予防の取組み 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

13 

認知症高齢者の実態とニーズ（認知症の理解） 授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 

14 

認知症高齢者の実態とニーズ（認知症高齢者の実態） 

※～に関しての振り返りと確認をし、理解度を図る。 
授業内容に該当するテキスト

の箇所を読み込み、興味関心

を持って授業を受けるように

する。(2 時間) 

授業時に配布したレジュメ

の内容を復習する。(2 時間) 
第１２～１４回の授業内容

に関しての提出課題「振り返

りと確認②」の用紙を記入し

提出する。(2 時間) 

15 ふりかえりとまとめ   

 

教科書 社会福祉士シリーズ 13 「高齢者に対する支援と介護保険制度＜第 5 版＞」 
福祉臨床シリーズ編集委員会編 弘文堂 ISBN978-4-335-61196-4 

参考書 「高齢者の生活困難と養護老人ホーム」～尊厳と人権を守るために～ 
著者 明治学院大学名誉教授 河合克義氏・城西国際大学 教授 清水正美氏・東海大学 教授 中野いずみ氏・平

岡毅 編   法律文化社 ISBN978-4-589-04025-1 

成績評価 
方法・基準 

受講姿勢など（50％） 振り返りと確認による理解度（50％） 

備考 参考書欄に記載の書籍は、高齢者福祉の原点と今後の高齢者福祉全般（介護・孤立・孤独死・セーフティネッ

ト等々）を学習するため、本授業の第１・２・４・６・９・１１・１２回の講義等で使用致します。 

 



科目 
コード 1220 ナンバ

リング FAA105 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生活レクリエーション 

科目英語名 Life Recreation 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 レクリエーションの意味を理解し、手段であるレクリエーション活動を有効に活用するための理論と方法を学

びます。そして、利用者のニーズに合わせた根拠あるレクリエーション計画を立案・実践・振り返りの中から

自己の課題をみつけます。 

学修成果 
到達目標 

１．レクリエーションの意味を理解し、理論と方法をもとにレクリエーション活動計画が立案できる。 
２．レクリエーション活動に必要なコミュニケーションや環境設定、安全管理ができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 
レクリエーションの意義 
（介護実習Ⅰ①にて観察・体験してきたレクリエーションについて

報告し情報共有する） 

介護実習Ⅰ①②で経験

したレクリエーション

をまとめておく（2 時

間） 

レポートを記入する（2
時間） 

２ 
良好な集団づくりの方法 
（アイスブレーキングの手法等などをまじえ集団づくりの方法学

ぶ） 

アイスブレーキングに

ついて調べる（2 時間） 
レクリエーション計画

書を作成する（2 時間） 

３ 
四季の行事とレクリエーション 
（日本の四季における行事を知り、レクリエーション活動事例を学

ぶ） 

地域にある四季の行事

について調べる（2 時

間） 

授業内をを振り返って

おく（2 時間） 

４ 
スポーツ・レクリエーション活動 
（運動効果のあるレクリエーションについて学ぶ） 

運動と健康について調

べる（2 時間） 
授業を振り返っておく

（2 時間） 

５ 
昔の遊び（日本に伝わる伝統的な遊びを知る）  
ゲストスピーカー 

昔の遊びについて調べ

る（２時間） 
授業を振り返っておく

（2 時間） 

６ 
レクリエーション活動の安全管理 
（レクリエーションを企画する時に想定される事故等について学

ぶ） 

リスクマネジメントに

ついて調べる（2 時間） 
授業を振り返っておく

（2 時間） 

７ 
レクリエーション計画書の書き方 
（レクレーション計画書・進行表・自己評価表） 
福祉フェスタの企画を考える 

今まで学んだことを整

理しておく（2 時間） 
福祉フェスタの準備を

する（2 時間） 

８ 
レクリエーションの実践（福祉フェスタ） 福祉フェスタの準備を

する（2 時間） 
レポートを記入する（2
時間） 

９ 
様々な素材を使ったレクリエーション 
（課題制作を通して準備から完成まで留意点や支援の方法を学ぶ） 

レポートを完成させる

（2 時間） 
課題制作（2 時間） 

10 
課題制作（課題のテーマに沿って作品を完成させる） 課題制作（2 時間） 課題制作の完成（2 時

間） 

11 
実際にレクリエーションを計画してみよう 
（季節・対象者・場所・人数等に合わせた計画を立案する） 

レクリエーション案を

探す（2 時間） 
レクリエーションの準

備を行う（2 時間） 

12 
集団レクリエーションの準備 レクリエーションの準

備を行う（2 時間） 
レクリエーションの準

備を行う（2 時間） 

13 
集団レクリエーションの実践 ① 
（計画立案したものを発表する） 

レクリエーションの準

備を行う（2 時間） 
レクリエーション評価

を記入する（2 時間） 

14 
集団レクリエーションの実践 ② 
（計画立案したものを発表する） 

今までのレクレーショ

ンを振り返る（2 時間） 
レクリエーション評価

を記入する（2 時間） 

15 
まとめとふりかえり 
集団レクリエーション実践の評価 
（各自のレクリエーション実践をビデオを通しての振り返る） 

今までの資料等を整理

しておく（2 時間） 
定期試験の準備を行う

（2 時間） 



定期試験 

教科書 使用しない（適宜資料を配布します） 

参考書 １．公益社団法人日本レクリエーション協会「楽しさをとおした元気づくり レクリエーション支援の理論と

方法」ISBN978-4-931180-95-6 
２．「レクリエ : 高齢者介護をサポートするレクリエーション情報誌」世界文化社（雑誌） 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（グループワークへの取り組み姿勢、課題の提出から総合的に評価します）30％ 
理解度（計画書の内容・発表内容・作品の完成度等から総合的に評価します）30％ 
定期試験 40％ 

備考  

 



科目 
コード 1225 ナンバ

リング FAA205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護予防 

科目英語名 Care Prevention 

担当教員 今西 美由紀 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １．高齢者の現状について理解して、健康寿命延伸のため、介護予防の重要性について学ぶ。 
２．介護保険制度について学び、介護予防事業について理解する。 
３．高齢者に対する運動の基礎知識を学ぶ。 
４．介護予防のための運動を体験学習する。 

学修成果 
到達目標 

１．介護予防の必要性について説明することができる。 
２．介護予防事業を理解できる。 
３．介護予防のための運動をグループで計画し、発表できる。 
４．個別の介護予防プログラムを立案し、実行できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
高齢者の現状と課題 「介護の基本Ⅰ」第 1 章

第 1 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

２ 
介護予防の必要性と社会的意義 「介護の基本Ⅰ」第 1 章

第 2 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

３ 
介護保険制度と介護予防 
 

「介護の基本Ⅰ」第 1 章

第 3 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

４ 
生活支援と介護予防 
 

「介護の基本Ⅰ」第 2 章

第 1 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

５ 
介護予防とリハビリテーション 「介護の基本Ⅰ」第 2 章

第 2 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

６ 
介護予防事業の実際①リハビリテーション医学の基礎知識 「介護の基本Ⅰ」第 2 章

第 3 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

７ 
介護予防事業の実際②心身機能と日常生活活動 「介護の基本Ⅰ」第 2 章

第 4 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

８ 
介護予防事業の実際③地域における介護予防 「介護の基本Ⅰ」第 3 章

第 1 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

９ 
高齢者に対する運動の注意点 「介護の基本Ⅰ」第 3 章

第 2 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

10 
介護予防と遊びリテーション①遊びリテーションとは 「介護の基本Ⅰ」第 4 章

第 1 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

11 
介護予防と遊びリテーション②ミュージック・ケア 「介護の基本Ⅰ」第 4 章

第 2 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

12 
介護予防と遊びリテーション③企画立案（グループワーク） 「介護の基本Ⅰ」第 4 章

第 3 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 



13 
介護予防と遊びリテーション④発表（グループワーク） 「介護の基本Ⅰ」第 4 章

第 4 節を読んでおく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

14 
介護予防と遊びリテーション⑤ふりかえり（グループワーク） 「介護の基本Ⅰ」を総括

しておく 
(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

15 
まとめとふりかえり：ADL と QOL これまでの講義を通し

ての疑問点、質問点をま

とめる(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく

(2 時間) 

定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座 3 ｢介護の基本Ⅰ｣ 中央法規出版  ISBN978-4-8058-5763-2 

参考書 「生活を活発にする 介護予防リハビリテーション」ISBN:978-4-902249-14-9  
藤原 茂. 青海社.  2005. 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（40％）＋平常点（受講姿勢と課題の提出）（30％）＋グループ発表（30％） 

備考  

 



科目 
コード 1230 ナンバ

リング FAA240 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 セラピー概論 

科目英語名 Therapy Introduction 

担当教員 竹花 正剛、村本 早希 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 ［アニマル］ 
１．ヒューマンアニマルボンド（HAB）の考え方、基本理念を、動物が人に及ぼす心理的・生理的・社会的効

果について、歴史、理論、研究法、実践研究、活動を視覚教材も使用し、概観する。 
２．社会福祉・介護福祉分野での、アニマルセラピーの位置づけ、実際のかかわり方を、実践的観点から展開

する。 
［鍼灸・アロマ］ 
東洋医学と心や体の関係を理解し、その考え方を介護の分野の中で活用していくことを目標とする。 

学修成果 
到達目標 

［アニマル］ 
高齢者施設での対人援助技法としてのアニマルセラピーの目指すものは何かについて、具体例をあげながらア

ニマルセラピーの意義と効果について説明できる。さらに、動物が人の心と体の健康にどれだけ恩恵を与える

かについて概説することができる。 
［鍼灸・アロマ］ 
東洋医学と心や体の関係を理解し、日常生活や社会福祉、介護の分野での健康増進、クオリティ・オブ・ライ

フ（ＱＯＬ）の向上に役立てることができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
アニマルセラピーの歴史：アニマルセラピーの歴史について概観し

ながら、その理念を探る。（竹花） 
アニマルセラピーの理

念を考える(2 時間) 
HAB の理論的根拠につ

いての整理(2 時間) 

２ 
ペット家族論：ペットは家族の一員でもあり、その中でも犬は人に

とっての最高のパートナーである。（竹花） 
人とペットの絆につい

て考える(2 時間) 
HAB の枠組みの中での

ペットの効用(2 時間) 

３ 
ＡＡＡ／ＡＡＴ／ＡＡＥ：この用語の違いと実際の研究、訪問活動

をビデオを使用しながら概観する。（竹花） 
用語の整理とその活動

の違いを理解(2 時間) 
それぞれの具体的なア

プローチの整理(2 時間) 

４ 
QOL に与えるペットの効果；ペットがヒトの生活の質を高めたり

する理由について考察する。（竹花） 
健康とペットの恩恵に

ついて理解(2 時間) 
生理的・心理的・社会的

効果とて適用法(2 時間) 

５ 
高齢者に及ぼすペットの効果：高齢者施設でのＡＡＡについて概観

し、その効果について分析する。（竹花） 
高齢者へのアニマルセ

ラピーを考える(2 時間) 
高齢者への AAA の効果

を具体的に整理(2 時間) 

６ 

東洋医学の歴史や医療について（村本） 東洋医学についての今

もっているイメージを

言語化しておく。（2 時

間） 

東洋医学の種類につい

て整理し、分類できるよ

うにしておく。（2 時間） 

７ 

東洋医学の基本的な考え方（村本） 現在東洋医学を取り入

れようとしている施設

について調べる（2 時

間） 

東洋医学の基本的な考

え方を、現在の西洋医学

と違うところ、同じとこ

ろを整理して理解して

おく。（2 時間） 

８ 

東洋医学での体のとらえ方と病気の原因について（村本） 小テストにむけ、既習範

囲の復習をしておく。（2
時間） 

東洋医学でいう病気の

原因は何なのかという

ことを整理し、把してお

く。（2 時間） 

９ 

東洋医学での体のとらえ方と病気の原因と手の力について（村本） 自身の健康状態とその

状態である要因につい

て把握しておく。（2 時

間） 

手の持つ力現代の研究

でわかってきている部

分を整理し理解する。（2
時間） 

10 

高齢者の変化をみる東洋医学の診断法（村本） 実際に行った実習や、今

までの学習から、どうや

って体調の異変や健康

状態をみてきたのかを

今まで見てきたいろい

ろなモデルケースにあ

てはめ、現場に応用でき

るように整理しておく。



まとめておく。（2 時間） （2 時間） 

11 

食事の中の陰陽五行と皮膚について（村本） よく食べる食材や気を

つけていることについ

て整理しまとめておく。

（2 時間） 

振り返り、改善点をまと

めておく。実際に食事を

改善してみること。（2
時間） 

12 

アロマテラピーと東洋医学からみる基礎知識（村本） 小テストにむけ、既習範

囲を復習しておく。（2
時間） 

アロマテラピーの基本

的なことについて整理

し、まとめてとめてお

く。（2 時間） 

13 

アロマテラピーと東洋医学から考えるケア（村本） 実際にアロマをどの場

面で取り入れていける

かということを考えて

おく。（2 時間） 

実習にむけ、アロマ使用

の手順やどの精油を使

用するかなど、あらかじ

め考えて準備しておく

こと。（2 時間） 

14 

アロマテラピー実習（村本） アロマ使用に関する注

意事項を再確認してお

く。（2 時間） 

実際に使用した中で感

じたこと。使ったことで

起きた変化をまとめて

おく。（2 時間） 

15 

ふりかえりとまとめ（村本） まとめ課題のために、今

までの総復習をしてお

く。（2 時間） 

この授業を通してなに

を学んだのか。実際に取

り入れていくには何が

できるのかを考える。（2
時間） 

 

教科書 ［アニマル］教科書は使用しない。 
［鍼灸・アロマ］教科書は使用しない。 

参考書 ［アニマル］ （導入）メリー・R・バーチ「よくわかるアニマルセラピー」インターズー ISBN9784899955634
（標準）ゲイル・F・メルスン「動物と子どもの関係学」ビイングネットプレス ISBN9784904117286 
B・ガンター「ペットと生きる」北大路書房 ISBN9784762825033 
（応用）桜井富士朗・長田久雄（編）「「人と動物の関係」の学び方」メディカルサイエンス社 ISBN489995199X  
岩本隆茂・福井至（編）「アニマル・セラピーの理論と実際」培風館 ISBN456305 

成績評価 
方法・基準 

［アニマル］レポート評価（80％） 理解度（20％） 
［鍼灸・アロマ］平常点（受講態度、課題の提出など含む）（60％） 理解度（30％） 授業内評価（10％） 

備考 ［アニマル］毎回 PPT 

 



科目 
コード 1260 ナンバ

リング FAA140 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 コミュニケーション技術Ⅰ 

科目英語名 Communication TechniquesⅠ 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護におけるコミュニケーションの意義・目的を理解しながら、対人援助職として利用者とかかわる上で必要

不可欠であるコミュニケーションの技法を身につける 
チームで働く際に必要なコミュニケーション技術を身につける 

学修成果 
到達目標 

介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割を理解できる 
様々なコミュニケーション技法を理解し、実践できる 
チームでのコミュニケーションに必要な記録、報告・連絡・相談、会議などについて理解できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護におけるコミュニケーション テキスト全体に目を通

し、学ぶ内容の全体像を

イメージする(2 時間） 

授業内容を復習する(2
時間） 

２ 
介護におけるコミュニケーションの役割 テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

３ 
介護における生活支援とコミュニケーション テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

４ 
介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

５ 

コミュニケーション技法① 話を聞く技法(ロールプレイ） テキスト該当部分を読

む(1.5 時間） 
授業内容を復習し、ロー

ルプレイからの学びを

レポートにまとめる

(2.5 時間） 

６ 

コミュニケーション技法② 質問の技法(ロールプレイ） テキスト該当部分を読

む(1.5 時間） 
授業内容を復習し、ロー

ルプレイからの学びを

レポートにまとめる

(2.5 時間） 

７ 
コミュニケーション技法③ 利用者の意欲を引き出す技法 テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

８ 
プロセスレコードとは プロセスレコードにつ

いて調べる(1.5 時間） 
プロセスレコードを記

入する(2.5 時間） 

９ 

プロセスレコードで学ぶコミュニケーション(グループワーク） グループワークの準備

を行う（1.5 時間） 
授業内容を復習し、グル

ープワークからの学び

をレポートにまとめる

(2.5 時間） 

10 
介護におけるチームのコミュニケーション テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

11 
介護における記録とは テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

12 
報告・連絡・相談 テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

13 
会議の必要性 テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

14 
カンファレンスの必要性と方法 テキスト該当部分を読

む(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 今まで学んだことをふ

りかえる(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 



定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座５「コミュニケーション技術」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5765-6 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（授業の取り組み姿勢・グループワーク等への主体的参加） 30％ 
課題提出等 30％ 
定期試験 40％ 

備考  

 



科目 
コード 1265 ナンバ

リング FAA200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 コミュニケーション技術Ⅱ 

科目英語名 Communication TechniquesⅡ 

担当教員 森永 夕美、西村 隆一 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 介護を必要とする高齢者や障がい者にはコミュニケーションを図る上で何らかの障がいがあり、自分の意思や

要求を相手に伝えることが難しいことが多い。そのため、介護福祉士として必要とされる、障がいの特性にあ

わせたコミュニケーションのあり方を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．さまざまなコミュニケーション障がいが理解でき、その特徴を説明できる。 
２．コミュニケーション障がいを抱える人への対応方法を理解し説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
ことばの発達の過程 

コミュニケーション技

術Ⅰを振り返っておく

（2 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

２ 
コミュニケーション障害への対応の基本 テキスト p.70~78 を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

３ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
①視覚障害（ゲストスピーカー） 

テキスト p.79~84 を読

んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

４ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
②聴覚障害 

テキストｐ.85～91 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

５ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
③構音障害 

テキストｐ.92～98 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

６ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
④失語症 

テキストｐ.99～105 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

７ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
⑤認知症 

テキストｐ .106～117
を読んでおく（2 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

８ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
⑥うつ病・抑うつ状態・統合失調症 

テキスト p.117～126 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

９ 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
⑦知的障害・発達障害 

テキスト p.127～141 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

10 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
⑧高次脳機能障害 

テキストｐ .142～147
を読んでおく（2 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

11 
さまざまなコミュニケーション障害のある人への支援  
⑨重症心身障害 

テキスト p.148~154 を

読んでおく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

12 
点字を使ったコミュニケーション方法（ゲストスピーカー） 視覚障害について復習

しておく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

13 
点字を使っての文章作成 点字の技法を復習して

おく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

14 
手話を使ったコミュニケーション方法 聴覚障害について復習

しておく（2 時間） 
授業内容を振り返りま

とめておく（2 時間） 

15 
手話発表 
ふりかえりとまとめ 

手話を練習しておく（2
時間） 

定期試験に向けて学習

する（2 時間） 

定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座５「コミュニケーション技術」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5765-6 



参考書 八王子言語聴覚士ネットワーク／編「やさしいコミュニケーション障害学」三輪書店 
ISBN978-4-89590-557-2 

成績評価 
方法・基準 

授業態度 20％、理解度（提出物・レポート等の内容）30％、定期試験 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1305 ナンバ

リング FAA110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活支援技術Ⅰ 

科目英語名 Life Support Technique Ⅰ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 原理原則を踏まえ、基礎介護技術を習得する 

常に介護を受ける側の気持ちを考え、専門職として求められる知識・技術を理解する 

学修成果 

到達目標 

各生活動作に関する介護技術の原理原則が説明できる 

利用者の体験を通し、介護を受ける側の気持ちをイメージできる 

安全な介護技術が展開できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション・居住環境整備の意義と目的 テキスト全体に目を通し、学

ぶ内容の全体像をイメージ

する（1 時間） 

授業内容を復習する(1時間） 

２ 
ベッドメイキング・寝具のたたみ方とシーツ交換 テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、寝具の扱

い方を練習する（1.5 時間） 

３ 

ボディメカニクス ボディメカニクスについて

調べる(1 時間） 

生活の場面で活用できるボ

ディメカニクスについて、レ

ポートにまとめる(1 時間） 

４ 
シーツ交換 テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、シーツ交

換の練習を行う(1.5 時間） 

５ 
移動の意義と目的・体位変換 テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、体位変換

の介助を練習する(1.5 時間） 

６ 
体位変換（対面法・背面法） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、体位変換

の介助を練習する(1.5 時間） 

７ 

体位変換（上方移動・水平移動 他） テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、上方移

動・水平移動の介助の練習を

する(1.5 時間） 

８ 
シーツ交換実技習得レベルの確認 シーツ交換の練習をする

(1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

９ 
福祉用具の理解・立位介助 福祉用具について調べる(1

時間） 

授業内容を復習し、立位介助

の練習をする(1 時間） 

10 
移動の介助 杖歩行 テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、杖歩行の

介助を練習する(1.5 時間） 

11 
移動の介助 車椅子 車椅子について（名称・使い

方）を調べる(0.5 時間） 

授業内容を復習し、車椅子の

介助を練習する（1.5 時間） 

12 

移動・移乗の介助（ベッド－車椅子間：一部介助） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、移動・移

乗の介助を練習する(1.5 時

間） 

13 

移動・移乗の介助（ベッド－車椅子間：全介助） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、移動・移

乗の介助を練習する(1.5 時

間） 

14 

移動・移乗の介助（ベッド－車椅子間：移動用リフト） 移動用リフトについて調べ

る(0.5 時間） 

授業内容を復習し、移動用リ

フトを活用した移乗の介助

を練習する(1.5 時間） 

15 移動・移乗の介助（練習・ふりかえり） 移動・移乗の介助をふりかえ 授業内容を復習し、移動・移



る 乗の介助を練習する(1.5 時

間） 

16 
身じたくの意義と目的 テキスト該当部分を読む（1

時間） 

授業内容を復習する(1時間） 

17 
衣服の着脱・座位（上衣の着脱） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、着脱の介

助を練習する(1.5 時間） 

18 
衣服の着脱・座位（ズボンの着脱） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、着脱の介

助を練習する(1.5 時間） 

19 
衣服の着脱・臥位（前開きの上衣・ズボンの着脱） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、着脱の介

助を練習する(1.5 時間） 

20 
衣服の着脱・臥位（かぶり上衣・ズボンの着脱） テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、着脱の介

助を練習する(1.5 時間） 

21 
食事の意義と目的 テキスト該当部分を読む（1

時間） 

授業内容を復習する(1時間） 

22 

食事の介助の方法 テキスト該当部分を読む

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、食事時の

環境設定についてレポート

にまとめる(1.5 時間） 

23 

食事の介助（ふりかえり） 食事の介助をふりかえる

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、安全・安

楽な食事介助についてレポ

ートにまとめる(1.5 時間） 

24 
排泄の意義と目的 テキスト該当部分を読む（1

時間） 

授業内容を復習する(1時間） 

25 
トイレの介助（一部介助） テキスト該当部分を読む（1

時間） 

授業内容を復習し、トイレの

介助を練習する(1.5 時間） 

26 

おむつの交換 テキスト該当部分を読む

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、おむつ交

換の介助を練習する(1.5 時

間） 

27 
事例に基づく介護技術の展開 今まで学んだ内容をふりか

える(1 時間） 

事例に応じた介護を考える

（1 時間） 

28 
実技習得レベルの確認（移動・移乗） 移動・移乗の介助を練習する

(1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

29 
実技習得レベルの確認（着脱） 着脱の介助を練習する(1.5

時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

30 
ふりかえりとまとめ 今まで学んだ内容をふりか

える(1 時間） 

授業内容をふりかえる(1 時

間） 

試験 定期試験 

教科書 新・介護福祉士養成講座６「生活支援技術Ⅰ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5766-3 

新・介護福祉士養成講座 7「生活支援技術Ⅱ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5767-0 

参考書 新・介護福祉士養成講座 11「こころとからだのしくみ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5771-7 

大田仁史・三好春樹「完全図解 新しい介護 全面改訂版 (介護ライブラリー)」講談社 2014  

ISBN9784062824620 

谷野亘・滝波順子「新セルフチェック基礎介護技術」第 2 版 中央法規出版 2012  

ISBN 978-4-8058-3614-9  

成績評価 

方法・基準 

平常点（授業態度・課題の提出などを含む）20％ 技術修得度 40％  定期試験 40％ 

 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護福祉士として特別養護老人ホームで勤務経験のある教員が、基本的な支援技術を踏まえた上で、現場で応

用できる支援技術について指導する科目である。 



科目 
コード 1310 ナンバ

リング FAA145 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生活支援技術Ⅱ 

科目英語名 Life Support Technique Ⅱ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 原理原則を踏まえた介護技術を習得する 

常に介護を受ける側の気持ちを考え、利用者の状況に合った技術を適切に展開する 

専門職として基本的知識と技術を身に付け、根拠に基づく介護技術を展開する      

学修成果 

到達目標 

介護技術の原理原則と、技術展開の根拠が説明できる 

介護を受ける側の気持ちを理解し、利用者の状況に応じた個別介護を展開できる 

専門的知識を技術に活かすことが表現できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
入浴・清潔保持の意義と目的・アセスメント テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

２ 
入浴介助（機械浴） テキスト該当部分を読む(0.5

時間） 

機械浴での介助についてレポ

ートをまとめる(1.5 時間） 

３ 
入浴介助（個浴） テキスト該当部分を読む(0.5

時間） 

個浴での介助についてレポー

トをまとめる(1.5 時間） 

４ 
入浴介助（まとめ） 機械浴・個浴の介助について

ふりかえる（0.5 時間） 

入浴介助についてレポートを

まとめる(1.5 時間） 

５ 
全身清拭 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

６ 

全身清拭の実践 テキスト該当部分を読む(0.5

時間） 

授業内容を復習し、全身清拭

の介助の練習をする（1.5 時

間） 

７ 
手浴・足浴 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

８ 

手浴・足浴の実践 テキスト該当部分を読む(0.5

時間） 

授業内容を復習し、手浴・足浴

の介助の練習をする（1.5 時

間） 

９ 

全身清拭・手浴・足浴（まとめ） 全身清拭・手浴・足浴について

ふりかえる(0.5 時間） 

授業内容を復習し、手浴・足浴

の介助の練習をする（1.5 時

間） 

10 
部分清拭・髭や爪の手入れ テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

11 
口腔ケア・義歯の取り扱い テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

12 
口腔ケア（まとめ） 口腔ケアについてふりかえる

(0.5 時間） 

口腔ケアについてレポートを

まとめる(1.5 時間） 

13 
衣服の着脱 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

14 

衣服の着脱（ふりかえり） 衣服の着脱についてふりかえ

る(0.5 時間） 

授業内容を復習し、衣服の着

脱の介助の練習をする（1.5 時

間） 

15 
排泄介助（尿器・便器） テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

16 
排泄介助（尿器・便器 ふりかえり) 

 

尿器・便器を用いた排泄介助

についてふりかえる (0.5 時

授業内容を復習し、尿器・便器

を用いた排泄介助の練習をす



間） る（1.5 時間） 

17 
排泄介助（ポータブルトイレ） テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

18 

排泄介助（ポータブルトイレ ふりかえり） ポータブルトイレを用いた排

泄介助についてふりかえる

(0.5 時間） 

授業内容を復習し、ポータブ

ルトイレを用いた排泄介助の

練習をする（1.5 時間） 

19 
排泄介助（おむつ交換・陰部洗浄） テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

20 

排泄介助（おむつ交換・陰部洗浄 ふりかえり） おむつ交換・陰部洗浄の介助

をふりかえる(0.5 時間） 

授業内容を復習し、おむつ交

換・陰部洗浄の介助の練習を

する（1.5 時間） 

21 

罨法 罨法について調べる(1 時間） 授業内容を復習し、罨法の効

果と注意点についてレポート

をまとめる(1 時間） 

22 
介護技術の展開（事例①） 基本的な介護技術をふりかえ

る(0.5 時間） 

授業内容を復習する (1.5 時

間） 

23 実技練習（事例①） 実技練習を行う(1 時間） 実技をふりかえる(1 時間） 

24 
介護技術の展開（事例②） 基本的な介護技術をふりかえ

る(0.5 時間） 

授業内容を復習する (1.5 時

間） 

25 
実技練習（事例②） 基本的な介護技術をふりかえ

る(0.5 時間） 

実技をふりかえる(1 時間） 

26 
介護技術の展開（事例③） 基本的な介護技術をふりかえ

る(0.5 時間） 

授業内容を復習する (1.5 時

間） 

27 実技練習（事例③） 実技練習を行う(1 時間） 実技をふりかえる（1 時間） 

28 
実技習得レベルの確認（清潔） 清潔の介助について実技練習

を行う(1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

29 
実技習得レベルの確認（排泄） 排泄の介助について実技練習

を行う(1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

30 
ふりかえりとまとめ 今まで学んだ内容をふりかえ

る（1 時間） 

授業内容をふりかえる(1 時

間） 

試験 定期試験 

教科書 新・介護福祉士養成講座６「生活支援技術Ⅰ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5766-3 

新・介護福祉士養成講座 7「生活支援技術Ⅱ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5767-0 

参考書 新・介護福祉士養成講座 11「こころとからだのしくみ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5771-7 

ISBN  

大田仁史・三好春樹「完全図解 新しい介護 全面改訂版 (介護ライブラリー)」講談社 2014 

ISBN9784062824620 

古谷野亘・滝波順子「新セルフチェック基礎介護技術」第 2 版 中央法規出版 2012 

ISBN 978-4-8058-3614-9   

成績評価 

方法・基準 

平常点（授業態度・課題の提出などを含む）（20％） 技術習得度（40％） 定期試験（40％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護福祉士として特別養護老人ホームで勤務経験のある教員が、基本的な支援技術を踏まえた上で、現場で応

用できる支援技術について指導する科目である。 



科目 
コード 1315 ナンバ

リング FAA210 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活支援技術Ⅲ 

科目英語名 Life Support Technique Ⅲ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 居宅における介護技術について理解する 

要介護者の状況に応じた支援を考え、実践能力を養う 

終末期の介護について理解する 

学修成果 

到達目標 

ＩＣＦの視点にもとづいたアセスメントができる 

障害に応じた介護の方法について根拠が説明できる 

終末期の介護について概要を説明できる 

アセスメントに基づいた支援が展開できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護実習Ⅱでの介護技術実施に関する質疑応答 介護実習Ⅱで行った実技をふ

りかえる(1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

２ 

ボディメカニクス 実習中に意識したボディメカ

ニクスについてまとめる(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

３ 
環境整備（ベッドメイキング・シーツ交換） ベッドメイキングの練習を行

う(1 時間） 

授業内容の復習を行う(1 時

間） 

４ 
睡眠の意義と目的 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容の復習を行う(1 時

間） 

５ 

安眠のための介護 テキスト該当部分を読む(0.5

時間） 

授業内容を復習し、安眠のた

めの環境設定についてレポー

トにまとめる（1.5 時間） 

６ 
洗髪介助の方法 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

７ 
ベッド上での洗髪介助 テキスト該当部分を読む（1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

８ 

洗髪介助（まとめ） 洗髪の介助をふりかえる（1 時

間） 

授業内容を復習し、安全・安楽

な洗髪介助についてレポート

にまとめる（1 時間） 

９ 
送迎の介助 福祉施設での利用者の送迎に

ついて調べる（1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

10 
福祉車両乗降の介助の方法（ゲストスピーカー） 福祉車両について調べる(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

11 
福祉車両乗降の介助（ゲストスピーカー） 車に乗降する際の介助につい

て調べる(1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

12 

一般車両乗降の介助 福祉車両乗降の介助をふりか

える（1 時間） 

車に乗降する際の介助のポイ

ントをレポートにまとめる(1

時間） 

13 

障害に応じた介護技術①（視覚障害） 視覚障害について調べる（1 時

間) 

 

授業内容を復習する（1 時間） 

14 
障害に応じた介護技術②（聴覚・言語障害） 聴覚・言語障害について調べ

る(1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

15 
障害に応じた介護技術③（肢体不自由） 肢体不自由について調べる（1

時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 



16 
障害に応じた介護技術④（内部障害） 内部障害について調べる(1 時

間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

17 
終末期ケアの意義と介護の役割 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する（1 時間） 

18 
危篤時の介護 テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する（1 時間） 

19 
終末期の介護（エンゼルケア・グリーフケア） テキスト該当部分を読む(1 時

間） 

授業内容を復習する（1 時間） 

20 
施設における終末期の介護（ゲストスピーカー） 施設での終末期介護について

調べる(1 時間） 

授業内容をふりかえり、レポ

ートをまとめる(1 時間） 

21 
障害に応じた介護技術⑤（知的障害・発達障害） 知的障害・発達障害について

調べる(1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

22 障害に応じた介護技術 r⑥（難病） 難病について調べる（1 時間） 授業内容を復習する（1 時間） 

23 
介護技術の展開（施設での介護事例） 介護実習での支援をふりかえ

る(1 時間） 

授業内容を復習する(1 時間） 

24 実技練習（施設での介護事例） 実技練習を行う（1 時間） 実技をふりかえる(1 時間） 

25 介護技術の展開（居宅介護事例） 実技練習を行う（1 時間） 授業内容を復習する(1 時間） 

26 実技練習（居宅介護事例） 実技練習を行う（1 時間） 実技をふりかえる(1 時間） 

27 施設での介護事例・居宅介護事例ふりかえり 事例をふりかえる（1 時間） 実技をふりかえる(1 時間） 

28 
実技習得レベルの確認（施設での介護事例） 居宅介護事例について実技練

習を行う（1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

29 
実技習得レベルの確認（居宅介護事例） 施設での介護事例について実

技練習を行う（1.5 時間） 

実技をふりかえる(0.5 時間） 

30 
ふりかえりとまとめ 今まで学んだ内容をふりかえ

る（1 時間） 

授業内容をふりかえる(1 時

間） 

定期試験 

教科書 新・介護福祉士養成講座６「生活支援技術Ⅰ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5766-3 

新・介護福祉士養成講座 7「生活支援技術Ⅱ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5767-0 

参考書 新・介護福祉士養成講座 8「生活支援技術Ⅲ」中央法規出版 ＩＳＢＮ978-4-8058-5768-7 

新・介護福祉士養成講座 11「こころとからだのしくみ」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5771-7 

田中秀子「見直そう褥瘡ケア“ポジショニング＆シーティング”と“スキンケア”」日本看護協会出版（2013） 

ISBN978-4-8180-1699-6 

大川弥生「“よくする介護”を実践するための ICF の理解と活用」 中央法規出版 

ISBN978-4-8058-3206-6 

成績評価 

方法・基準 

平常点（授業態度・課題の提出などを含む）20％ 技術修得度 40％ 定期試験 40％ 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護福祉士として特別養護老人ホームで勤務経験のある教員が、基本的な支援技術を踏まえた上で、現場で応

用できる支援技術について指導する科目である。 



科目 
コード 1320 ナンバ

リング FAA215 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活経営・管理の技法 

科目英語名 Home Economics and Management 

担当教員 北口 照美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １．家庭生活の多様な側面を理解する 
２．生活を維持し、管理・運営する能力を身につける  
３．社会の動きと家庭生活の関連を理解する 
４．高齢者の生活特性を理解する 

学修成果 
到達目標 

１．家庭生活を観察し、生活経営に必要な事柄を理解し説明できる 
２．家庭の資産・収入・支出等から、生活の計画を立てる重要性を理解する 
３．援助を必要とする人が、安心して暮らせる生活経営の支援ができる知識と技術を身につけている 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

生活とは何か、生活の援助とは何か 教科書を読み、講義内容の概略を知

る。 
「生活とは何か」を考える。（0.5 時

間) 

自分の一日の行動内容を休日・平

日それぞれを記録する。(0.5 時間) 

２ 
家庭生活の理解 家庭生活の中で、自分の果たしてい

る役割を、書き出す。 (0.5 時間) 
家族員それぞれが、家庭でどのよ

うな役割を果たしているか、観察

し記録する。(0.5 時間) 

３ 
暮らしのなかの法律･制度 生活や介護に関してどのような法律

があるか、介護福祉士関連テキスト

で調べる。(0.5 時間) 

相続・介護・消費者問題など、特に

高齢者の生活に関連する法律を理

解しておく。(0.5 時間) 

４ 
家庭経済･生活設計 自分自身の生活に必要な費用の項目

を書き出す。(0.5 時間) 
高齢者の生活費を理解したうえ

で、自分の将来(20・40 年後)の生

活設計をする。(1 時間) 

５ 
家事労働と介護労働 自分の家族員それぞれの家事内容を

観察等で書き出す。(0.5 時間) 
家事労働と介護労働の共通性や違

いを理解し、負担軽減の工夫をす

る。(0.5 時間)  

６ 
消費生活と消費者 費者の責任・義務について調べる。

（0.5 時間）) 
高齢者に関する消費者問題の事例

を、新聞などで調べる。(1 時間) 

７ 
日常生活の環境問題 環境問題として社会で取り上げられ

ている事柄を、新聞などで調べる。

(0.5 時間) 

環境問題として社会で取り上げら

れている事柄を、新聞などで調べ

る。(0.5 時間) 

８ 
高齢者と生活、まとめとふりかえり ここれまでの学びから、特に高齢期

の家庭生活において重要な点を、書

き出しておく。(0.5 時間) 

高齢期の家庭生活において重要な

点をまとめる。(0.5 時間) 

教科書 最新 介護福祉士養成講座 ６ ｢生活支援技術Ⅰ｣ 中央法規出版  ISBN978-4-8058-5766-3 

参考書 「ずっと、この家で暮らす」圓津喜屋 ＩＳＢＮ978-4-9900779-8-3 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（20％） 各回のレポート（30％） 理解度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1325 ナンバ

リング FAA245 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 居住環境整備の技法 

科目英語名 Improvement of Dwelling Environment 

担当教員 北口 照美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １．住環境が生活行動に深く関わっていることを知る 
２．安全で健康な生活指標を科学的に読み解く。 
３．安全で快適な生活への工夫や機器を理解する 
４．安全に暮らすための住宅の基本的事項を理解する 

学修成果 
到達目標 

１．安全で健康な住生活を支援できる知識･技術を習得している 
２．居住環境を科学的に理解し、快適な生活環境整備ができる力を身につけている 
  快適な温湿度や音環境を理解し、多様な方法で対応できる。 
３．安心して暮らせる生活空間の提案ができる力を身につけている 
  住宅図面を読むことができる、人体寸法と機器や道具の寸法を理解し、安全で快適な生活空間 
       を計画することができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

住まいと生活・住まいの役割、居住環境整備の意義 教科書を読み、講義内容

の概略を知る。 
住まいの役割を考える。

(0.5 時間) 

住まいの、どこで、どの

ような行動を、どれくら

いの時間しているか、記

録する。(0.5 時間) 

２ 

人体寸法と人間尺度・人間工学 自分自身の身体寸法、手

の届く範囲など測定す

る。(0.5 時間) 

自宅の家具・道具等を寸

法測定し、人間の身体寸

法や行動との関連を理

解する。(0.5 時間) 

３ 

住まいと健康①温熱環境･空気環境 自宅で実施している暑

さ寒さへの対策、換気へ

の対策を書き出す。(0.5
時間) 

自宅で、健康で快適な温

熱環境を目指し、工夫し

実践する(0.5 時間) 

４ 

住まいと健康②光・音・香環境 街の中で、どこにどのよ

うな、光・音・香りがあ

るかを見つけ、感じたこ

とを記録する。(1 時間) 

生活の中での光・音・香

り環境の意義を理解し、

快適な環境創造に向け

て応用する。(0.5 時間) 

５ 

住まいの管理 自宅で住まいの管理の

ための機器や用具の種

類を調べる。(0.5 時間) 

自宅において、機器や用

具の特性を理解し、適確

に安全に使用できてい

るか確認する(0.5 時間) 

６ 

バリアフリーとユニバーサルデザイン 生活の中で、バリアフリ

ーとユニバーサルデザ

インの実例を見つける

(1 時間) 

ユニバーサル社会を目

指す機器や装備を工夫

する。(0.5 時間) 

７ 

高齢者の住まいに関する制度・施策の変遷 高齢者の住まいに関す

る制度・施策の歴史的変

遷を教科書等で確認し

ておく。(0.5 時間) 

社会情勢が、制度・施策

の変遷と関わっている

ことを理解し、今後の社

会の動きにも注目する。

(0.5 時間) 

８ 

安全・安心な住まいと介護保険制度 介護福祉士関連の教科

書などで介護保険制度

の内容を理解しておく

(0.5 時間) 

介護保険制度における

住宅関連施策の内容を

理解し、実生活の場での

実例を探す。(0.5 時間) 

９ 
高齢者の身体特性と住まい 若者と高齢者の心身特

性の違いを、教科書や関

街で、高齢者には使いに

くい場所があるか見つ



連資料から理解してお

く。(0.5 時間) 
ける。(0.5 時間) 

10 
家庭内事故の現状と日本の住宅の特徴 新聞記事や報告書など

から家庭内事故の事例

を見つける(0.5 時間) 

家庭内事故に遭遇しや

すい場所を、自宅で点検

する。(0.5 時間) 

11 

住宅図面の読み方と住まいの整備の基本視点 新聞広告などで住宅図

面を集める。(0.5 時間) 
物理的に安全な住まい

の要件が備わっている

ことを自分の家や学校

などで確認する。(0.5 時

間) 

12 

住宅改修の基本技術と安全で快適な住宅の提案 自宅で、安全で快適な環

境を創造する機器を見

つけ、寸法を測定し、そ

の役割を考える。(0.5 時

間) 

住宅改修の意義を理解

し、自宅での、より安全

で快適な環境づくりに

必要な装備・機器を、提

案する。(0.5 時間) 

13 

高齢者の住まいと地域社会 高齢者の住まいの種類

を、書物などで調べる。

(0.5 時間) 

高齢者にとって、地域で

安全に安心して活動で

きる環境かを確認する。

(0.5 時間) 

14 

まとめとふりかえり、快適な居住環境形成の視点 高齢者施設や高齢者向

け住宅の平面図を集め

る。(0.5 時間) 

自宅が安全で、快適かを

再度考え、より快適な住

まいを目指して工夫す

る。(0.5 時間) 

15 

快適な居住環境の提案 これまでの講義内容を

まとめる。(0.5 時間) 
自宅や街で、安全に快適

に活動できる空間とな

っているか再確認する。

(0.5 時間) 

 

教科書 最新 介護福祉士養成講座６ ｢生活支援技術Ⅰ｣ 中央法規出版  ISBN978-4-8058-5766-3 

参考書 「福祉住環境コーディネーター検定試験 2 級公式テキスト改訂 4 版」 ISBN9784924547582 
「福祉住環境コーディネーター検定試験 3 級公式テキスト改訂 4 版」 ISBN9784924547599 
東京商工会議所 
「ずっと、この家で暮らす」 圓津喜屋 ISBN978-4-9900779-8-3 
「住環境福祉論」川村匡由 ミネルヴァ書房 ISBN978-4-623-06127-3 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（20％） 事前・事後学習等レポート（30％） 理解度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1330 ナンバ

リング FAA250 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 家事支援の技法Ⅰ・被服 

科目英語名 Technique of  Housework Support Ⅰ・Clothing 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １）高齢者や障がい者における被服の役割を考える。 
２）被服素材や被服の機能性について理解する。 
３）衛生的で快適な生活を過ごすための被服管理について理解する。 
４）暮らしを彩る技術を身につける。 
介護の視点を持って被服に関する知識と技術を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

被服に関する基礎的知識や技術を修得し、介護福祉士として被服に関する家事支援ができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
被服の役割について(グループ・ディスカッション） 

被服の役割について考

える。（0.5 時間） 
授業内容を振り返って

おく 0.5 時間） 

２ 
高齢者・障がいのある人の被服（ゲストスピーカー） 介護現場で利用者が着

用していた衣服を思い

出しておく。（0.5 時間） 

レポートを記入する

（0.5 時間） 

３ 
高齢者とおしゃれ 高齢者にとってのおし

ゃれについて調べてお

く（0.5 時間） 

布の組織について調べ

る（0.5 時間） 

４ 
介護にかかわる被服（寝具・寝間着・おむつ・靴） 
被服の機能・性能と材質 

布の組織について調べ

る（0.5 時間） 
市販の洗剤について調

べる（0.5 時間） 

５ 
作品制作① 布を染める 染色について調べる

（0.5 時間） 
作品を完成させる（0.5
時間） 

６ 
作品発表・鑑賞 作品を完成させる（0.5

時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

７ 
被服の洗濯と取り扱い（漂白剤の種類と用途洗浄） 
服の保管、アイロンかけ 

自宅のアイロンや衣類

の保管方法を調べる

（0.5 時間） 

裁縫道具を用意する

（0.5 時間） 

８ 
裁縫の基本 Ｐａｒｔ１（手縫いの基本：縫い方、まつり縫い等） 家で針を使って縫って

みる。（0.5 時間） 
仕上がらなかった所を

仕上げる。（0.5 時間） 

９ 
裁縫の基本 Ｐａｒｔ２（ボタンつけ、スナップつけ、穴かがり等） 仕上げ目標まで出来て

いるか確認する。 
仕上がらなかった所を

仕上げる。（0.5 時間） 

10 
裁縫の応用 裁縫の基本が仕上げっ

ているか確認する。 
完成させる。（0.5 時間） 

11 
毛糸で編もう（かぎ針編み） 毛糸でできている衣類

を調べる（0.5 時間） 
授業で学んだことを練

習する（0.5 時間） 

12 
毛糸で編もう（作品制作） 前回学んだことを振り

返る（0.5 時間） 
完成提出（0.5 時間） 

13 
作品制作② （自由課題） これまでの学びを振り

返りアイディアをまと

める（0.5 時間） 

作品制作をする（0.5 時

間） 

14 
作品制作 介護の視点をまとめて

おく。（0.5 時間） 
作品を完成させる（0.5
時間） 
 

15 
作品発表 
まとめとふりかえり 

作品を完成させる（0.5
時間） 

これまで学んだことを

振返る。（0.5 時間） 



 

教科書 必要時に資料を配布 

参考書 最新・介護福祉士養成講座６「生活支援技術Ⅰ」中央法規出版（2019） ISBN978-4-8058-5766-3 
井上千津子・阿部祥子編著「生活支援の家政学」建帛社（2009） ISBN978-4-7679-3342-9 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（50％） 提出物の内容・完成度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1335 ナンバ

リング FAA220 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 家事支援の技法Ⅱ・栄養 

科目英語名 Technique of  Housework Support Ⅱ・Nutrition 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格必修科目 

学修内容 ・健全な食生活を送るために必要な基礎知識を身につけ、高齢者・障害者の栄養摂取について理解し、食生活

を管理する能力を養う。 

学修成果 
到達目標 

１．食生活に必要な基礎知識を身に付けている。 
２．栄養素のはたらきについて理解し説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

食生活の意義 からだの栄養と心の栄養 テキストｐ217～218 を

予習し、日本人の食生活

に関係した情報を収集

する（2 時間） 

授業内容を復習し、自身

の食生活について振り

返る（2 時間） 

２ 
身体機能と栄養素のはたらき テキストｐ245～246 を

予習重要項目について

調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（1
時間） 

３ 
炭水化物の栄養と食品・たんぱく質の栄養と食品 テキストｐ218～p220

を予習重要項目につい

て調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（1
時間） 

４ 
脂質の栄養と食品・ビタミンの栄養と食品・無機質の栄養と食品 テキストｐ221～p223

を予習重要項目につい

て調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（1
時間） 

５ 
日本人の食事摂取基準と生活習慣病 テキストｐ237～p238

を予習重要項目につい

て調べる（1 時間） 

授業内容を復習する（2
時間） 

６ 
食品の衛生管理 高齢者・障害者の食生活 テキストｐ224～p229

を予習重要項目につい

て調べる（2 時間） 

授業内容を復習する（2
時間） 

７ 
高齢者・障害者の食生活 
        献立と調理 

テキストｐ228～p241
を予習重要項目につい

て調べる（2 時間） 

テキストｐ228～p241
を予習重要項目につい

て調べる（2 時間） 

８ 
ふりかえりとまとめ これまでの学修内容を

振り返る（3 時間） 
介護福祉士国家試験問

題を復習する（3 時間） 
教科書 最新・介護福祉士養成講座 7「生活支援技術Ⅱ」中央法規出版 ISBN 978-4-8058-5767-0 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取組（70％） 理解度（30％） 

備考  

 



科目 
コード 1340 ナンバ

リング FAA255 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 家事支援の技法Ⅲ・調理 

科目英語名 Technique of  Housework Support Ⅲ・Cooking 

担当教員 紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 １）調理に関する基礎的な知識を学び、技術を習得する。 
２）食品の特性、栄養、食品衛生について理解する。 
３）高齢者や障がい者の特性に応じた調理方法について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１）調理に関する基礎的な知識を理解し説明できる。 
２）食品の特性、栄養、食品衛生について理解し説明できる。 
３）高齢者や障がい者の特性に応じた調理をおこなうことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
調理の基本・日常食 料理や調理技術、食品衛

生に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

２ 
減塩食 食塩の身体に及ぼす影

響に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

３ 
軟食 嚥下や咀嚼に関する知

識を収集しておく。（0.5
時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

４ 
ミネラルを摂る食事 身体への栄養素の働き

に関する知識を収集し

ておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

５ 
介護食 高齢者の食事に関す知

識を収集しておく。（0.5
時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

６ 
行事食① パーティ料理 様々なパーティ料理に

関する知識を収集して

おく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

７ 
行事食② 季節の料理 旬の食材や季節の料理

に関する知識を収集し

ておく。（0.5 時間） 

旬の食材や季節の料理

に関する知識を収集し

ておく。（0.5 時間） 

８ 
行事食③ 祝膳 ハレの日の食事に関す

る知識を収集しておく。

（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理

し、課題を作成し提出す

る。（0.5 時間） 
教科書 随時、プリントを配布する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題提出（50％） 理解度・技術修得度（25％） 受講姿勢（25％） 

備考 １日２コマで８回の実施とする。 
事前事後学修では、他の科目の内容や図書館等の資料を利用すること。 

 



科目 
コード 1405 ナンバ

リング FAA115 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護過程Ⅰ 

科目英語名 Care  ProcessⅠ 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護福祉職は、利用者の生活を支援します。そして介護福祉士は、支援者としての専門性をもって支援するこ

とが求められています。そのために介護福祉は、利用者の意思を大切にするとともに、利用者のよりよい生活

を考えながら支援することが求められます。この「介護過程」では、介護福祉の方法や思考過程をあらわすも

のです。 
介護過程Ⅰでは、介護の基盤となる「人間のくらし」と「他者とのかかわり」について理解を深めます。また、

身近生活から、課題解決思考について理解することを目的とします。 
学修成果 
到達目標 

・利用者の「くらし」を理解し、利用者の生活背景を尊重することができる。 
・利用者と出会い、話を傾聴し、願いや思いに向き合うことができる。 
・「課題解決思考」について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション・「生活」を理解する 「生活」に関する情報を

収集しておく（２時間） 
授業内容を把握し、自分

の生活を振り返りなが

ら、さらに文献等より、

生活について情報を収

集する（２時間） 

２ 

高齢者が生きてきた時代について理解する。 身近な人から高齢者が

生きてきた時代につい

てリサーチしておく（２

時間） 

身近にある「老人クラ

ブ」の活動を調査する

（２時間） 

３ 
明治・大正・昭和の時代と生活を理解する 明治・大正・昭和につい

て事前に調べておく（２

時間） 

各グループの発表内容

をまとめておく（２時

間） 

４ 
高齢者の生きてきた時代について発表する 各グループの内容を発

表できるようにしてお

く（２時間） 

各グループが発表した

内容を理解できるよう

にまとめる（２時間） 

５ 
「かかわり」を理解する 他者とかかわるために

必要な情報を集める（２

時間） 

ワークシートを完成し、

提出できる（２時間） 

６ 

相手の立場になって考える 相手の状況になって考

えるために、身近な人物

と話し、相手の状況を考

えてみる（２時間） 

みかこさんへの手紙作

成（２時間） 

７ 
利用者の願いや思いに気づく 実際のかかわりから、利

用者の思いを書き出す

（２時間） 

ワークシートを完成す

る(２時間） 

８ 
事例検討①グループディスカッション ワークシートを完成さ

せ、事例を把握しておく

（２時間） 

グループでロールプレ

イが円滑に行えるよう

に構成する（２時間） 

９ 
事例検討②ロールプレイ グループで発表ができ

るように練習しておく

（２時間） 

各グループのロールプ

レイを振り返りまとめ

る（２時間） 

10 

「課題解決思考」について理解する 自分にとっての課題解

決について考えておき、

授業日に発表できる（２

時間） 

ワークシートを完成し、

次回提出できる（２時

間） 



11 
「課題解決思考」を体験する 用語を理解し、まとめる

（２時間） 
ワークシートを完成さ

せる（２時間） 

12 
介護場面と課題解決思考 ワークシートを完成さ

せて提出する（２時間） 
授業で行った介護場面

以外を想定して課題解

決を行う（２時間） 

13 
「介護過程」を理解する 介護過程について情報

収集しておく（２時間） 
介護過程の構造と構成

要素をまとめる（２時

間） 

14 
ICF を理解する ICF について事前に情

報収集する（２時間） 
ICF を用いて自分のシ

ートを完成させる（２時

間） 

15 
ICF に基づいた情報収集 ICF による情報収集に

ついてテキストを読む

（２時間） 

アセスメントシートを

完成し提出する（２時

間） 

定期試験 

教科書 介護福祉教育研究会編 「新版 楽しく学ぶ介護過程」 時潮社 ISBN978-4-7888-0722-8 

参考書 最新介護福祉全書第 7 巻「介護過程」 メヂカルフレンド社 ISBN978-4-8392-3194-1 
最新介護福祉士養成講座９「介護過程」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5769-4 
「よくする介護」を実践するための ICF の理解と活用 中央法規出版 ISBN978-4-8058-3206-6 
事例で読み解く介護過程の展開 根拠に基づく「生活支援」を実践するために 中央法規出版 ISBN978-4-
8058-5124-1 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（授業への取り組み姿勢・グループワークへの参加姿勢と内容・提出物内容を総合的に評価）50％ 
定期試験 50％ 
 

備考  

 



科目 
コード 1410 ナンバ

リング FAA150 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護過程Ⅱ 

科目英語名 Care  ProcessⅡ 

担当教員 島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護過程Ⅱでは、介護過程Ⅰで学んだ内容を基礎として、実際に介護過程を行う方法を学びます。介護過程展

開シートの書き方を学び、利用者の事例をもとに実践的に習得していきます。 

学修成果 
到達目標 

・介護過程の構成要素と思考過程が説明できる。 
・利用者の願いや想いを反映し、専門職として必要な根拠が説明できる。 
・介護過程におけるチームアプローチの重要性を理解している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ガイダンス、介護過程の定義・特徴 介護過程Ⅰのまとめた

ものを再確認しておく

（2 時間） 

介護過程の定義をまと

めておく（2 時間） 

２ 
介護過程の構造と構成要素、ICF の理解 ICF をふりかえってお

く（2 時間） 
ICF の構成要素をまと

めておく（2 時間） 

３ 
情報収集と生活課題 情報収集について調べ

ておく（2 時間） 
様々な情報収集の方法

をまとめておく（2 時

間） 

４ 

介護過程展開シートの書き方「くらし編」 テキストの「これが私：

くらし」シートの書き方

を熟読すること（2 時

間） 

「くらしシート」を完成

させること（2 時間） 

５ 

介護過程展開シートの書き方「からだ編」 テキストの「これが私：

からだ」シートの書き方

を熟読すること（2 時

間） 

「からだシート」を完成

させること（2 時間） 

６ 

介護過程展開シートの書き方「こころ編」 テキストの「これが私：

こころ」シートの書き方

を熟読すること（2 時

間） 

「こころシート」を完成

させること（2 時間） 

７ 
アセスメントシートの書き方 テキストの「アセスメン

トシートの書き方」を熟

読すること（2 時間） 

「アセスメントシート」

を完成させること（2 時

間） 

８ 

事例検討 ①情報収集・情報の整理（グループディスカッション） これまで行った情報シ

ート、アセスメントシー

トをふりかえっておく

こと（2 時間） 

「情報シート：くらし・

からだ・こころ」を作成

する（2 時間） 

９ 
事例検討 ②アセスメント（グループディスカッション） アセスメントシートを

復習しておくこと（2 時

間） 

アセスメントシートを

作成すること（2 時間） 

10 
事例検討 ③生活課題（グループディスカッション） テキストの「生活課題」

を熟読すること（2 時

間） 

生活課題を作成する（2
時間） 

11 
事例検討 ④カンファレンス（グループディスカッション） テキストの「カンファレ

ンス」を熟読すること（2
時間） 

介護過程を展開するた

めのカンファレンスを

まとめておく（2 時間） 



12 
事例検討 ⑤目標（グループディスカッション） 実習で記載していた目

標をふりかえる（2 時

間） 

目標を記載し、提出する

（2 時間） 

13 
事例研究会の参加 2 回生の要旨集を熟読

して質問事項を考えて

おく（2 時間） 

2 回生の事例研究会に

ついて内容把握と感想

をまとめる（2 時間） 

14 
介護現場における実践報告会の参加 各事業所の事例研究集

を熟読し、質問できるよ

うにしておく（2 時間） 

各事業所の発表内容と

感想をまとめる（2 時

間） 

15 

まとめとふりかえり 今までの授業および事

例発表会等でえられた

介護過程を振り返って

おく（2 時間） 

介護実習Ⅱに向けて介

護過程を振り返る（2 時

間） 

 

教科書 介護福祉教育研究会編 「新版 楽しく学ぶ介護過程」 時潮社  ISBN978-4-7888-0722-8 

参考書 最新介護福祉全書第 7 巻「介護過程」 メヂカルフレンド社 ISBN978-4-8392-3194-1 
最新介護福祉士養成講座９「介護過程」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5769-4 
「よくする介護」を実践するための ICF の理解と活用 中央法規出版 ISBN978-4-8058-3206-6 
事例で読み解く介護過程の展開 根拠に基づく「生活支援」を実践するために 中央法規出版 ISBN978-4-
8058-5124-1 

成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度・グループ活動の取り組み・課題の提出）50％ 課題の完成度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1415 ナンバ

リング FAA225 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護過程Ⅲ 

科目英語名 Care  ProcessⅢ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護過程の全体像を、演習を通じて理解する 
居宅で生活する対象者に対するアセスメントの視点を理解する 
介護過程における実施について理解できる 
介護過程の展開について、人に伝えられる能力を養う 

学修成果 
到達目標 

1.アセスメントの意義とその視点を説明することができる 
2.主観的情報と客観的情報について整理できる 
3.介護過程における評価の重要性を理解し、適切に評価できる 
4.介護の根拠を分かりやすく示すことができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護実習Ⅱ 介護過程のふりかえり 介護実習Ⅱで活用した

アセスメントシートを

ふりかえる(0.5 時間） 

授業内容をふりかえる

（0.5 時間） 

２ 
介護実習Ⅱ 事例課題（情報の分析・解釈・統合）の個人ワーク 実習で担当した事例を

ふりかえる(0.5 時間） 
事例をまとめる（0.5 時

間） 

３ 
介護実習Ⅱ 事例課題（情報の分析・解釈・統合）のグループワー

ク 
グループワークの準備

を行う(0.5 時間） 
グループワークの内容

を踏まえて事例につい

て再考する(0.5 時間） 

４ 
介護実習Ⅱ 事例課題（判断・生活課題）の個人ワーク 事例をふりかえる（0.5

時間） 
事例をまとめる(0.5 時

間） 

５ 
介護実習Ⅱ 事例課題（判断・生活課題）のグループワーク グループワークの準備

を行う(0.5 時間） 
グループワークの内容

を踏まえて事例につい

て再考する(0.5 時間） 

６ 
介護実習Ⅱ 事例の発表 発表の準備を行う (0.5

時間） 
発表内容をふりかえる

(0.5 時間） 

７ 
介護実習Ⅱの事例による介護計画の立案 計画の立案についてテ

キストで予習する (0.5
時間） 

介護計画を完成させる

(0.5 時間） 

８ 
介護実習Ⅱの事例による介護計画の立案・発表 発表の準備を行う (0.5

時間） 
発表内容をふりかえる

(0.5 時間） 

９ 
居宅介護実習 介護過程のふりかえり 居宅介護実習で活用し

た情報収集シートをふ

りかえる(0.5 時間） 

居宅でのサービスにつ

いてふりかえる(0.5 時

間） 

10 
居宅介護実習 介護過程のまとめ・発表 パワーポイントで発表

用資料を作成する (0.5
時間） 

発表内容をふりかえる

(0.5 時間） 

11 
事例の検討（情報の整理・分析・解釈・統合） 事例を読み込む（0.5 時

間） 
アセスメントを続ける

（0.5 時間） 

12 
事例の検討（判断・生活課題） 事例の情報を整理する

(0.5 時間） 
生活課題を導き出す

(0.5 時間） 

13 
事例の介護計画の立案 事例の情報を整理する

(0.5 時間） 
介護計画を完成させる

(0.5 時間） 

14 
介護計画の発表 発表の準備を行う (0.5

時間） 
発表内容をふりかえる

(0.5 時間） 

15 
モニタリングシートの記入方法 モニタリングについて

テキストで予習する

(0.5 時間） 

授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 



 

教科書 介護福祉教育研究会編 「新版 楽しく学ぶ介護過程」 時潮社 
ISBN 978-4-7888-0722-8 

参考書 最新介護福祉全書 ８ 「介護総合演習」 メヂカルフレンド社 ISBN：978-4-8392-3195-8  
新・介護福祉士養成講座９「介護過程」中央法規出版 

成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度、課題への取り組み姿勢、課題の提出）50％  課題の達成度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1420 ナンバ

リング FAA260 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護過程Ⅳ 

科目英語名 Care  ProcessⅣ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 他の領域で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開する 
介護過程の実践から、よりよい支援について考察する 
介護研究の意義について理解する 
事例を研究としてまとめ、発表する 

学修成果 
到達目標 

1.多様な生活像に応じた、妥当性のある介護を提供できる 
2.介護研究の概要を理解し実践できる 
3.チームアプローチにおける介護福祉士の役割について説明できる 
4.利用者支援について考察し、その内容を伝えることができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護実習Ⅲにおける介護過程の展開のふりかえり、立案した計画と

実施内容の整理 
介護実習Ⅲの記録をふ

りかえる(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

２ 
事例研究の意義と目的 事例研究について調べ

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

３ 
事例研究論文の執筆について 論文で考察したいこと

を考える(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

４ 
文献検討（図書館講座） 論文で考察したいこと

を考える(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる・

文献を探す(0.5 時間） 

５ 
事例研究論文の執筆準備（発表で伝えたいことをまとめる） 論文で考察したいこと

を考える(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる・

文献を読む(0.5 時間） 

６ 
事例研究論文の執筆準備 論文で考察したいこと

に関する文献を読む

(0.5 時間） 

授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

７ 
文献検討（発表で伝えたいことに沿った文献調査） 論文で考察したいこと

に関する文献を読む

(0.5 時間） 

授業内容をふりかえる・

文献検索を続ける (0.5
時間） 

８ 
事例研究論文の執筆① 事例研究論文の執筆

(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

９ 
事例研究論文の執筆② 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

10 
事例研究論文の執筆③ 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

11 
事例研究論文の執筆④ 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

12 
事例研究論文の個別指導・１回目（初稿） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
指導を踏まえ、事例研究

論文の執筆を続ける

(0.5 時間） 

13 
事例研究論文の修正・執筆・１回目（修正） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

14 
事例研究論文の個別指導・２回目（再指導） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
個別指導を踏まえ、事例

研究論文の執筆を続け

る(0.5 時間） 

15 
事例研究論文の修正・執筆・２回目（再修正） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 



16 
事例研究論文の個別指導・３回目（最終確認） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
個別指導を踏まえ、事例

研究論文の執筆を続け

る(0.5 時間） 

17 
事例研究論文の校正・１回目（誤植の修正） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

18 
事例研究論文の校正・２回目（完成提出） 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
事例研究論文を完成さ

せる(0.5 時間） 

19 
事例研究におけるプレゼンテーションの方法 完成した事例研究論文

を読み込む(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

20 
事例研究の発表原稿の作成 発表原稿を作成する

(0.5 時間） 
発表原稿の作成を続け

る(0.5 時間） 

21 
事例研究の発表原稿の指導①修正・指導 発表原稿の作成を続け

る(0.5 時間） 
指導を踏まえ、発表原稿

の作成を続ける(0.5 時

間） 

22 
事例研究の発表原稿の指導②完成提出 発表原稿の作成を続け

る(0.5 時間） 
発表原稿を完成させる

(0.5 時間） 

23 
事例研究のパワーポイントの作成 発表原稿をもとにパワ

ーポイントのイメージ

を考える(0.5 時間） 

パワーポイントを作成

する(0.5 時間） 

24 
事例研究のパワーポイントの指導 パワーポイントを作成

する（0.5 時間） 
指導を踏まえ、パワーポ

イントを完成させる

(0.5 時間） 

25 
事例研究発表会・発表方法の指導 パワーポイントを作成

する（0.5 時間） 
指導を踏まえ、発表の練

習を行う(0.5 時間） 

26 
事例研究発表会・リハーサル 発表の練習を行う (0.5

時間） 
発表の練習を行う (0.5
時間） 

27 
事例研究発表会・最終リハーサル 発表の練習を行う (0.5

時間） 
発表の練習を行う (0.5
時間） 

28 
事例研究発表会 打ち合わせ・準備 発表の練習を行う (0.5

時間） 
打ち合わせ内容を確認

する(0.5 時間） 

29 
事例研究発表会①生活福祉コース発表 発表の準備を行う (0.5

時間） 
発表をふりかえる (0.5
時間） 

30 
事例研究発表会②介護現場における実践報告および事例研究 事例研究集に目を通す

（0.5 時間） 
発表をふりかえる (0.5
時間） 

 

教科書 介護福祉教育研究会編 「新版 楽しく学ぶ介護過程」 時潮社 
ISBN 978-4-7888-0722-8 

参考書 最新介護福祉全書 ８ 「介護総合演習」 メヂカルフレンド社 ISBN：978-4-8392-3195-8  
新・介護福祉士養成講座 9「介護過程」中央法規出版 

成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度、課題への取り組み姿勢、課題の提出）50％ 
事例研究（事例研究論文・パワーポイント資料・発表等）50％ 

備考  

 



科目 
コード 1450 ナンバ

リング FAA120 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護総合演習Ⅰ 

科目英語名 Care Synthesis ExerciseⅠ 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護実習Ⅰ①・②にむけての準備学習を行います。 
介護実習と意義を理解し、質の高い介護福祉士を目指して、自己の課題を明確にしていきます。 

学修成果 
到達目標 

１．介護実習Ⅰ①・②の意義や目的を理解し、自己の課題を明確にしている。 
２．実習施設に関連する、介護保険サービスや障害者福祉サービスについて説明できる。 
３．記録の意義・目的を理解し、具体的で客観性のある内容を記録できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
介護実習とは「実習の意義と目的」 

テキスト第 1 章を読む

（0.5 時間） 
授業内容を整理し分か

らないことがないか確

認する（0.5 時間） 

２ 
実習スケジュールと事前学習等について 実習要綱「Ⅱ実習の準

備」を読んでおく（0.5 時

間） 

事前学習を計画に基づ

き行う（1 時間） 

３ 
施設の理解（高齢者施設・障がい者施設） 介護保険制度や障害者

総合支援法について調

べる（0.5 時間） 

事前学習を計画に基づ

き行う（1 時間） 

４ 
介護実習Ⅰ①の目的と目標の理解 
個人目標の書き方 

実習要綱の「介護実習

Ⅰ」について読んでおく

（0.5 時間） 

個人目標を作成する。計

画に基づき事前学習を

行う（1 時間） 

５ 

実習報告会の参加 テキスト第 4 章第 39
講・第 40 講を読んでお

く（0.5 時間） 

実習報告会について振

り返りのレポートを書

く。計画に基づき事前学

習を行う（1 時間） 

６ 

実習に関する記録の書き方 テキスト第 3 章第 14 講

第 20 講を読んでおく

（0.5 時間） 

授業の内容を思い出し

実習日誌を実際に書く。

計画を基づき事前学習

を行う。（1 時間） 

７ 
介護実習Ⅰ①オリエンテーション テキスト第 2 章・第 3 章

を読み理解しておく

（0.5 時間） 

配布された実習記録を

確認し、実習の準備を行

う（1 時間） 

８ 

介護実習Ⅰ①の振り返り 介護実習Ⅰ①の実習の

まとめを記入しておく

（0.5 時間） 

他の学生の意見を聞き

自己の課題を導き出す。

計画に基づき事前学習

を行う（1 時間） 

９ 

介護実習Ⅰ①実習記録の振り返り 介護実習Ⅰ①の実習記

録を振り返り、一番よく

書けたものを選ぶ（0.5
時間） 

介護実習Ⅰ①の実習記

録を修正する。計画に基

づき事前学習を行う（1
時間） 

10 

カンファレンスの運営方法 
（中間カンファレンス・最終カンファレンス） 

実習要綱やテキストの

カンファレンスの部分

を読んで理解しておく

（0.5 時間） 

カンファレンスの運営

方法についてワークシ

ートに整理する。計画に

基づき事前学習を行う

（1 時間） 

11 介護実習Ⅰ②の目的と目標の理解 実習要綱の「介護実習Ⅰ 介護実習Ⅰ②の個人目



個人目標の書き方 ②」の部分を読んでおく

（0.5 時間） 
標を作成する。計画に基

づき事前学習を行う（1
時間） 

12 
プロセスレコードの書き方 プロセスレコードにつ

いて調べる（0.5 時間） 
介護実習Ⅰ①を思い出

しプロセスレコードを

記入する（1 時間） 

13 
介護実習Ⅰ②オリエンテーション 実習要綱・Ⅲ実習に関す

る諸注意事項を読んで

おく（0.5 時間） 

授業の内容を確認し実

習の準備を行う（0.5 時

間） 

14 
介護実習Ⅰ②帰校日指導 
中間カンファレンスの準備 

初日からの実習の記録

を整理する（0.5 時間） 
中間カンファレンスの

資料を作成する（1 時

間） 

15 
介護実習Ⅰ②帰校日指導 
最終カンファレンスの準備 

これまでの実習記録等

を整理しておく（0.5 時

間） 

最終カンファレンスの

資料を作成する（1 時

間） 

 

教科書 奈良佐保短期大学「22 期生（2020 年度生）介護実習要綱」 
白井幸久（監修）土屋昭雄（編著）「介護実習サポートブック 実習を乗り切るための 40 講」 
看護の科学社 ISBN978-4-87804-114-3 

参考書 最新介護福祉士養成講座１０「介護総合演習・介護実習」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5770-0 

成績評価 
方法・基準 

自己管理力（課題の提出期限・時間の管理等）30％ 
コミュニケーション力（グループワークでのリーダーシップ・メンバーシップ等）30％ 
問題解決力（目標設定、提出物の内容・完成度等）40％ 

備考 実習要綱に定められたルールを守ること。成績評価は介護実習Ⅰと連動して行われる。 

 



科目 
コード 1456 ナンバ

リング FAA155 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護総合演習Ⅱ 

科目英語名 Care Synthesis ExerciseⅡ 

担当教員 森永 夕美、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 介護実習Ⅰを振り返り、自己の課題を明確にします。そして課題を克服するための目標設定を行い、介護実習

Ⅱの準備学習をしていきます。 

学修成果 
到達目標 

１．介護実習Ⅰで得た学びを共有し、自己の課題が明確になり、介護実習Ⅱの目標設定ができる。 
２．高齢者施設のサービス内容やそこで働く専門職の役割を理解し説明できる。 
３．介護実習に必要な記録物を的確な表現と専門用語で記入できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
介護実習Ⅰ②の振り返り・実習報告会の資料作成について 

介護実習Ⅰの記録を整

理しておく（0.5 時間） 
実習報告会資料を作成

する（0.5 時間） 

２ 
プロセスレコードの振り返り 実習報告会資料を作成

する（1 時間） 
実習報告会資料を作成

する（1 時間） 

３ 
実習報告会について（発表と運営方法） 実習報告会資料を作成

する（1 時間） 
実習報告会資料を作成

する（1 時間） 

４ 
介護実習Ⅰ実習報告会 実習報告会の準備を行

う（0.5 時間） 
実習報告会の振り返り

レポートを記入する

（0.5 時間） 

５ 
介護実習Ⅱ・居宅介護実習の目的と目標の理解 
個人目標の設定（介護実習Ⅱ・居宅介護実習） 

実習要綱の介護実習Ⅱ・

居宅介護実習の箇所を

読んでおく（0.5 時間） 

実習の個人目標を考え

記入する（1 時間） 

６ 
実習記録の振り返り・事前学習について 介護実習Ⅰの記録を振

り返り、一番よく書けた

ものを選ぶ（0.5 時間） 

実習記録を修正する（1
時間） 

７ 
訪問介護サービスと訪問時のマナー 文献等で訪問介護につ

いて調べておく（1 時

間） 

実習に向けて事前学習

を進める（1 時間） 

８ 
施設の理解「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」 
変則勤務（早出・遅出）について 

文献等で施設サービス

について調べておく（1
時間） 

実習に向けて事前学習

を進める（1 時間） 

９ 
介護実習Ⅱオリエンテーション 
（レクリエーション・介護過程・カンファレンスほか） 

実習要綱・テキストの実

習に関する諸注意事項

を読んでおく（0.5 時間） 

実習に向けて事前学習

を進める（1 時間） 

10 
事例研究発表会の参加 事例研究集を読み質問

等を考えておく（0.5 分） 
事例研究発表会を振り

返りレポートを書く

（0.5 時間） 

11 
介護現場における実践報告会の参加 事例研究集を読み質問

等を考えておく（0.5 時

間） 

発表を振り返りレポー

トを記入する（0.5 時間） 

12 

居宅介護実習オリエンテーション 実習要綱の居宅介護実

習・実習に関する諸注意

事項を読んでおく（0.5
時間） 

実習に向けて事前学習

を進める（1 時間） 

13 
生活未来科成果報告会の参加（学外） 講演者に関する書籍・情

報等を調べ事前準備を

しておく（0.5 時間） 

成果報告会を振り返り

レポートを記入する

（0.5 時間） 



14 
介護実習Ⅱ①帰校日指導 
中間カンファレンスの準備・レクリエーションの企画と準備 

これまでの実習記録等

を整理しておく（0.5 時

間） 

中間カンファレンスの

資料を作成する（1 時

間） 

15 
介護実習Ⅱ②帰校日指導 
最終カンファレンスの準備 

これまでの実習記録等

を整理しておく（0.5 時

間） 

最終カンファレンスの

資料を作成する（1 時

間） 

 

教科書 奈良佐保短期大学「22 期生（2020 年度生）介護実習要綱」 
白井幸久（監修）土屋昭雄（編著）「介護実習サポートブック 実習を乗り切るための 40 講」 
看護の科学社 ISBN978-4-87804-114-3 

参考書 最新介護福祉士養成講座１０「介護総合演習・介護実習」中央法規出版 ISBN978-4-8058-5770-0 

成績評価 
方法・基準 

自己管理力（プリント類の整理管理、提出期限・時間の管理等）30％ 
コミュニケーション力（グループワークでのリーダーシップ・メンバーシップ等）30％ 
問題解決力（目標設定、提出物の内容・完成度等）40％ 

備考 実習要綱に定められたルールを守ること。成績評価は介護実習Ⅱと連動して行われる。 

 



科目 
コード 1461 ナンバ

リング FAA230 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護総合演習Ⅲ 

科目英語名 Care Synthesis ExerciseⅢ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 実習（介護実習Ⅱ・居宅介護実習）を振り返り、実習報告会を行い、自己の課題を明確にする 
課題が克服できるように次の介護実習Ⅲに向けた準備学習を行う 

学修成果 
到達目標 

1.介護実習Ⅱで得た学びを共有し、自己の課題を克服するための実習目標を立てることができる 
2.施設の変則勤務や多職種連携の必要性について理解し説明できる 
3.施設の安全対策の仕組みやヒヤリハット（事故報告書）の記録の意義を理解し、事故予防について説明できる 
4.介護過程の展開を理解し、実践できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護実習Ⅱのふりかえり・実習報告会に向けて 介護実習Ⅱの記録をふ

りかえる（0.5 時間） 
報告会の資料の作成準

備をする（0.5 時間） 

２ 
実習報告会資料作成 報告会資料を作成する

（0.5 時間） 
報告会資料を完成させ

る（0.5 時間） 

３ 
介護実習Ⅱ報告会 報告のための準備を行

う（0.5 時間） 
報告会のレポートをま

とめる（0.5 時間） 

４ 
実習報告会のふりかえり（グループワーク）・介護実習Ⅱの記録の

ふりかえり 
グループワークの準備

を行う（0.5 時間） 
実習記録をふりかえり、

自己の課題を見出す

（0.5 時間） 

５ 
居宅介護実習のふりかえり・発表資料作成 居宅介護実習の記録を

ふりかえる（0.5 時間） 
報告会資料を完成させ

る（0.5 時間） 

６ 
居宅介護実習報告会 報告のための準備を行

う（0.5 時間） 
報告会のレポートをま

とめる（0.5 時間） 

７ 
リスクマネジメント（施設における事故報告書・ヒヤリハットの書

き方） 
リスクマネジメントに

ついて調べる（0.5 時間） 
授業内容を復習する

（0.5 時間） 

８ 
介護実習Ⅲの目的・目標・自己の課題（個人目標の作成） 実習要綱「介護実習Ⅲ」

の部分を読む（0.5 時間） 
個人目標を作成する

（0.5 時間） 

９ 
介護実習Ⅲに向けての検討①（図書館講座） 個人目標を踏まえ、学び

を深めたいことを明確

にする（0.5 時間） 

文献を読む（0.5 時間） 

10 介護実習Ⅲに向けての検討②（事例研究を調査） 文献を読む(0.5 時間） 文献を読む(0.5 時間） 

11 

介護実習Ⅲに向けて①（カンファレンス演習・グループワーク） 実習Ⅰ・Ⅱでのカンファ

レンスをふりかえる

(0.5 時間） 

授業内容をふりかえり、

実習Ⅲのカンファレン

スの計画を行う(0.5 時

間） 

12 
介護実習Ⅲに向けて②（施設について） 実習施設について調べ

る（0.5 時間） 
施設の概要レポートを

記入する(0.5 時間） 

13 
介護実習Ⅲに向けたオリエンテーション 実習要綱を読む（0.5 時

間） 
記録の確認・準備を行う

（0.5 時間） 

14 
帰校日指導①（介護過程の指導） 情報収集シートを記入

する(0.5 時間） 
アセスメントを続ける

（0.5 時間） 

15 
帰校日指導②（カンファレンスの準備） 実習目標・実習内容をふ

りかえる（0.5 時間） 
カンファレンス資料を

作成する（0.5 時間） 

 



教科書 奈良佐保短期大学「20 期生（2018 年度生）介護実習要綱」 
最新介護福祉全書 8「介護総合演習」メヂカルフレンド社 ISBN978-4-8392-3195-8 

参考書 新・介護福祉士養成講座 10「介護総合演習・介護実習」中央法規出版 
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（取り組み姿勢・課題の提出などから評価します）50％ 
理解度（提出物や発表の内容をもとに総合的に評価します）50％ 

備考 介護実習要綱に掲載している「実習要件」科目であるため、無欠席が原則となる 

 



科目 
コード 1465 ナンバ

リング FAA265 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護総合演習Ⅳ 

科目英語名 Care Synthesis ExerciseⅣ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 学校で学んだ知識・技術と、介護実習での学習内容を統合する 
事例研究を通じて、支援における論理的思考力を養う   
 

学修成果 
到達目標 

１．介護福祉士としての知識と技術を確認し、自己の課題が明確になる 
２．介護研究の概要を理解し、事例研究を実践することができる 
３．介護福祉士として、自分の介護観が構築できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護実習Ⅲ まとめ・ふりかえり 介護実習Ⅲの記録をふ

りかえる(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

２ 
介護過程の展開について 介護実習Ⅲの記録をふ

りかえる(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

３ 
事例研究の意義と目的 昨年度の事例研究集に

目を通す(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

４ 
事例研究の進め方 事例研究について調べ

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

５ 
事例研究論文の執筆 介護実習Ⅲの記録をふ

りかえり、執筆準備を行

う(0.5 時間） 

事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 

６ 
事例研究論文の個別指導 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
指導を踏まえ、事例研究

論文の執筆を続ける

(0.5 時間） 

７ 
事例研究論文の校正 事例研究論文の執筆を

続ける(0.5 時間） 
校正箇所を確認し、事例

研究論文の執筆を続け

る(0.5 時間） 

８ 
発表原稿の作り方・個別指導 事例研究論文をふりか

える（0.5 時間） 
発表原稿を完成させる

(0.5 時間） 

９ 
発表スライドの作り方・個別指導 発表原稿をもとに、スラ

イドのイメージを考え

る（0.5 時間） 

指導を踏まえ、スライド

の作成を続ける(0.5 時

間） 

10 
発表原稿とスライドの作成・個別指導 スライドの作成を続け

る(0.5 時間） 
スライドを完成させる

（0.5 時間） 

11 
事例研究発表①生活福祉コース発表 発表の準備を行う（0.5

時間） 
発表をふりかえる (0.5
時間） 

12 
事例研究発表②介護現場における実践報告および事例研究 事例研究集に目を通す

(0.5 時間） 
発表をふりかえる (0.5
時間） 

13 
国家試験対策（領域：人間と社会、介護） 国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 
国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 

14 
国家試験対策（領域：こころとからだのしくみ） 国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 
国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 

15 
国家試験対策（領域：総合問題、医療的ケア） 国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 
国家試験に向けての受

験勉強を行う(0.5 時間） 

 



教科書 「20 期生（2018 年度入学） 介護実習要綱」奈良佐保短期大学  
最新介護福祉全書 ８ 「介護総合演習」 メヂカルフレンド社 ISBN：978-4-8392-3195-8   
 

参考書 柊崎京子「介護福祉を学ぶ学生のための事例研究」 久美株式会社 ISBN：978-86189-156-4   
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度・理解度・事例研究への取り組みの姿勢によって総合的に評価する 

備考  

 



科目 
コード 1472 ナンバ

リング FAA125 単位数 3 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護実習Ⅰ 

科目英語名 Care Training Ⅰ 

担当教員 森永 夕美、武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉資格取得のための必須科目 

学修内容 【介護実習Ⅰ①】 
・利用者が利用している通所系サービスについて理解する。 
・利用者の生活の場である介護現場において、利用者とのコミュニケーションを実践し、介護対象について理

解を深める。 
【介護実習Ⅰ②】 
・利用者の生活の場である介護現場を理解する。 
・利用者とコミュニケーションを図ったり、表情や行動を観察したりして、利用者の願いや思いに気づく。 
・利用者に対する基本的な日常生活支援について見学し、利用者一人ひとりに応じた生活支援技術について理

解する。 

学修成果 
到達目標 

【介護実習Ⅰ①】 
１．介護保険における通所サービスの役割について説明できる。 
２．利用者とコミュニケーションを図り、利用者の日常生活の楽しみについて説明できる。 
【介護実習Ⅰ②】 
１．利用者の暮らしの場である施設の特徴について説明できる。 
２．場面に応じた適切な生活支援技術（コミュニケーション技術）について説明できる。 
３．利用者の暮らしや生活歴の違い・生活上の楽しみなど「その人らしさ」を尊重できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

【介護実習Ⅰ①】 
・利用者が利用している通所系サービスについて理解する。 
・利用者の生活の場である介護現場において、利用者とのコミュニケー

ションを実践し、介護対象について理解を深める。 
【介護実習Ⅰ②】 
・利用者の生活の場である介護現場を理解する。 
・利用者とコミュニケーションを図ったり、表情や行動を観察したりし

て、利用者の願いや思いに気づく。 
・利用者に対する基本的な日常生活支援について見学し、利用者一人ひ

とりに応じた生活支援技術について理解する。 

１．指定された回数のボ

ランティア活動記録を

提出する。 
２．事前学習について、

指定された期限までに

提出する。 
３．個人目標を立てる。 
４．施設にて事前オリエ

ンテーションを受け、報

告書を作成提出する。 

１．実習のまとめを記入

する。 
２．実習終了後 1 週間日

以内に実習巡回担当教

員と面談し、自己評価を

する。 
３．実習記録を提出す

る。 
 

教科書 奈良佐保短期大学「22 期生（2020 年度生）介護実習要綱」 
白井幸久：監修／土屋昭雄：編著「介護実習サポートブック 実習を乗り切るための 40 講」看護の科学社

ISBN978-4-87804-114-3 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習指導者からの評価（実習評価表等）30％ 
巡回担当指導教員の評価 30％ 
提出物の内容（事前学習、実習記録等）40％ 

備考 介護実習Ⅰを履修するには、介護実習要綱に定められた「実習に行くための要件」を全て満たしていること。 

 



科目 
コード 1478 ナンバ

リング FAA160 単位数 4 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 介護実習Ⅱ 

科目英語名 Care Training Ⅱ 

担当教員 森永 夕美、武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 ・生活支援技術を実践・評価し、利用者の状況に適した技術を習得する。 
・介護過程を実践し、利用者の生活課題の導き方を学ぶ。 
・利用者の生活における余暇時間のあり方を学ぶ。 
・利用者の生活の場である介護現場を理解し、利用者支援について他職種との連携のあり方を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．利用者の個別性に応じた生活支援技術およびコミュニケーション技術が実践できる。 
２．受け持ち利用者について「その人らしさ」を理解したうえで、生活課題を導き出せる。 
３．利用者の生活リズムを把握し、生活の質を向上するための余暇活動の支援ができる。 
４．他職種の役割や、多職種間の連携・協働の意義を説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

・生活支援技術を実践・評価し、利用者の状況に適した技術を習得する。 
・介護過程を実践し、利用者の生活課題の導き方を学ぶ。 
・利用者の生活における余暇時間のあり方を学ぶ。 
・利用者の生活の場である介護現場を理解し、利用者支援について他職

種との連携のあり方を学ぶ。 

１．指定された回数のボ

ランティア活動記録を

提出する。 
２．事前学習について、

指定された期限までに

提出する。 
３．個人目標を立てる。 
４．施設にて事前オリエ

ンテーションを受け、報

告書を作成提出する。 

１．実習のまとめを記入

する。 
２．実習終了後 1 週間日

以内に実習巡回担当教

員と面談し、自己評価を

する。 
３．実習記録を提出す

る。 

教科書 奈良佐保短期大学「22 期生（2020 年度生）介護実習要綱」 
白井幸久：監修／土屋昭雄：編著「介護実習サポートブック 実習を乗り切るための４０講」看護の科学社

ISBN978-4-87804-114-3 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習指導者からの評価（実習評価表等）30％ 
巡回担当指導教員の評価 30％ 
提出物の内容（事前学習、実習記録等）40％ 

備考 実習Ⅱを履修するには、介護実習要綱に定められた「実習に行くための要件」を全て満たしていること。 

 



科目 
コード 1481 ナンバ

リング FAA235 単位数 4 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護実習Ⅲ 

科目英語名 Care Training Ⅲ 

担当教員 武田 千幸、森永 夕美、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 ・介護過程を展開し、個別介護計画の立案・実施・評価のサイクルを学ぶ 
・生活支援技術を実施・評価し、利用者の状況に適した技術を習得する 
・利用者の支援におけるリスクマネジメントを学ぶ 
・介護に携わる者がもつべき職業倫理を学ぶ 
・介護福祉士が行う医療的ケアについて学ぶ 
[居宅介護実習] 
・施設介護と居宅介護の相違点を明確にし、自宅で生活する高齢者とその家族の実態を把握し、ニーズに対応

した介護サービスについて学ぶ 

学修成果 
到達目標 

1.受け持ち利用者について「その人らしさ」を理解した介護過程が展開できる 
2.利用者の個別性を理解し、根拠に基づいた生活支援技術を適切に提供できる 
3.施設におけるリスクマネジメントの基本的考え方を理解し、専門職としての役割と責任について説明できる 
4.介護福祉士が行う医療的ケアの意義について理解している 
[居宅介護実習] 
1.居宅介護事業所の概要が説明できる 
2.在宅と施設での生活支援技術の違いを説明できる 
3.在宅で生活する利用者の情報収集を行い、「その人らしい」くらしの在り方を理解している 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

・介護過程を展開し、個別介護計画の立案・実施・評価のサイクルを学

ぶ 
・生活支援技術を実施・評価し、利用者の状況に適した技術を習得する 
・利用者の支援におけるリスクマネジメントを学ぶ 
・介護に携わる者がもつべき職業倫理を学ぶ 
・介護福祉士が行う医療的ケアについて学ぶ 
[居宅介護実習] 
・施設介護と居宅介護の相違点を明確にし、自宅で生活する高齢者とそ

の家族の実態を把握し、ニーズに対応した介護サービスについて学ぶ 

実習先となる施設につ

いて調べる(根拠法・制

度・施設の概要等） 
利用者の生活してきた

時代背景を調べる 
授業で学んだ内容を整

理する 
受け持ちたい利用者に

ついて考え、事前学習を

行う（疾病・障害等） 

介護過程の展開をふり

かえる 
生活支援技術について

ふりかえる 
施設におけるリスクマ

ネジメントについて、学

んだことをふりかえる 
 

教科書 「20 期生（2018 年度入学）介護実習要綱」奈良佐保短期大学 

参考書 最新介護福祉全書 ８ 「介護総合演習」 メヂカルフレンド社 ISBN：978-4-8392-3195-8   
 

成績評価 
方法・基準 

実習指導者からの評価（実習評価表等） 30％ 
巡回指導教員の評価 30％ 
提出物の内容（事前学習・実習記録・事例研究） 40％  
 

備考  

 



科目 
コード 1505 ナンバ

リング FAC110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 発達と老化の理解 

科目英語名 Study of Development and Aging 

担当教員 吉田 裕司 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護に必要な加齢医学について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

生涯発達理論に基づき、老化や疾患の理解を通して、介護のあり方を考えられる。 
特に高齢者に多い疾患、介護が重要な役割を担う疾患について理解し説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 加齢にともなう身体の変化 0 時間 4 時間レポート課題① 

２ 高齢者の疾病の特徴 0 時間 4 時間レポート課題② 

３ 高血圧と動脈硬化 0 時間 4 時間レポート課題③ 

４ 脳卒中 0 時間 4 時間レポート課題④ 

５ 心臓病 0 時間 4 時間レポート課題⑤ 

６ 心不全・呼吸不全 0 時間 4 時間レポート課題⑥ 

７ 糖尿病と合併症 0 時間 4 時間レポート課題⑦ 

８ 脂質異常症・痛風・その他内分泌疾患 0 時間 4 時間レポート課題⑧ 

９ 慢性腎臓病 0 時間 4 時間レポート課題⑨ 

10 消化器系疾患 0 時間 4 時間レポート課題⑩ 

11 骨・関節系の疾患 0 時間 4 時間レポート課題⑪ 

12 神経系疾患 0 時間 4 時間レポート課題⑫ 

13 神経・筋疾患 0 時間 1 時間レポート課題⑬ 

14 感染症とその予防 0 時間 4 時間レポート課題⑭ 

15 
まとめとふりかえり 4 時間レポート課題①

～⑭ 
0 時間 

 

教科書 ① 最新・介護福祉士養成講座 １２  「発達と老化の理解＜新版＞」  中央法規出版 
  ISBN978-4-8058-5772-4 
② 高橋龍太郎著 「図解・症状からみる老いと病気とからだ」 中央法規出版  ISBN978-4-8058-2254-8 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講姿勢（10％） 理解度（90％） 

備考  

 



科目 
コード 1510 ナンバ

リング FAC205 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 高齢者の心理 

科目英語名 Psychology of the Elderly 

担当教員 今西 美由紀 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容  加齢による心身の変化とこれに伴う老いの自覚について理解し、高齢者にとっての心理的・身体的・社会的

生活課題について学習する。 

学修成果 
到達目標 

１．老年期の発達の特徴を理解し、老化に伴う心身の変化が説明できる。 
２．老化がもたらす日常生活への影響について、心理的・身体的・社会的側面から説明できる。 
３.  高齢者に対する心理的支援とその意義について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

人が老いるとは 「発達と老化の理解」第

1章第 1節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

２ 

発達段階としての老年期 「発達と老化の理解」第

1章第 2節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

３ 

老化に伴う心身の変化①身体機能の変化 「発達と老化の理解」第

1章第 3節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

４ 

老化に伴う心身の変化②認知機能の変化 「発達と老化の理解」第

2章第 1節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

５ 

老化に伴う心身の変化③精神機能の変化 「発達と老化の理解」第

2章第 2節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

６ 

老化に伴う日常生活の変化①老年期の ADL 「発達と老化の理解」第

2章第 3節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

７ 

老化に伴う日常生活の変化②ADL の評価と支援 「発達と老化の理解」第

2章第 4節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

８ 

老化に伴う日常生活の変化③福祉用具・住環境と ADL 「発達と老化の理解」第

2章第 5節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

９ 

高齢者のこころの問題と精神障がい 「発達と老化の理解」第

3 章を読んでおく(2 時

間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

10 高齢者の心理①社会や家庭での役割を失う高齢者の気持ち 「発達と老化の理解」第 講義内で配布した資料



4章第 1節を読んでおく

(2 時間) 
をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

11 

高齢者の心理②「老い」を受け容れる高齢者の気持ち 「発達と老化の理解」第

4章第 2節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

12 

高齢者の心理③疾病や障がいを受け容れる高齢者の気持ち 「発達と老化の理解」第

4章第 3節を読んでおく

(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

13 

高齢者の心理④家族や友人との別れを受け止める高齢者の気持ち 「発達と老化の理解」第

5 章を読んでおく(2 時

間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

14 

高齢者の心理⑤高齢者に対する心理的支援 「発達と老化の理解」を

総括しておく(2 時間) 
講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

15 

高齢者の心理 まとめとふりかえり：主観的幸福感と QOL これまでの講義を通し

ての疑問点、質問点をま

とめる(2 時間) 

講義内で配布した資料

をもとに復習しておく 
(2 時間) 
 

定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座 12 「発達と老化の理解」 ISBN：978-4-8058-5772-4 中央法規 

参考書 「高齢者のための心理療法入門 成熟とチャレンジの老年期を援助する」 ISBN:4-8058-2220-1 
ボブ・G・ナイト. 中央法規.  2002. 
 

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢・グループメンバーとしての取組姿勢・課題の提出など）40％ 課題の完成度 10％  
定期試験 50％ 
 

備考  

 



科目 
コード 1515 ナンバ

リング FAC125 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 認知症の理解Ⅰ 

科目英語名 Study of Dementia Ⅰ 

担当教員 島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 認知症に関する基礎的知識を修得するとともに、家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を理解する

ことを目指す。 

学修成果 
到達目標 

１．認知症に関する基礎的知識を理解し、認知症の原因となる疾患について説明できる。 
２．認知症の人との関わり方の基本について説明できる。 
３．環境の変化が認知症の人へ与える影響について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

ガイダンス ―医学的側面からの認知症のとらえ方― 認知症について、自身の

身近な方や知っている

方等の特徴を調べる（２

時間） 

認知症の初期症状や物

忘れとの違いについて

まとめる（２時間） 

２ 
脳のしくみと各種画像検査 解剖学的な脳の学習を

振り返っておく（２時

間） 

各種画像検査を復習し

ておく（２時間） 

３ 
認知症の原因となる疾患を知る ①アルツハイマー型認知症 アルツハイマー型認知

症について事前に調べ

ておく（２時間） 

各期の症状についてま

とめておく（２時間） 

４ 
認知症の原因となる疾患を知る ②血管性認知症 血管性認知症について

調べる（２時間） 
症状や予防についてま

とめておく（２時間） 

５ 
認知症の原因となる疾患を知る ③レビー小体型認知症 レビー小体型認知症に

ついて調べる（２時間） 
症状や“気づくヒント”
をまとめておく（２時

間） 

６ 
認知症の原因となる疾患を知る ④前頭側頭型認知症 前頭側頭型認知症を調

べておく（２時間） 
症状やケアのポイント

についてまとめておく

（２時間） 

７ 
中核症状と BPSD 中核症状と BPSD につ

いて事前に調べておく

（２時間） 

特徴についてまとめて

おく（２時間） 

８ 
認知症の治療と診断 認知症の治療について

調べる（２時間） 
様々な認知症の治療に

ついてまとめる（２時

間） 

９ 
認知症の治療と薬 認知症の治療薬につい

て調べる（２時間） 
認知症治療薬の効果と

副作用についてまとめ

る（２時間） 

10 
様々は療法 認知症に用いられる療

法について調べる(２時

間） 

各種療法についてまと

める（２時間） 

11 
認知症事例を検討する（グループワーク） 
①グループディスカッション 

今までにまとめた事後

学習の資料を振り返る

（２時間） 

課題の認知症事例につ

いて文献等を用いて調

べる（２時間） 

12 
認知症事例を検討する（グループワーク） 
②発表 

事例について発表でき

るようにまとめる（２時

間） 

様々な事例を調べてお

く（２時間） 

13 
認知症の人の体験を理解する 認知症の人の手記を読

んでおく（２時間） 
認知症の人の家族の手

記を読む（２時間） 



14 
認知症の人の生活・家族支援 認知症の人と家族の会

について調べる（２時

間） 

DVD 視聴の感想を提出

する（２時間） 

15 
認知症の人に対する介護 認知症の人への介護に

ついて調べる（２時間） 
認知症の人の介護観を

まとめる（２時間） 

定期試験 

教科書 最新介護福士養成講座 13 「認知症の理解」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5773-1 
 

参考書 三好春樹著 ; 東田勉編集協力 「新しい認知症ケア : 完全図解 医療編」 講談社 ISBN 9784062824576 

成績評価 
方法・基準 

定期試験 70％ 
授業への参加・課題の完成度 30％ 

備考  

 



科目 
コード 1520 ナンバ

リング FAC200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 認知症の理解Ⅱ 

科目英語名 Study of Dementia Ⅱ 

担当教員 島村 真理子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 認知症に関する基礎的知識を修得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本

人のみならず家族・地域を含めた環境に働きかける視点を学びます。また、現在の支援制度とその課題につい

て考えます。 

学修成果 
到達目標 

１．認知症ケアに関する歴史と理念について説明ができる。 
２．本人と家族介護者への支援のあり方と地域における支援活動について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

ガイダンス 認知症とは何か 実習や生活の中での認

知症の人との関わりに

ついてまとめる（２時

間） 

認知症の文献や新聞記

事を探す（２時間） 

２ 
認知症ケアの歴史と理念 認知症の歴史について

の外観を調べる（２時

間） 

認知症ケアにおける過

去と現在についてまと

める(２時間） 

３ 
認知症ケアの基本と介護過程 認知症ケアの基本につ

いて調べる（２時間） 
認知症の人の介護過程

を検討する（２時間） 

４ 

認知症による BPSD に対するケア 認知症の BPSD につい

て調べる（２時間） 
「認知症の人の心を感

じて～もし自分が認知

症になったら～」の感想

を提出（２時間） 

５ 

最近の認知症ケアに関する動向 最近の認知症ケアにつ

いて情報収集をする（２

時間） 

友人や家族の協力を得

て、認知症ケアの関わり

方法を実践する（２時

間） 

６ 
若年性認知症の人の支援と課題とオレンジプラン オレンジプランについ

て調べる（２時間） 
「地域の社会資源」を完

成させる（２時間） 

７ 
認知症高齢者の在宅支援 ①地域包括支援センターの役割 地域包括支援センター

を調べる（２時間） 
住んでいる自治体の地

域ケア会議について調

べる（２時間） 

８ 
認知症高齢者の在宅支援 ②成年後見人制度・権利擁護事業 成年後見制度について

調べる（２時間） 
児童・高齢・障害者の虐

待について違いをまと

める（２時間） 

９ 
介護場面での事例検討（グループワーク） 
 ①食事・入浴・排泄等 

生活支援技術としての

食事・入浴・排泄につい

て調べておく（２時間） 

グループワークで検討

したことをまとめる(２
時間） 

10 
介護場面での事例検討（グループワーク） 
 ②生活環境 

認知症高齢者の生活環

境について調べる（２時

間） 

グループワークで検討

したことをまとめる（２

時間） 

11 
認知症高齢者と介護者への支援（レスパイトケア） レスパイトケアについ

て調べる（２時間） 
認知症の人の家族の手

記を読む（２時間） 

12 
在宅の認知症高齢者はどこで最期を過ごすか（終末期の介護） 終末期の介護について

調べる（２時間） 
認知症の人の終末期の

特徴についてまとめる

（２時間） 

13 
認知症の進行に応じた介護 認知症の進行について

調べる（２時間） 
各期の特徴をまとめる

（２時間） 



14 

事例検討 ①グループワーク 今までの事後学習等で

まとめたものを確認す

る(２時間） 

グループでロールプレ

イが実施できるように、

グループ間の調整をす

る（２時間） 

15 
事例検討 グループワーク発表 
まとめとふりかえり 

グループでの発表の準

備をする（２時間） 
全体を振り返り、定期試

験に備える（２時間） 

定期試験 

教科書 新・介護福祉士養成校座 12 「認知症の理解（第 4 版）」 中央法規出版 

参考書 下山久之著  BPSD を改善パーソン・センタード・ケア事例集 日総研出版 ISBN 9784776017615  
宮島渡編 みえる認知症ケア ひもときシート“アシスト”BPSD 改善ガイド isbn978-8058-5848-6 

成績評価 
方法・基準 

授業参加（課題の提出・グループワークへの貢献度） 30％ 
定期試験 70％ 

備考  

 



科目 
コード 1525 ナンバ

リング FAC105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 障害の理解Ⅰ 

科目英語名 Study of People with Disabilities Ⅰ 

担当教員 森永 夕美、西村 隆一 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 介護福祉士が障がいのある人と向き合うための基本的な知識として、障がいの概念、障がい者福祉の基本理念、

障がい者福祉制度について学びます。また、障がいのある人の地域生活を支える様々な社会資源・関係機関や

関係職種との連携、障がいのある人を支える家族支援のあり方について学びます。 

学修成果 
到達目標 

１ 介護福祉士が介護現場で働く上で、必要な障がいについての知識を実に付け、表現することができる。 
２ 障がい者福祉領域の理論から、現代社会における障がい者支援の技法を表現することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
障がいの基礎的理解（障がいの概念） 

教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

２ 
障がい者福祉の基本理念① 
（ノーマライゼーション・リハビリテーションほか） 

教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

３ 
障がい者福祉の基本理念②（エンパワメント・ストレングスほか） 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

４ 
障がい者福祉の基本理念③（国際障害者年の理念、権利条約、アド

ボカシーほか） 
教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

５ 
障害者福祉に関連する制度 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

６ 
地域におけるサポート体制 
(グループワーク) 

新聞や雑誌等で指定課

題の資料を探す(2 時間) 
レポートを記入する(2
時間) 

７ 
知的障がい者の暮らし、発達障がい児者の暮らし 
(グループワーク) 

新聞や雑誌等で指定課

題の資料を探す(2 時間) 
レポートを記入する(2
時間) 

８ 
身体障がい者の暮らし 
(グループワーク) 

新聞や雑誌等で指定課

題の資料を探す(2 時間) 
レポートを記入する(2
時間) 

９ 
精神障がい者の暮らし 
(グループワーク) 

新聞や雑誌等で指定課

題の資料を探す(2 時間) 
レポートを記入する(2
時間) 

10 
障がい者の経済的支援 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

11 
障がい者の就労支援 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

12 
障がい者福祉制度と介護保険制度 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

13 
障がい者の権利と虐待防止法、差別解消法 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 

14 
地域との連携と家族への支援 教科書の該当箇所を読

み分からない語句は調

べておく(2 時間） 

配布資料や教科書を基

にして、授業内容を振り

返る(2 時間) 



15 
ふりかえりとまとめ 今までの参考資料や教

科書を整理してまとめ

ておく(2 時間) 

授業全体を振り返り定

期試験の準備を行う(2
時間) 

定期試験 

教科書 最新・介護福祉士養成講座 14 「障害の理解」 中央法規出版 ISBN 978-4-8058-5774-8 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（50％） 授業態度（30％） 提出物（20％） 

備考 現在の日本における障がい者福祉関係のニュースなどで最新情報をみておくこと。 

 



科目 
コード 1530 ナンバ

リング FAC130 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 障害の理解Ⅱ 

科目英語名 Study of People with Disabilities Ⅱ 

担当教員 森田 婦美子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １．障害の医学的側面の基礎知識を学ぶ。 
２．障害のある人の心理を学ぶ。 
３．家族を含めた周囲の環境に配慮した介護の視点を学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

１．障害の医学的側面の基礎知識を説明できる。 
２．障害のある人の心理を理解し、説明できる。 
３．家族を含めた周囲の環境に配慮した介護の視点が説明できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
内部障害 
心臓機能障害のある人の生活の理解と介護 

教科書第２章第６節を

読む（2 時間) 
講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 

２ 
内部障害 
呼吸機能障害のある人の生活の理解と介護 

指定された教科書の範

囲を読み、演習課題をま

とめておく（2 時間） 

小テストに向け既習範

囲を復習しておく（2 時

間） 

３ 
内部障害 
腎機能障害のある人の生活の理解と介護 

指定された教科書の範

囲を読み、演習課題をま

とめておく（2 時間） 

講義内容の復習をして

おく(2 時間） 

４ 
内部障害 
膵臓機能障害（糖尿病）の生活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容の復習をして

おく(2 時間） 

５ 
内部障害 
膀胱・直腸機能障害のある人の生活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容の復習をして

おく(2 時間） 

６ 
内部障害 
小腸機能障害のある人の生活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容の復習をして

おく(2 時間） 

７ 
内部障害 
ヒト免疫不全ウイルスによるによる免疫機能障障害のある人の生

活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 

８ 
内部障害 
癌に罹患している人の生活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容の復習をして

おく(2 時間） 

９ 
内部障害 
肝臓機能障害のある人の生活の理解と介護 

教科書を読み、専門用語

の意味等を調べて理解

しておく(2 時間） 

講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 

10 

発達障害のある人の生活の理解と介護 発達障害の事例を新聞

や本などから探し出し

読んで、理解を深めてお

く(2 時間） 

講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 

11 
高次脳機能障害のある人の生活の理解と介護 高次脳機能障害の特徴

をまとめ理解しておく

（2 時間） 

講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 

12 
脳血管疾患による障害のある人の生活の理解と介護 脳血管疾患の特徴をま

とめ理解しておく（2 時

間） 

講義内容を復習し、演習

問題に取り組み、まとめ

ておく（2 時間） 



13 

難病のある人の生活の理解と介護①難病とは 難病について教科書を

読んで、理解を深めてお

く(1 時間）難病対策につ

いてもまとめておく(１
時間） 

難病疾病を持っている

高齢者への対応につい

てまとめておく(2 時間） 

14 
難病のある人の生活の理解と介護②難病のある人の生活 難病を持っている人の

生活についてまとめて

おく(2 時間） 

講義内容を復習し、演習

問題にとりくむ(2 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ テストに向け既習範囲

を復習しておく(2 時間） 
授業内容の総復習をし

ておく(2 時間） 

定期試験 

教科書 最新介護福祉士養成講座 14 「障害の理解」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5774-8 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％） 授業態度（20％） 小テスト（20%） 

備考  

 



科目 
コード 1540 ナンバ

リング FAC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 解剖生理学 

科目英語名 Anatomy and Physiology 

担当教員 島村 真理子、西村 隆一 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．介護実践に必要な、解剖生理学の基礎知識を習得する。 
２．ヒトのからだのしくみを理解し、生活における機能を学ぶ。 
３．加齢による身体機能の変化について理解する。 

学修成果 
到達目標 

ヒトのからだの構造とはたらきを理解し、加齢や疾病により生活障害が生じた時、どのような支援が最良であ

るか、解剖生理学的視点で説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション、身体各部の名称、からだのしくみ（細胞、器

官系） 
からだの各部の名称に

ついて、教科書を読んで

おく。(1 時間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(1 時間) 

２ 

全身の骨格、骨・関節の動き 骨、関節の名称につい

て、教科書を読んでお

く。(1 時間) 

重要な骨や関節の名称

を覚え、骨・関節の動き

についてプリントと教

科書を確認しておく。(3
時間) 

３ 
骨と骨格筋、関節運動と筋 骨格筋の名称について、

教科書を読んでおく。(1
時間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

４ 

骨、筋、組織についてまとめとふりかえり。中枢神経とその血管 第 1 回授業～第 3 回授

業の内容を教科書、プリ

ントで復習しておく。(3
時間) 

ふりかえり課題で理解

が不十分であった内容

について、プリントと教

科書を確認する。(3 時

間) 

５ 

中枢神経のはたらき 前回授業プリントの内

容を覚えておく。中枢神

経系について教科書を

読んでおく。(1 時間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

６ 

末梢神経系、感覚器系 神経系の名称について

教科書と前回授業プリ

ントを確認しておく。(1
時間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

７ 

神経、感覚器系についてまとめとふりかえり。血液とリンパ液 第 4 回授業～第 6 回授

業の内容を教科書、プリ

ントで復習しておく。(3
時間) 

ふりかえり課題で理解

が不十分であった内容

について、授業プリント

を確認する。(1 時間) 

８ 
循環器系；心臓、動脈、静脈、リンパ管 循環器系について、教科

書を読んでおく。(1 時

間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

９ 
呼吸器系；気道、肺・呼吸や血液循環の調節 呼吸器系について、教科

書を読んでおく。(1 時

間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

10 

循環器、呼吸器系についてまとめとふりかえり。泌尿器系、生殖器

系：基本の解剖 
第 7 回授業～第 9 回授

業の内容を教科書、プリ

ントで復習する。(3 時

間) 

ふりかえり課題で理解

が不十分であった内容

について、授業プリント

を確認する。(1 時間) 



11 

泌尿器系：尿の生成と排泄のしくみ 泌尿器系、生殖器系の名

称を前回授業プリント

を参考にして覚えてお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

12 

泌尿器系についてまとめとふりかえり。消化器系；消化管（口腔、

食道、胃、腸管）と消化腺（唾液腺、肝臓、胆のう、膵臓） 
第 10 回授業～第 11 回

授業の内容を教科書、プ

リントで復習する。(3 時

間) 

ふりかえり課題で理解

が不十分であった内容

について、授業プリント

を確認する。(1 時間) 

13 

消化器系：嚥下のしくみ、栄養の消化吸収のしくみ、排泄のしくみ 消化器系の名称を前回

授業プリントを参考に

して覚えておく。(1 時

間) 

授業時に配布したプリ

ントの重要事項を教科

書で確認する。(3 時間) 

14 

消化器系についてまとめとふりかえり。内分泌系 第 12 回授業～第 13 回

授業の内容を教科書、プ

リントで復習する。(3 時

間) 

ふりかえり課題で理解

が不十分であった内容

について、授業プリント

を確認する。(1 時間) 

15 

加齢によるヒトのからだのしくみの変化についてまとめ からだのしくみの変化

について教科書を読ん

でおく。(1 時間) 

第 1 回授業～第 14 回授

業の内容をふりかえり、

からだのしくみについ

ての知識を整理する。(3
時間) 

 

教科書 最新 介護福祉士養成講座 11  こころとからだのしくみ  ISBN 978-4-8058-5771-7 
イラストでまなぶ生理学 第３版 田中 越郎著 医学書院 ISBN  978-4-260-02834-9 

参考書 導入：世界一簡単にわかる人体解剖図鑑 坂井建雄著 宝島社 ISBN978-4-8002-4534-2 
発展：目でみる からだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢、課題の提出）（20％） 理解度（80％） 

備考 授業を「聞く」ことで 理解を深めようと努力すること。授業中の質問や発言を歓迎する。 
事前、事後学修のために、読んでおくべき教科書の具体的なページについては、授業時に適宜指示する。 

 



科目 
コード 1541 ナンバ

リング FAC115 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生活援助方法論 

科目英語名 Life support methodology 

担当教員 森田 婦美子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 １.加齢による心身の生理機能低下が生活に及ぼす影響を理解できるようになる。 
２.生活機能低下に応じた介護援助がわかる。 
３.身体の解剖生理学の理解を深めることができる。 
 

学修成果 
到達目標 

１. 解剖生理学の理解のもと高齢者の特徴を踏まえ、問題をまとめることができる。 
２. 安全、安楽、自立に向けた介護の理解ができ、述べることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
健康とは 教科書の第 1 章をまと

める。1 時間 
授業で用いた資料をノ

ートにする。1 時間 

２ 
高齢者のこころの理解：マズローの欲求の階層 2 回目の授業で指定し

た教科書内容の要約を

ノートする。1 時間 

事前の要約に学習した

内容を追記する。1 時間 

３ 
高齢者の身体機能の理解：ホメオスタシス・バイタルサイン 3 回目の授業で指定し

た教科書内容の要約を

ノートする。1 時間 

事前学習のノートに、授

業で用いた資料を追記

ノートにする。1 時間 

４ 
高齢者の生理的変化 4 回目の授業で指定し

た教科書内容の要約を

ノートする。1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

５ 
高齢者に起こりやすい症状と徴候 5 回目の授業で指定し

た教科書内容の要約を

ノートする。1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

６ 
移動に関連したからだとこころのしくみ 基礎介護技術で学習し

た、ボディメカニクスを

まとめる 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

７ 
老年症候群 運動器の解剖生理学の

ノート整理を行う。1 時

間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

８ 
身だしなみに関連したこころとからだのしくみ 身だしなみに関連身体

のメカニズムの整理を

行う。1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

９ 
食事に関連したこころとからだのしくみ 消化のメカニズムのノ

ート整理を行う。1 時間 
授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

10 
排泄に関連したこころとからだのしくみ 腎臓・泌尿器の解剖生理

学をノートに生理する。

1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

11 
清潔に関連したこころとからだのしくみ 清潔に関連した解剖生

理学のノート整理を行

う。1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

12 
睡眠のメカニズム 休息と睡眠の項目を読

み、ノートにまとめる。

1 時間 

授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

13 
睡眠が障害されることによる心身への影響 睡眠障害の項目をまと

める。1 時間 
授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 



14 
死のとらえ方 人生の最終段階に関す

る項目をノートにまと 
授業で用いた資料をノ

ートに追記する。1 時間 

15 

終末期医療と介護の実際 終末期介護について自

分の考えをまとめる。1
時間 

終末期介護について自

分の考えをまとめる。2
時間 
 

定期試験 

教科書 最新・介護福祉士養成講座 「第 11 巻 こころとからだのしくみ」 中央法規出版 
ISBN978-4-8058-5771-7 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（100％） 

備考 解剖生理学が基本となる学習である。授業には関連した教科書を必ず持参すること。また、その教科書を用い

てノート作成を行うこと。ノートは A4 のルーズリーフノートを用い資料やまとめを追加しながら整理してい

くこと。 

 



科目 
コード 1542 ナンバ

リング FAC120 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 嚥下と口腔衛生 

科目英語名 Swallowing and oral hygiene 

担当教員 畑下 芳史 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．食事に関連したこころとからだのしくみを知る。 
２．食事に関連したこころとからだのしくみを正しく捉えるとともに、介護技術の科学的根拠を理解する。 
３．口腔ケアの必要性と、具体的な支援方法を理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．介護現場で必要とされる食事についての知識を習得し、行動ができる。 
２．経管栄養法について理解し説明できる。 
３．介護現場で必要な口腔ケアの知識と技術を習得し実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食事に関連したこころとからだの基礎知識 教科書を用い、全体像の把握

をする (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

２ 
食べることの生理的意味 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

３ 
食欲・おいしさを感じるしくみ 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

４ 
口渇のしくみ 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

５ 
消化のしくみ 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

６ 
咀嚼と嚥下のしくみ 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

７ 
機能低下・障害が及ぼす食事への影響 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

８ 
口腔の清潔の必要性 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

９ 
口腔のしくみ 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

10 
口腔清潔に関する機能低下・障害の原因と影響 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

11 
経管栄養について 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

12 
口腔ケアの実際について 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

13 
口腔ケアの意義と支援の方法 前回講義内容を把握してお

く (2 時間) 
配布資料を参考に、各々内

容をまとめる (2 時間) 

14 
口腔ケアの基礎実習 今までの講義をもとに実習

内容について事前に学習す

る (2 時間) 

実習内容をもとに、次回実

習内容の準備を行う(2 時

間) 

15 
口腔ケアの実践実習 今回おこなう実習の内容に

ついて把握する (2 時間) 
今回の実習内容を今後の介

護技術に生かせる様に振り

返る (2 時間) 

定期試験 



教科書 最新・介護福祉士養成講座 「第 11 巻 こころとからだのしくみ」 中央法規出版 
ISBN978-4-8058-5771-7 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 理解度（30％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1571 ナンバ

リング FAD200 単位数 3 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 医療的ケアⅠ 

科目英語名 Medical Ｃare Ⅰ 

担当教員 島村 真理子、西 涼子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 医療的ケアを行う際の、人間の尊重を厳守し、倫理観の確率と医療行為に関する他職種との連携を理解する。

また、医療的ケアにおける身体の解剖生理等、基本的知識を学ぶ。 
知識の確認後、シュミュレーターを用いて喀痰吸引について一人でできるように演習を行う。 

学修成果 
到達目標 

１．医療的ケアが必要な利用者・家族の気持ちが理解でき、介護者として望ましい姿勢が実行できる。 
２．医療的ケアにおける身体の解剖生理が理解でき、説明できる。 
３．医療的ケアにおける他職種との連携を理解し、その必要性が説明できる。 
４．感染予防について説明でき、実施できる。 
５．喀痰吸引を安全に実施できるように、必要物品の準備や片付け、点検を行うことができる。 
６．演習を通して、喀痰吸引の一連の手順を正確に、安全・適切に実施することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
医療的ケア実施の基礎  
①医療的ケアを学ぶ経緯 

介護職員が行う医療的

ケアについて、情報収集

をする（１．２５時間） 

介護職員が行う医療行

為についてまとめてお

く（１．２５時間） 

２ 
医療的ケア実施の基礎（グループワーク） 
 ②個人の尊厳と自立 

介護福祉士が行う「個人

の尊厳」について調べる

（１．２５時間） 

グループで話し合った

個人の尊厳についてま

とめる（１．２５時間） 

３ 
医療的ケア実施の基礎 ③保健医療に関する制度 今まで修学した保健医

療制度を復習しておく

（１．２５時間） 

各関係法案についてま

とめる（１．２５時間） 

４ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ①呼吸のしくみと

働き 
呼吸器の解剖図を復習

しておく（１．２５時間） 
呼吸器の働きについて

まとめる（１．２５時間） 

５ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ②いつもと違う呼

吸 
異常な呼吸について調

べる（１．２５時間） 
たんの性状についてま

とめる（１．２５時間） 

６ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ③人工呼吸と吸引 人工呼吸器について調

べる（１．２５時間） 
侵襲的と非侵襲的の違

いをまとめる（１．２５

時間） 

７ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ④子どもの吸引、

吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対応や説明と同意 
どういった子どもが吸

引を行っているか調べ

る(１．２５時間） 

利用者へのねぎらいの

言葉をまとめておく

（１．２５時間） 

８ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑤呼吸器系の感染

と予防 
呼吸器系の感染症につ

いて調べる（１．２５時

間） 

医療における清潔と不

潔をまとめる（１．２５

時間） 

９ 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑥たんの吸引によ

り生じる危険の種類・その対応 
喀痰吸引の危険性につ

いて調べておく（１．２

５時間） 

ヒアリハット・アクシデ

ント報告書を完成させ

る（１．２５時間） 

10 

高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑦たんの吸引に伴

うケア 
たんを出しやすくする

ためにはどうすればよ

いかしらべる（１．２５

時間） 

演習で行った体位によ

る改善について復習す

る(１．２５時間） 

11 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論（グループワーク） 

⑧急変・事故発生時の対応と事前対策 
一般的な救急について

調べる（１．２５時間） 
記録の書き方をまとめ

る（１．２５時間） 

12 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑨たんの吸引で用

いる器具・機材とそのしくみ 
喀痰吸引の危険性につ

いて調べておく（１．２

５時間） 

演習で確認した物品に

ついてまとめる（１．２

５時間） 

13 高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑩口腔内吸引の一 口腔内喀痰吸引につい 実践できるようにチェ



連の流れと各段階の注意点 て付属のDVDを視聴し

ておく（１．２５時間） 
ックリストを確認して

おく（１．２５時間） 

14 
高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑪鼻腔内吸引の一

連の流れと各段階の注意点 
鼻腔吸引について付属

のDVDを視聴しておく

（１．２５時間） 

実践できるようにチェ

ックリストを確認して

おく（１．２５時間) 

15 

高齢者および障害児・者の「たんの吸引」概論 ⑫気管カニューレ

内部の吸引の一連の流れと各段階の注意点 
気管カニューレ内部の

喀痰吸引について付属

のDVDを視聴しておく

（１．２５時間） 

演習で確認した物品に

ついてまとめる（１．２

５時間） 

16 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） A さん事例の必要物品・手順の確認 
口腔内吸引ができるよ

うにチェックリストを

確認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

17 

喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） B さん事例の必要物品・手順の確認 
鼻腔内吸引ができるよ

うにチェックリストを

確認しておく（１．２５

時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

18 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） A さん事例による演習 
事例演習に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

19 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） B さん事例による演習 
事例演習に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

20 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） 演習手順の確認チェック① 
確認評価に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

21 

喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（口腔内および鼻

腔内） 演習手順の確認チェック② 
確認評価に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

気管カニューレ内部の

吸引についてチェック

リストを確認しておく

（１．２５時間） 

22 

喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部） C さん事例の必要物品・手順の確認 
気管カニューレ内部の

吸引に向けて今までの

まとめたものを確認す

る（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

23 

喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部） D さん事例の必要物品・手順の確認 
気管カニューレ内部の

吸引に向けて今までの

まとめたものを確認す

る（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

24 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部） C さん事例による演習 
事例演習に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

25 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部） D さん事例による演習 
事例演習に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

26 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部）演習手順の確認チェック① 
確認評価に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

27 
喀痰吸引の実際 シュミュレーターを用いた演習（気管カニューレ

内部）演習手順の確認チェック② 
確認評価に向けて今ま

でのまとめたものを確

認する（１．２５時間） 

演習を総括し、喀痰吸引

の実際をまとめる（１．

２５時間） 

28 
救急蘇生法 ①応急手当の重要性 救急蘇生の文献を読ん

でおく（１．２５時間） 
救命処置の流れをまと

める（１．２５時間） 

29 
救急蘇生法 ②応急手当の流れ 応急手当の流れを調べ

る（１．２５時間） 
応急手当の流れをグル

ープでまとめる（１．２

５時間） 



30 
救急蘇生法 ③心肺蘇生法演習 心肺蘇生について調べ

る（１．２５時間） 
心肺蘇生法をまとめる

（１．２５時間） 

定期試験 

教科書 最新・介護福祉士養成講座 15「医療的ケア」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5775-5 

参考書 新・介護福祉士養成講座 14「こころとからだのしくみ〈第 4 版〉」 中央法規出版 
最新介護福祉全書 13「医療的ケア」メヂカルフレンド社 ISBN978-4-8392-3167-5 

成績評価 
方法・基準 

厚生労働省「喀痰吸引等研修実施要綱」の規定に準じ、 
受講姿勢や課題の提出と完成度、授業内に行う理解度のチェックによる総合評価を行う。 
 

備考 器具を取り扱うため、介護実習室および入浴実習室で授業を行う場合がある。 
演習時は、実習着・実習靴に着替えて参加すること。 

 



科目 
コード 1581 ナンバ

リング FAD205 単位数 3 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 医療的ケアⅡ 

科目英語名 Medical Ｃare Ⅱ 

担当教員 島村 真理子、西 涼子 

資格・免許

との関連 
介護福祉士資格取得のための必修科目 

学修内容 医療的ケアを行う際の、人間の尊重を厳守し、倫理観の確率と医療行為に関する他職種との連携を理解する。

また、医療的ケアにおける身体の解剖生理等、基本的知識を学ぶ。 
知識の確認後、シュミュレーターを用いて喀痰吸引について一人でできるように演習を行う。 

学修成果 
到達目標 

１．医療的ケアが必要な利用者・家族の気持ちが理解でき、介護者として望ましい姿勢が実行できる。 
２．医療的ケアにおける身体の解剖生理が理解でき、説明できる。 
３．医療的ケアにおける他職種との連携を理解し、その必要性が説明できる。 
４．感染予防について説明でき、実施できる。 
５．経管栄養を安全に実施できるように、必要物品の準備や片付け、点検を行うことができる。 
６．演習を通して、喀痰吸引の一連の手順を正確に、安全・適切に実施することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション・個人の尊厳や倫理の確認 前期に行ったノートを

確認しておく（１．２５

時間） 

確認テストを修正する

（１．２５時間） 

２ 
医療的ケア実施の基礎 ①健康状態の把握 事前にバイタルサイン

について調べておく

（１．２５時間） 

身近な人に協力しても

らい、バイタルサイン測

定を行う（１．２５時間） 

３ 
医療的ケア実施の基礎 ②感染と予防 感染について事前に調

べておく（１．２５時間） 
標準予防策について実

施する（１．２５時間） 

４ 
医療的ケア実施の基礎 ③療養環境の清潔・消毒法 消毒と滅菌の違いにつ

いて調べてくる（１．２

５時間） 

実施した消毒液の希釈

を行う（１．２５時間） 

５ 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ①消化器のしくみと

働き 
消化器系について復習

しておく（1.25 時間） 
消化器の解剖図を完成

させる（1.25 時間） 

６ 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ②消化器の主な症状 消化器の症状について

情報収集する（１．２５

時間） 

消化器の生理をまとめ

る（１．２５時間） 

７ 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ③経管栄養が必要な

状態 
経管栄養とは何か、調べ

ておく（１．２５時間） 
経管栄養を必要とする

利用者像をまとめる

（１．２５時間） 

８ 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論（グループワーク） ④

経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちと対応および説明と同意 
経管栄養を受ける利用

者について文献等を調

べる（１．２５時間） 

ディスカッションで話

した内容をまとめてお

く（１．２５時間） 

９ 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑤経管栄養で用いる

器具と清潔保持の基礎 
経管栄養で用いられる

器具を調べておく（１．

２５時間） 

消毒法と衛生管理につ

いてまとめておく（１．

２５時間） 

10 

高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑥経管栄養実施上の

留意点 
経過ね異様実施の着目

点を調べておく（１．２

５時間） 

経管栄養実施前後に起

こる危険性やその対処

方法をまとめる（１．２

５時間） 

11 

高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑦子どもの経管栄養・

経管栄養に関する感染と予防 
子どもの経管栄養につ

いて調べておく（１．２

５時間） 

経管栄養を行っている

利用者の感染予防につ

いてまとめる（１．２５

時間） 

12 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑧経管栄養に生じる

危険と注入後の安全確認 
経管栄養実施時のトラ

ブルについて調べてお

経管栄養に伴う危険の

種類をまとめる（１．２



く（１．２５時間） ５時間） 

13 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑨急変発生時の対応

と事前対策 
急変発生時の対応につ

いて振り返っておく

（１．２５時間） 

緊急時の連絡方法をま

とめておく（１．２５時

間） 

14 

高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論（グループワーク） ⑩

ヒアリハット・アクシデント報告 
ヒアリハット・アクシデ

ント報告について振り

返っておく（１．２５時

間） 

ヒアリハット・アクシデ

ント報告書を提出する

（１．２５時間） 

15 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑪経管栄養で用いる

器具と清潔の保持 
使用する物品を振り返

っておく（１．２５時間） 
演習が円滑に行えるよ

うに使用物品をまとめ

ておく（１．２５時間） 

16 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑫経管栄養の技術と

留意点（胃ろう経管栄養） 
胃ろう経管栄養の流れ

をDVDで確認しておく

（１．２５時間） 

実施時の留意点をまと

めておく（１．２５時間） 

17 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑬経管栄養の技術と

留意点（経鼻経管栄養） 
経鼻経管栄養の流れを

DVD で確認しておく

（１．２５時間） 

実施時の留意点をまと

めておく（１．２５時間） 

18 
高齢者および障害児・者の「経管栄養」概論 ⑭経管栄養に必要な

ケア、報告および記録 
記録方法について振り

返っておく（１．２５時

間） 

記録に必要な項目をま

とめておく（１．２５時

間） 

19 

経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） A さん事例の必要物品・手順

の確認 
胃ろう経管栄養実施に

向けてチェックシート

を確認しておく（１．２

５時間） 

A さん事例をまとまと

めておく（１．２５時間） 

20 

経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） B さん事例の必要物品・手順

の確認 
胃ろう経管栄養実施に

向けてチェックシート

をまとめておく（１．２

５時間） 

B さん事例をまとめて

おく（１．２５時間） 

21 
経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） A さん事例による演習 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

22 
経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） B さん事例による演習 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

23 
経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） 演習手順のチェック① 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

24 

経管栄養の実際（胃ろう経管栄養） 演習手順のチェック② 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

次の経鼻経管栄養に向

けて今までまとめたも

のを復習しておく（１．

２５時間） 

25 
経管栄養の実際（経鼻経管栄養） C さん事例の必要物品・手順の

確認 
確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

C さん事例をまとめて

おく（１．２５時間） 

26 

経管栄養の実際（経鼻経管栄養） D さん事例の必要物品・手順の

確認 
経鼻経管栄養実施に向

けてチェックシートを

確認しておく（１．２５

時間） 

D さん事例をまとめて

おく（１．２５時間） 

27 
経管栄養の実際（経鼻経管栄養） C さん事例による演習 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

28 
経管栄養の実際（経鼻経管栄養） D さん事例による演習 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．



する（１．２５時間） ２５時間） 

29 
経管栄養の実際（経鼻経管栄養） 演習手順のチェック① 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

実践できるように繰り

返し演習しておく（１．

２５時間） 

30 
経管栄養の実際（経鼻経管栄養） 演習手順のチェック② 確認評価に向けて今ま

でまとめたものを確認

する（１．２５時間） 

定期試験や国家試験に

向けて総復習しておく

（１．２５時間） 

定期試験 

教科書 最新・介護福祉士養成講座 15「医療的ケア」 中央法規出版 ISBN978-4-8058-5775-5 

参考書 新・介護福祉士養成講座 14「こころとからだのしくみ〈第 4 版〉」 中央法規出版 
最新介護福祉全書 13「医療的ケア」 メヂカルフレンド社 ISBN978-4-8392-3167-5 

成績評価 
方法・基準 

厚生労働省「喀痰吸引等研修実施要綱」の規定に準じ、 
受講姿勢・や課題の提出と完成度、授業内に行う理解度のチェックによる総合評価を行う。 
 

備考 器具を取り扱うため、介護実習室および入浴実習室で授業を行う場合がある。 
演習時は、実習着・実習靴に着替えて参加すること。 

 



科目 
コード 1590 ナンバ

リング FAE220 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護保険実務 

科目英語名 Clerk on the Long-term Care Insurance 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
介護保険事務士の資格取得のための必修科目です。 

学修内容 介護保険制度に関するサービス利用で発生する介護報酬の仕組みについて理解し、介護保険の給付管理につい

て学びます。 

学修成果 
到達目標 

１．介護保険制度におけるサービスの種類と介護報酬の仕組みについて説明できる。 
２．介護保険点数の計算が正確にできる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 
介護保険制度とサービスについて 

「高齢者に対する支援と介

護保険制度」を振り返って

介護保険制度を理解してお

く（２時間） 

テキスト１を読み、まと

めておく（2 時間） 

２ 
介護報酬の特徴と介護レセプトの基本知識 
サービスコード表の見方 
居宅サービスの算定①（訪問系サービス） 

テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（2
時間） 

３ 
練習問題（訪問介護・訪問看護） テキスト３「居宅サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（2 時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（2 時間） 

４ 
練習問題（訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・居宅療養

管理指導） 
テキスト３「居宅サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（2 時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（2 時間） 

５ 
居宅サービスの算定②（通所系サービス） テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（2
時間） 

６ 
練習問題（通所介護・通所リハビリテーション） テキスト３「居宅サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（2 時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（2 時間） 

７ 
居宅サービスの算定③（ショートステイ・ほか） テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（2
時間） 

８ 
練習問題（短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入

居者生活介護） 
テキスト３「居宅サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（2 時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（2 時間） 

９ 
施設サービスの算定 テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（2
時間） 

10 
練習問題（介護福祉施設・介護保険施設・介護医療施設・介護

医療院） 
テキスト３「施設サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（２時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（２時間） 

11 
地域密着型サービスの算定 テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（２

時間） 

12 
練習問題（地域密着型サービス） テキスト３「居宅サービス

の介護レセプト」を読んで

おく（２時間） 

練習問題を完成させ、重

要箇所を整理しておく

（2 時間） 



13 
支援サービスの算定・練習問題 テキスト２の対象箇所を読

んで分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

授業で学んだことを振

り返り整理しておく（２

時間） 

14 
模擬問題に挑戦 今までの学習を振り返って

おく（２時間） 
間違えやすい箇所を振

り返り整理しておく（２

時間） 

15 
模擬問題のふりかえりとまとめ 今までの学習を振り返って

おく（2 時間） 
認定試験に備える（２時

間） 

定期試験（認定試験） 

教科書 「介護事務講座テキスト１保険制度のしくみ」「介護事務講座テキスト２算定の方法」 
「介護事務講座テキスト３レセプトの書き方」「介護事務講座テキスト４サービスコード表」 
（株）ソラスト 

参考書 福祉臨床シリーズ編集委員会編「13 高齢者に対する支援と介護保険制度＜第 4 版＞」弘文堂 
ISBN978-4-335-61179-7 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（認定試験を兼ねる）100％ 

備考 介護保険事務士の資格取得のための科目です。受講する場合は「高齢者に対する支援と介護保険制度」を先に

履修する必要があります。 

 



科目 
コード 1656 ナンバ

リング FAB200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 こども家庭福祉 

科目英語名 Child and Family Welfare 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．こどもや家庭を取り巻く社会状況に対する福祉実践と、それを支える法制度、行財政の重要性を学習して

いく。 
２．実践が培われてきた歴史、制度・政策、法律等の知識と実践に即した課題、とくに、児童虐待、こどもの権

利、こどもの貧困に注目しながら、授業で扱っていく。 
３．児童家庭福祉で重視される理念「こどもの最善の利益」、「個人と環境の相互作用」などを念頭に置き、少

年非行、母子保健、子育て支援などのテーマを学んでいく。 
学修成果 
到達目標 

１．現代社会におけるこども家庭福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 
２．こどもの人権擁護について理解する。 
３．こども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。 
４．こども家庭福祉の現状と課題について理解する。 
５．こども家庭福祉の動向と展望について理解する。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
現代社会におけるこども家庭福祉の意義と歴史的変遷 教科書目次、はじめにつ

いて読んでおく(30 分) 
児童福祉の概念につい

てを理解する(60 分) 

２ 

こどもを取り巻く社会状況と背景 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
法律ごとの対象年齢の

把握、子どもの権利条約

の内容を把握しておく

(120 分) 

３ 
こどもの人権擁護 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こどもの貧困の現状に

ついて学んでおく(120
分) 

４ 
子どもの権利条約と児童家庭福祉の歴史 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
教科書の歴史部分につ

いて内容を把握してお

く(120 分) 

５ 
こども家庭福祉の法制度体系と行財政 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
法体系について理解す

る(120 分) 

６ 

こども家庭福祉の実施体系～こども家庭福祉の専門職など 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こども家庭福祉の行財

政施設の内容について

を理解しておく。(120
分) 

７ 
こども家庭福祉の施設①児童福祉施設 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こども家庭福祉の専門

職の内容についてを理

解しておく。(120 分) 

８ 
こども家庭福祉の施設②子育て支援の施設 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

９ 
児童虐待の動向と支援①基礎知識 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

10 
児童虐待の動向と支援②早期発見と対応 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 

11 
児童相談所および福祉事務所の役割 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 

12 
こども家庭福祉の現状と課題①母子保健、ひとり親家庭の支援 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

13 
こども家庭福祉の現状と課題②こども虐待・ＤＶ（ドメスティック

バイオレンス）とその防止 
教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 



14 

こども家庭福祉の現状と課題③障害のあるこどもへの対応、少年非

行等への対応、貧困家庭、外国籍のこどもとその家庭への対応

   
 

教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

15 
こども家庭福祉の動向と展望～諸外国の動向など これまでの配布プリン

トや教科書を読んでお

く(180 分) 

試験勉強(210 分) 

定期試験 

教科書 『子ども家庭福祉』みらい 
（ISBN 9784860154998 ） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％） 理解度小テスト（30％） 授業内小レポート（10％） 
その他、平常点の反映や授業中にテーマを提示するレポート等も加点の対象とする。 
 

備考 保育士資格の必修科目、介護福祉士資格の選択科目、社会福祉士受験資格の科目にもあたります。 
実践現場や社会でいかせる福祉的な知識、スキル、態度等を磨くトレーニングを授業内でします。 
受講生の希望によって、発表、福祉現場を感じる内容なども考えています。 
 

 



科目 
コード 1700 ナンバ

リング FAB205 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 社会調査法 

科目英語名 Social Research Methods 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための科目 

学修内容 社会学理論を数多く構築してきた社会調査の方法は、社会学にとどまらず社会福祉学をはじめ他分野でも広く

用いられ、新たな理論を生み出しつつある。授業では広い範囲で応用される社会調査法の意義と諸類型に関す

る基礎事項を学ぶことを通して、データを正しく用い社会調査を実践するスキルを身につけることを目的とす

る。 
学修成果 
到達目標 

１．広い範囲で応用される社会調査法の意義と諸類型に関する基礎事項を理解し説明することができる。 
２．データを正しく用い社会調査を実践し報告書を作成することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
社会調査とは何か テキスト第１章をよむ

（２時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

２ 
社会調査と仮説の関係 テキスト第２章を読む

（２時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

３ 
現代の社会調査とその応用１―全数調査と標本調査、集落調査と事

例調査 
テキスト第３章を読む

（２時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

４ 
現代の社会調査とその応用２―横断的研究と縦断的研究 テキスト第４章を読む

（２時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

５ 
量的調査と質的調査の相互互換関係とグラウンデット・セオリーの

生成 
テキスト第５章を読む

（２時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

６ 
標本と誤差 テキスト補論を読む（２

時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

７ 
サンプリングの方法―確率抽出法と非確率抽出法 調査テーマを考える（2

時間） 
指定課題に取り組む(２
時間） 

８ 
調査設計と仮説の構築 調査テーマを考える（2

時間） 
テーマを決めて先行研

究にあたる(２時間） 

９ 
質問紙作成―仮説・質問項目・ワーディング 仮説および質問項目を

作成する（2 時間） 
質問項目を作成する（2
時間） 

10 
質問紙作成―尺度化・測定の信頼性と妥当性 質問項目を考える（2 時

間) 
質問項目および尺度を

決定する（2 時間） 

11 
質問紙調査の実施―質問紙設計、配布と回収 質問紙を作成する(２時

間） 
質問紙を校正し配布・回

収する(４時間） 

12 
エディティング・コーディング・データクリーニング 質問紙を校正し配布・回

収する(２時間） 
エディティング・コーデ

ィング・データクリーニ

ング をする（2 時間） 

13 
質的調査の方法―仮説の扱い、フィールドへの入り方、分析手法 調査データの分析をす

る（4 時間） 
面接調査依頼および質

問を考える（2 時間） 

14 
報告書を作成する 面接調査を実施してま

とめる（４時間） 
データ集約をする（２時

間） 

15 
社会調査の意義と倫理 調査報告書を作成する

(2 時間） 
調査報告書を作成する

(２時間） 

 

教科書 秋川 卓也・内藤 統也、2007『文系のためのＳＰＳＳ超入門  新装版』プレアデス出版 
                                   ISBN ： 978-4-903814-03-2 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

報告書（60％） 理解度（40％） 

備考 調査企画書作成から分析、調査報告書作成を行うため、時間外での作業がかなり必要になる。 

 



科目 
コード 1705 ナンバ

リング FAE100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助の基盤と専門職 

科目英語名 Foundation of Social Work and Profession 

担当教員 武田 卓也 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 社会福祉士及び介護福祉士法を概観し、社会福祉士の役割と意義について理解し、ソーシャルワークの必要性

の背景を現代社会と地域生活から学ぶ。また、ソーシャルワークの理念、特に人間の尊厳、価値、倫理、知識、

技術、自己決定、自立支援、エンパワメント、ノーマライゼーションと社会包摂等に関して学び、総合的・包括

的な援助、権利擁護、他職種連携等について理解することを目指す。 
学修成果 
到達目標 

１．ソーシャルワークの歴史、概念について理解し、その内容について説明できるようになる。 
２．ソーシャルワークの価値、知識、技術、倫理について理解し説明できるようになる。 
３．クライエントの尊厳や自己決定、自己選択等の理念について理解し、説明ができるようになる。 
４．ソーシャルワーカーの自己覚知について学び、自らの価値観を理解できるようになる。 
５．援助技術の種類について、それぞれの方法や目的、役割を説明できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

社会福祉士の役割と意義 教科書を読み授業に参

加すること(2 時間) 
授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

２ 

現代社会と地域生活 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

３ 

相談援助の定義と構成要素 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

４ 

ソーシャルワークの源流と基礎確立期 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 
 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

５ 

ソーシャルワークの発展期と展開期 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

第 1 回から第 5 回の内

容を踏まえたレポート

課題を課す(2 時間) 

６ 

相談援助の理念Ⅰ（価値と実践） 
（グループワークを行う） 

テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

７ 

相談援助の理念Ⅱ（自己決定・自立支援・エンパワメント） 
（グループワークを行う） 

テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 



８ 

相談援助の理念Ⅲ（ノーマライゼーション・社会包摂） 
（グループワークを行う） 

テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

９ 

小テストの実施・専門職と倫理的ジレンマ 第 1 回～第 8 回までの

内容について、テキス

ト・ノート・配布資料を

もとに復習を行い小テ

ストに臨むこと(2 時間) 

小テスト内容を振り返

り、間違った内容につい

て図書館等で調べ、理解

を深めること(2 時間) 

10 

地域を基盤としたソーシャルワーク 自らが住む地域につい

て人口構造、福祉に関連

する内容について調べ

て授業に臨むこと(2 時

間) 

授業内容を踏まえ、自ら

が住んでいる地域の福

祉に関するレポート課

題を課す(2 時間) 

11 

ジェネラリスト・ソーシャルワーク テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

12 

相談援助専門職の概念と範囲 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

13 

相談援助にかかる専門職の諸外国の動向 テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

14 

各専門分野における相談援助の事例 
（グループワークを行う） 

テキストの指定された

所を読み、分からない専

門用語等は図書館等で

調べ理解すること(2 時

間) 

授業内で理解が不十分

な点について図書館等

で内容、専門用語等を調

べノートにまとめるこ

と(2 時間) 

15 

まとめと振り返り 第 9 回から第 14 回の授

業内容を振り返り、理解

が不十分な内容、専門用

語について図書館等で

調べて授業に参加する

こと(2 時間) 

授業後、第 9 回から第

14 回の内容を復習でき

る課題を課す(2 時間) 

定期試験 

教科書 新・社会福祉士養成講座 6『相談援助の基盤と専門職 第 3 版』中央法規、2015.1． 
ISBN978－4－8058－5102－9 

参考書 必要に応じてその都度授業内で紹介する 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％） 授業態度（20％） レポートの提出と発表（20％） 

備考 教科書を必ず授業前に読み、授業に参加すること。また、授業終了後には必ず復習をすること。 
授業では積極的に発言し、自ら理解を深める努力をすること。 
予習 120 分、復習 120 分を行い授業に臨むこと 

 



科目 
コード 1710 ナンバ

リング FAE200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助の理論と方法 

科目英語名 Methodology in Social Work 

担当教員 小川 和代 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 相談援助について、「目的」「歴史」「理念」「体系」など基本的な知識を網羅する。さらに、この授業で学ぶ知

識・理念を事例の検討等を通して、実践に役立てられるようにする。 

学修成果 
到達目標 

社会福祉従事者として持つべき視点、考え方などについて理解し、それを実践に生かすことができる。 
ソーシャルワークの援助過程についての知識を現場で活用できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション －何を援助するのか－ 目的、価値観、

専門職 
テキスト第 1 章第 1 節を読

んでおく（1 時間） 
授業内容を確認した上で

(1 時間)、専門職として求

められる倫理・価値につ

いて自身の考えを整理す

る(2 時間) 

２ 

相談援助の価値・理念・原則①－価値・知識・技術－ テキスト第 1 章第 2～3 節

を読んでおく(2 時間) 
授業内容を確認し、専門

職として求められる知

識・技術についてこれま

での様々な学びから考え

を整理する(2 時間) 

３ 

相談援助の価値・理念・原則② －理念「人権尊重」など－ 
相談援助の体系を理解する 

テキスト第 1 章第 4 節１項

を読んでおく(2 時間) 
授業内容を確認し、専門

職に求められる理念を実

践することについて、自

己覚知について考え、レ

ポートをまとめる (2 時

間) 
援助の体系についての学

びを復習する(2 時間) 

４ 

ソーシャルワークの援助過程①－インテーク・アセスメント

－ 
テキスト第 2 章第 2 節の授

業で指示した箇所を読んで

おく(1 時間) 

各授業での学びを復習

し、実際に援助過程を展

開し、援助計画を立てる

イメージが持てるように

なる(2 時間) 

５ 

ソーシャルワークの援助過程②－プランニング・インターベ

ンション－ 
テキスト第 2 章第 2 節の授

業で指示した箇所を読んで

おく(1 時間) 

各授業での学びを復習

し、実際に援助過程を展

開し、援助計画を立てる

イメージが持てるように

なる(2 時間) 

６ 

ソーシャルワークの援助過程③－モニタリング・エバリュエ

ーション－ 
テキスト第 2 章第 2 節の授

業で指示した箇所を読んで

おく(1 時間) 

各授業での学びを復習

し、実際に援助過程を展

開し、援助計画を立てる

イメージが持てるように

なる(2 時間) 

７ 

相談援助のあゆみ－イギリス・アメリカ・日本－ 
－体系化・理論化・統合化・現代の潮流－ 

テキスト第 1 章第 4 節 2 項

を読んでおく(2 時間) 
授業での学びを復習し、

授業で指摘した他科目で

の学びとの繋がりを理解

する(2 時間) 

８ 
ケースワークを通して援助過程を学ぶ①－援助の展開過程－ 第 4～6 回目の授業内容を

復習しておく(2 時間) 
授業での題材とした事例

を振り返り、自分が援助

を展開させていく場合を



考え、理解を深める(2 時

間) 

９ 
ケースワークを通して援助過程を学ぶ②－バイステックの 7
原則－個別化、受容、非審判的態度、自己決定 

テキスト第 2 章第 3 節 1 項

を読んでおく(1 時間) 
各授業での学びを復習

し、原則を覚える(2 時間) 

10 
ケースワークを通して援助過程を学ぶ③－バイステックの 7
原則－秘密保持、意図的な感情の表出、統制された情緒的関与 

テキスト第 2 章第 3 節 1 項

を読んでおく(1 時間) 
各授業での学びを復習

し、原則を覚える(2 時間) 

11 

ケースワークを通して援助過程を学ぶ④ －非言語コミュニ

ケーション／演習－ 
テキスト第 2 章第 3 節 2～
3 項の授業で指示した箇所

を読んでおく(1 時間) 

授業での学びを復習し、

非言語コミュニケーショ

ンの基本を理解する(2 時

間) 
授業で実施した演習につ

いてのレポートをまとめ

る(2 時間) 

12 

ケースワークを通して援助過程を学ぶ⑤ －面接技法／演習

－ 
テキスト第 2 章第 3 節 2～
3 項の授業で指示した箇所

を読んでおく(1 時間) 

授業での学びを復習し、

面接技法（応答技法を中

心に）の基本を理解する

(2 時間) 
授業で実施した演習につ

いてのレポートをまとめ

る(2 時間) 

13 

ケースワークを通して援助過程を学ぶ⑥ －記録・交渉／事

例を通してのロールプレイ－ 
テキスト第 2 章第 3 節 2～
3 項の授業で指示した箇所

を読んでおく(1 時間) 

授業での学びを復習し、

記録における技法を実践

的に理解する(2 時間) 
授業で実施したロールプ

レイについてのレポート

をまとめる(2 時間) 

14 

ケースワークを通して援助過程を学ぶ⑦ －事例検討から援

助計画の作成－ 
テキスト第 4 章第 2 節の事

例 1 を読んでおく(1 時間) 
授業での学びを復習し、

ケースワークにおける援

助計画作成時の視点や方

法の理解を深める (2 時

間) 

15 

まとめ（小テストの実施）とふりかえり 小テストに向けて、これま

での授業の総復習をしてお

く(2 時間) 

小テストの結果を含め、

不十分だった箇所につい

て確認し、復習する(1 時

間) 

 

教科書 井元真澄編著「保育士のための相談援助」大学図書出版 2012 年 4 月 ISBN 9784903060873 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

平常点（レポート、演習を含む授業への取り組み、授業態度など）（30％）理解度（70％） 

備考  

 



科目 
コード 1715 ナンバ

リング FAE230 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 地域福祉の理論と方法 

科目英語名 Methodology on Community Welfare 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 地域福祉の基本的な考え方について理解し、実習主体と対象について学びます。 
地域福祉に係る組織や団体、そこで働く専門職の役割と実際について理解し、連携の意義と方法について学び

ます。そして様々な地域の課題を考え、解決に導く方法を考えます。 

学修成果 
到達目標 

１．地域福祉に係る組織や団体、専門職の役割について説明できる。 
２．地域の課題を知り、住民主体の新たな解決策を考えることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
地域福祉とは何か 

テキスト第 1 章を読ん

で分からない語句は調

べておく（2 時間） 

重要箇所を整理してお

く（2 時間） 

２ 
地域福祉の歴史から学ぶこと（海外） テキスト第 2 章を読み

課題を調べておく（2 時

間） 

発表資料をまとめる（２

時間） 

３ 
地域福祉の歴史から学ぶこと（日本） テキスト第 2 章を読み

課題を調べておく（2 時

間） 

発表内容を整理してお

く（2 時間） 

４ 
地域福祉の枠組み テキスト第 3 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

課題を調べておく（２時

間） 

５ 
コミュニティソーシャルワークとは テキスト第 4 章を読ん

でおく（２時間） 
レポートを記入する（２

時間） 

６ 
地域福祉推進のための技法（福祉教育・ボランティア） テキスト第 5 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

７ 
地域福祉推進のための技法（ネットワーキング・アウトリーチ） テキスト第 5 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

重要箇所を整理してお

く（２時間） 

８ 
高齢者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（健康増進と地域にお

ける支援活動） 
テキスト第 6 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

課題を行う（２時間） 

９ 
高齢者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（認知症と地域におけ

る支援活動） 
認知症について調べて

特徴を整理しておく（2
時間） 

レポートを記入する（2
時間） 

10 
障がい児者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（バリアフリー） テキスト第 7 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

11 
障がい児者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（精神障害と地域

における支援活動） 
テキスト第 7 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

12 
子ども家庭福祉領域を中心とした地域福祉の実際 テキスト第 8 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

13 
現代的福祉課題を中心とした地域福祉の実際（生活困窮者・ホーム

レス） 
テキスト第 9 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 



14 
現代的地域福祉課題を中心とした地域福祉の実際（災害への取り組

み） 
テキスト第 9 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

15 
これからの地域福祉の方向性と課題 テキスト第 10 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

前期授業を振り返り資

料を整理しておく（２時

間） 

定期試験 

教科書 藤井 博志 編著「地域福祉のはじめかた 事例による演習で学ぶ地域づくり」ミネルヴァ書房（2019） 
ISBN9784623086801 

参考書 岩間伸之、野村恭代、山田英孝、切通堅太郎著(2019)『地域を基盤としたソーシャルワーク  
―住民主体の総合相談の展開』中央法規出版 ISBN978-4-8058-5981-0  
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 提出物の内容（30％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1720 ナンバ

リング FAE205 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 福祉行財政と福祉計画 

科目英語名 Social Welfare Administration and Planning 

担当教員 酒井 宏和 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 １） 社会福祉サービスにかかる行財政のシステムを把握し、公・民・市場の三者の立場の中で理解する。 
２） 国・都道府県・市町村の役割を整理し、今後の課題として要求される市場化や民営化について考える。 
３） 福祉計画の意義や目的、主体、方法等について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１） 福祉実践と福祉行財政のつながりについて、説明できる 
２） 福祉の現場を取り巻く市場化、民営化も踏まえて、国・都道府県・市町村の役割について説明できる 
３） 福祉計画の意義、目的、主体、方法等を踏まえて、計画を立てることができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
福祉行財政のシステムとは 教科書目次・はじめにを

読む(30 分) 
基本的社会保障の役割

を理解する(60 分) 

２ 
社会保障を取り巻く状況 社会保障の役割と機能

の配布物を理解する

(120 分) 

5つの役割 5つの機能を

理解する(120 分) 

３ 
福祉行財政の実施体制と役割① 国、厚生労働省 教科書の国・厚生労働省

の省庁について読んで

おく(120 分) 

各部署と福祉領域を理

解する(120 分) 

４ 

福祉行財政の実施体制と役割②都道府県、市町村 教科書都道府県・市町村

における福祉の主幹に

ついて読んでおく(120
分) 
 

都道府県・市町村におけ

る福祉の主幹について

を理解する(120 分) 

５ 
福祉行財政の実施体制と役割③福祉事務所 教科書の福祉事務所の

箇所について読んでお

く(120 分) 

教科書・プリントの福祉

事務所の箇所について

を理解する(120 分) 

６ 

福祉行財政の動向①子育て支援センター、地域包括ケアセンター

（学外） 
見学箇所について調べ

ておく(120 分) 
子育て支援センターや

地域包括ケアセンター

の見学で気づいた事を

まとめ、次回講義で発表

する(120 分)。 

７ 
福祉行財政の動向②障がい者福祉施設 教科書の障害者福祉の

部分について読んでお

く(120 分) 

障害者福祉の施設、歴史

についてを理解する

(120 分) 

８ 
福祉計画の意義と目的 教科書福祉計画の概要

について読んでおく

(120 分) 

福祉計画の種別につい

てを理解する(120 分) 

９ 

福祉計画の主体と方法 教科書都道府県・市町村

における福祉の主幹に

ついて読んでおく(120
分) 

都道府県・市町村におけ

る福祉の主幹について

を理解する(120 分) 

10 
福祉計画の実際① 子ども 教科書都児童分野の福

祉計画について読んで

おく(120 分) 

児童分野の計画につい

てを理解する(120 分) 

11 
福祉計画の実際② 高齢者 教科書都高齢者分野の

福祉計画について読ん

でおく(120 分) 

高齢者分野の計画につ

いてを理解する(120 分) 



12 
福祉計画の実際③ 障がい者 教科書都障がい分野の

福祉計画について読ん

でおく(120 分) 

障がい分野の計画につ

いてを理解する(120 分) 

13 
福祉計画の実際④ 地域 教科書地域福祉計画に

ついて読んでおく(120
分) 

地域福祉計画について

を理解する(270 分) 

14 
福祉計画の実際⑤ 貧困への支援 貧困対策の福祉計画に

ついて読んでおく(120
分) 

貧困対策の計画につい

てを理解する(120 分) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの小テストに

ついて見直す(120 分) 
試験範囲について理解

する(120 分) 

定期試験 

教科書 『新・社会福祉士養成講座 10 福祉行財政と福祉計画 第５版』中央法規出版、ISBN: 978-4805854303 

参考書 （基礎）佐藤郁哉（2006）『フィールドワーク 増訂版』新曜社 

成績評価 
方法・基準 

レポート、発表（20％） 受講態度（10％） 授業内の課題（30％） 定期試験（40％）という方法を用いて、

総合的な評価を行う。なお、授業では学生との積極的な意見交換を図り、それらも評価の加点とする。 

備考 行政と関連する機関でのフィールドワークを行う予定。受講生のみなさんが学びたいという気持ちとテーマを

持って準備をし、現場に失礼なく行けるように留意すること。 

 



科目 
コード 1725 ナンバ

リング FAE210 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会保障 

科目英語名 Social Security 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 社会保障とは何かを理解することをテーマとする。現代社会における社会保障の機能、制度、理念、歴史、法

制度サービスについて基礎的な知識を身につける。日本における社会保障の変遷をおさえつつ、社会福祉基礎

構造およびその改革についてを現実的に学ぶ。さらに具体的な社会福祉の法制度サービスの内容として、年金

保険制度の仕組み、医療保険制度の仕組み、介護保険制度の仕組み、公的扶助および雇用保険制度の仕組みに

ついてを学ぶ。 
学修成果 
到達目標 

１ 社会保障をめぐる制度、思想、歴史、構造、財政、人材等について、基礎的な知識を身につけるとともに、

社会保障がどのような機能と役割をもつかについてを説明できる。 
２ マクロ視点とともに、社会保障にもつながるミクロやメゾの視点も学び、これらの成果が、今後の現場実

習の実践につながるようにする。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
社会保障領域で扱う内容（評価方法の説明を含む）  授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

２ 
少子高齢社会の現状 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

３ 
社会保障の理念と機能 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

４ 
社会保障の財源と費用 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

５ 
社会保障と生活保護 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

６ 
社会保障の歴史的展開 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

７ 
公的医療保険制度の概要① 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

８ 
公的医療保険制度の概要② 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

９ 
介護保険制度① 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

10 
介護保険制度② 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

11 
労働関係法規の概要(労働基準法など)① 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

12 
労働関係法規の概要(労災保険及び雇用保険など)② 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

13 
公的年金制度の概要① 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

14 
公的年金制度の概要② 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

15 
社会保障制度の今後（ふりかえりとまとめ） 今までの既習範囲を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

定期試験 

教科書 今井伸 編(2019)『わかる・みえる社会保障論［第２版］』みらい ISBN9784860154745 



参考書 社会保障入門編集委員会(編)(2020)『社会保障入門 2020』中央法規出版 ISBN978-4-8058-5976-6 

成績評価 
方法・基準 

授業参加度：20 パーセント、定期試験：80 パーセント 
授業参加度は、授業内で行うアクティブ・ラーニング（リアクションペーパーや拍手等による意思表示等）で

測定する。 

備考  

 



科目 
コード 1730 ナンバ

リング FAE105 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 低所得者に対する支援と生活保護制度 

科目英語名 Assistance to Low Income Earners and Public Assistance 

担当教員 片山 美惠子 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 １.低所得者の現状を理解し、身近な問題として、その背景を理解し、支援方法について考える。 
２.生活保護制度の歴史と現状を理解する。 
３.生活保護制度の基礎的な理解を深める。  
 

学修成果 
到達目標 

低所得者の生活状況や生活困窮とは何か考えることができる。 
貧困が身近な問題であることを認識できる。 
低所得者への支援について概ね理解でき、説明ができる。 
生活保護制度について歴史的背景と現状が理解できる。 
生活保護制度の基礎について理解でき、説明ができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーションと公的扶助の定義 公的扶助とは何か考え、

身近にあるニュースや

記事を収集する(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

２ 
貧困とは何か、近年の低所得者の傾向 貧困・低所得者について

身近な問題として考え

てみる(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

３ 

生活困窮者支援制度 生活困窮とはどのよう

な状況にあるか考え、生

活困窮者自立支援法を

予習しておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

４ 

生活福祉資金貸付制度と低所得者対策の現状 低所得者への支援につ

いて現状・課題とは何か

身近にあるニュースや

記事から考える(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

５ 

公的扶助史（海外） 海外における貧困・低所

得者問題の歴史と時代

背景を予習しておく(2
時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

６ 

公的扶助史（日本） 日本における貧困・低所

得者問題の歴史と時代

背景を予習しておく(2
時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

７ 

生活保護制度の概要と法の目的 基本的人権とは何か、日

本国憲法第 25 条、13 条

について予習しておく

(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

８ 
生活保護制度の原理 生活保護法を理解する

ために予め条文に目を

通しておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

９ 
生活保護制度の原則 生活保護法を理解する

ために予め条文に目を

通しておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

10 
保護の要否と保護の種類についての基礎的理解 生活保護における実際

を理解するために予習

しておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 



11 
現在の生活保護の受給者の状況 生活保護の受給者への

支援を想定して状況を

理解しておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

12 

生活扶助と住宅扶助、その他の 6 扶助 現行生活保護法におけ

る扶助の実際を身近な

支援と捉え、理解を深め

ておく(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

13 

福祉事務所と民生委員 生活保護の実施におけ

る運営と専門職の役割

について予め学んでお

く(2 時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

14 

保護施設と被保護者の権利擁護 身近にある貧困・生活困

窮者への支援の実際に

ついて情報を集める(2
時間) 

講義内容を復習し、疑問

点や理解できなかった

点を挙げる(2 時間) 

15 

まとめとふりかえり これまでの講義の中で

重要と思われる内容の

キーワードを取り上げ

ておく(2 時間) 

これまでの講義内容の

ポイントが理解できて

いるか復習する(2 時間) 

定期試験 

教科書 新・社会福祉士養成講座 16 「低所得者に対する支援と生活保護制度」 第 4 版編集 社会福祉士養成講座

編集委員会  
発行者 荘村明彦 発行所 中央法規出版株式会社 ISBN-10 4805853034 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） レポート等提出物の内容（20％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1735 ナンバ

リング FAE215 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保健医療サービス 

科目英語名 Health and Medical Service 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 1．保健医療についてのさまざまなサービス内容および多職種協働について学ぶ。 
2．保健医療サービスが利用者の生活の質の向上に貢献できる社会福祉の視点について学ぶ。 
3．医療ソーシャルワーカーの機能と役割について学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

1．保健医療サービスを提供する施設とシステムについて説明することができる。 
2．保健医療サービスにおける専門職の機能と役割について説明することができる。 
3．保健医療サービスおける医療ソーシャルワーカーの役割について説明することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

保健医療サービスとその構成要素 教科書の第 1 章を読む

(2 時間) 
保健医療サービスの基

本体系と構成要素につ

いて整理しておく(2 時

間) 

２ 

保健医療サービス専門職の役割 保健医療サービスに関

わる専門職について指

定教科書を事前に読み

理解しておく(2 時間) 

授業内容を復習してお

く(2 時間) 

３ 

保健医療サービスと社会福祉士・精神保健福祉士 保健医療サービスにお

ける福祉職の役割につ

いて整理しておく(2 時

間) 

授業内容を復習してお

く(1 時間) 
また、授業において 3 回

のレポートを課す(1 レ

ポート 2 時間) 

４ 

医療法による医療施設の機能・類型 医療法についてまとめ

ておく(2 時間) 
医療施設についてまと

め、どのような相談援助

ができるか考え、まとめ

る(2 時間) 

５ 

医療保険制度と診療報酬制度の概要 医療保険制度と診療報

酬制度について、事前に

指定教科書を読み理解

しておく(2 時間) 

前回と今回の授業内容

の復習をしておく(2 時

間) 

６ 
介護保険法における施設等の機能・類型 介護保険法を調べて理

解しておく(2 時間) 
授業内容を復習してお

く(2 時間) 

７ 

介護保険制度と介護報酬制度の概要 それぞれ学生の出身地

の介護保険サービスに

ついて調べまとめてお

く(2 時間) 

小テストに向け、既修得

範囲の復習をしておく

(2 時間) 

８ 
地域ケアアシステムと在宅医療 地域ケアシステムにつ

いて調べて、理解してお

く(2 時間) 

授業内容を復習してお

く(2 時間) 

９ 

業務の内容１―ミクロのソーシャルワーク 医療ソーシャルワーカ

ーの業務指針について

調べ理解しておく(2 時

間) 

授業内容を復習して、事

例についてまとめる(2
時間) 

10 
業務の内容２―ミクロからメゾのソーシャルワーク 指定教科書を読み、不明

な点は調べて理解して

おく(2 時間) 

授業内容を復習して、事

例についてまとめる(2
時間) 



11 
業務の内容３―メゾからマクロのソーシャルワーク 指定教科書を読み、不明

な点は調べて理解して

おく(2 時間) 

授業内容を復習して、事

例についてまとめる(2
時間) 

12 
保健医療の専門職との連携方法と基礎知識 指定教科書を読み、不明

な点は調べて理解して

おく(2 時間) 

授業内容を復習してお

く(2 時間) 

13 
保健医療の専門職との連携の実際 指定教科書を読み、不明

な点は調べて理解して

おく(2 時間) 

授業内容を復習してお

く(2 時間) 

14 

保健医療サービスにおける地域の社会資源との連携と実践 それぞれの学生の居住

地の医療サービスにつ

いて調べまとめておく

(2 時間) 

授業内容を復習してお

く(2 時間) 

15 
まとめとふりかえり  これまでの学習内容を

総復習する(4 時間) 

定期試験 

教科書 「保健医療サービス」第 4 版 社会福祉士養成講座編集委員会・編  
  新・社会福祉士養成講座 第 17 巻  中央法規 ISBN9784805839355 
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業参加態度（10％） レポート（30％） 筆記試験（60％） 

備考  

 



科目 
コード 1741 ナンバ

リング FAB210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 権利擁護と成年後見制度 

科目英語名 Advocacy and Adult Ｇuardianship Ｓystem 

担当教員 森永 夕美、片山 美惠子 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 
介護福祉士資格取得のための選択科目 

学修内容 成年後見制度を通して権利擁護について考えるとともに、基礎的な社会福祉関係の法律を学び、青年後見制度

の理解につなげる。また、実際の成年後見制度の事例から、必要とされる支援を考える。 

学修成果 
到達目標 

１．相談援助に関する法と制度について理解し説明できる。 
２．権利擁護にかかわる団体や専門職について説明できる。 
３．成年後見制度の仕組みを理解し、その方法を説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
権利とは何か（森永） 

権利について今まで学

んだことを復習してお

く（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

２ 
相談援助の活動と法①日本国憲法の理解（森永） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

３ 
相談援助の活動と法②行政法の理解（森永） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

４ 
相談援助の活動と法③民法・社会福祉関連法の理解（森永） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

５ 
日常生活自立支援事業（日常生活自立支援事業創設の背景と内容

等）（森永） 
テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

６ 
成年後見制度・保佐・補助制度の概要（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

７ 
権利湯雄後にかかわる組織・団体（家庭裁判所、市長村等）（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

８ 
権利擁護にかかわる専門職の役割（弁護士、司法書士、社会福祉士、

医師等）（片山） 
テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

９ 
成年後見活動の実際と動向（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

10 
成年後見活動の実際（認知症を有する者への支援の実際）（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

11 
成年後見活動の実際（消費者被害を受けた者への対応の実際）（片

山） 
テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

12 
成年後見活動の実際（障がい児・者への支援及び市長村町申立ての

ケースへの対応）（片山） 
テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

13 
権利擁護活動の実際（被虐待児への対応の実際）（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 



14 
権利擁護活動の実際（高齢者虐待への対応の実際）（片山） テキストの該当箇所を

読み分からない語句は

調べておく（2 時間） 

授業の内容を整理し振

り返っておく（2 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 授業の内容を整理し振

り返り質問等があれば

まとめておく（2 時間） 

定期試験に向けて学習

をすすめる（2 時間） 

定期試験 

教科書 新・社会福祉士養成講座 19「権利擁護と成年後見制度」中央法規出版 
ISBN978-4-8058-3936-2 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 定期試験（70％） 

備考  

 



科目 
コード 1745 ナンバ

リング FAE110 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅰ 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅰ 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 相談援助で展開される基本的援助技術を学びます。演習を通して相談援助の基礎的概念や、相談援助の具体的

な方法・技術を習得します。 

学修成果 
到達目標 

１．相談援助職の基本的援助技術について説明できる。 
２．相談援助の基礎的な概念について説明できる。 
３．相談援助の具体的な方法・技術を習得し、実践に活かすことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
ソーシャルワークの定義 

相談援助について調べ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

２ 
援助者の自己覚知と利用者の自己決定の重要性 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

３ 
援助者の自己覚知と価値観の理解 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

４ 
援助における自己開示 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

５ 
自己と他者の違い（価値観の相違を知る） 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

６ 
面接場面におけるクライアントの理解 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

７ 
クライアントが暮らす環境の理解（ミクロ、メゾ、マクロでの位置

づけ） 
前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

８ 
援助における価値のジレンマ 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

９ 
言語的コミュニケーションによる援助技術 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

10 
準言語コミュニケーションによる援助技術 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

11 
非言語コミュニケーションによる援助技術 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

12 
社会福祉士の倫理綱領を題材にしたグループディスカッション 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

13 
生活福祉コース事例研究発表会への参加 資料を読み疑問・質問を

まとめておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

14 
生活福祉コース事例研究発表会（介護現場における実践報告及び事

例研究）への参加 
資料を読んでおき疑問・

質問をまとめておく

（0.5 時間） 

レポートを記入する

（0.5 時間） 

15 
生活未来科成果報告会への参加 今までの授業を振り返

っておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

 

教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％ 
理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1771 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅱ① 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅱ① 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士の資格取得のための必須科目 

学修内容 ・社会福祉で展開される相談援助技術について基本から実践的な技術や知識について理解を深める。 
・相談援助場面におけるあらゆる福祉的状況を考え、個人・施設・地域など幅広く実践を想定した演習を行う。 
・ロールプレイ・事例検討など個別指導、集団指導を交えて行う。 

学修成果 
到達目標 

１．ソーシャルワーク実践の価値と倫理について説明できる。 
２．相談援助場面において必要な知識と技術について説明できる。 
３．相談援助場面に必要な基本的コミュニケーションを実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
自己覚知① 自己覚知とは 自己覚知について調べ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

２ 
自己覚知② 自己覚知の必要性 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

３ 
自己覚知③ 個人ワーク 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

４ 
ソーシャルワークの視点① 導入編・ＳＷとは ソーシャルワークの基

本について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

５ 
ソーシャルワークの視点② 基礎編・事例 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

６ 
相談援助場面におけるラポールの形成① ラポールの形成とは ラポールについて調べ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

７ 
相談援助場面におけるラポールの形成② ラポールの形成の必要性 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

８ 
相談援助場面におけるラポールの形成③ ソーシャルワーカーとし

てのラポールの形成 
前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

９ 
基本的コミュニケーション技術① 傾聴 傾聴について調べてお

く（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

10 
基本的コミュニケーション技術② 質問の技法 コミュニケーション技

法について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

11 
基本的コミュニケーション技術③－１ 共感とは何か 共感について調べてお

く（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

12 
基本的コミュニケーション技術③－２ 共感（グループワーク） 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

13 
基本的コミュニケーション技術④－１ 非言語的コミュニケーショ

ンとは何か 
コミュニケーション技

法について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

14 
基本的コミュニケーション技術④－２ 非言語的コミュニケーショ

ンの実践（グループワーク） 
前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 
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ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％  理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1772 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅱ② 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅱ② 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 ・社会福祉で展開される相談援助技術について基本から実践的な技術や知識について理解を深める。 
・相談援助場面におけるあらゆる福祉的状況を考え、個人・施設・地域など幅広く実践を想定した演習を行う。 
・ロールプレイ・事例検討など個別指導、集団指導を交えて行う。 

学修成果 
到達目標 

１．社会福祉士の専門性について説明できる。 
２．相談援助演習場面において必要な知識と技術について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
バイスティックの７原則① 個別化の原則・意図的な感情表出の原

則 

バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

２ 
バイスティックの７原則② 統制された情緒的関与の原則・受容の

原則 
バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

３ 
バイスティックの７原則③ 非審判的態度の原則・自己決定の原則 バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

４ 
バイスティックの７原則④ 秘密保持の原則 バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

５ 
子どもフェスタ・福祉フェスタの準備 子どもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備を行う

（0.5 時間） 

子どもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備（0.5 時間） 

６ 
子どもフェスタ・福祉フェスタ 子どもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備を行う

（0.5 時間） 

レポートの記入（0.5 時

間） 

７ 
援助の展開① インテーク アセスメント 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

８ 
援助の展開② プランニング 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

９ 
援助の展開③ 支援の実施 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

10 
援助の展開④ モニタリング 効果測定 終結 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

11 
ふりかえり・まとめ 今までの授業を振り返

りまとめておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

12 
里親の会 クリスマス 里親の会クリスマスの

準備を行う（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

13 
生活福祉コース事例研究発表会への参加 事例研究集を読んでお

く（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 



14 
地域こども学科成果発表会への参加 成果発表会の内容を確

認する（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

15 
生活未来科成果報告会への参加 成果報告会の内容を確

認する（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

 

教科書 資料配付 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％ 理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1781 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助演習Ⅲ① 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅲ① 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 社会福祉士に必要な相談援助技術を身に付けるために、演習を通して相談援助実践の価値・知識・技術を具体

的に学ぶ。ここでは、高齢者福祉や地域福祉におけるあらゆる場面を想定し、事例検討などを行う。 

学修成果 
到達目標 

１．相談援助の基本的なしてんと知識に基づいてクライエントの状況を多面的に理解し、援助計画を立てるこ

とができる。 
２．相談援助技術を用いて、相手にわかりやすく説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
相談援助演習Ⅰ・Ⅱの授業で学んだことを振り返る 

1 回生で学んだことを

整理しておく（0.5 時間） 
授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

２ 
高齢者福祉における相談援助② ケアマネジメント 介護保険制度について

調べておく（0.5 時間） 
授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

３ 
高齢者福祉における相談援助③ 地域包括ケアシステム 介護保険制度の改正に

ついて調べておく（0.5
時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

４ 
事例検討① 社会的孤立 
（グループワーク） 

社会的孤立について調

べておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

５ 
事例検討② 高齢者虐待 
（グループワーク） 

高齢者虐待について調

べておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

６ 
事例検討③ 多重介護 
（グループワーク） 

多重介護について調べ

ておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

７ 
地域福祉における相談援助① 社会的排除に関する相談援助 地域福祉に関する最近

の話題やニュースを調

べておく（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

８ 
地域福祉における相談援助② 災害時の相談支援 最近の災害時の避難所

やボランティアについ

て調べておく（0.5 時間） 

授業内容を整理してお

く（0.5 時間） 

９ 
地域福祉における相談支援③ 在住外国人への相談支援 日本における外国人の

受け入れについて調べ

ておく（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

10 
事例検討④ ホームレス 
（グループワーク） 

ホームレスについて調

べておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

11 
事例検討⑤ 防災・防犯 
（グループワーク） 

防災・防犯について調べ

ておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

12 
事例検討⑥ ひきこもり 
（グループワーク） 

ひきこもりについて調

べておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

13 
課題調査（グループワーク） 課題について情報収集

する（0.5 時間） 
発表資料を作成する

（0.5 時間） 

14 
発表 発表準備を行う（0.5 時

間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの内容を整理し

ておく（0.5 時間） 
授業内容を整理してお

く（0.5 時間） 

 



教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％ 
理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1782 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅲ② 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅲ② 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 本学における 2 回の相談援助実習を終了した段階であるため、実習以外で学ばなければならない事例を基にし

て、社会福祉士の高度な知識、技術、倫理を身につけることを当該演習の目的としている。そのために、各種

の技法を使って事例を解決できるようにしていく。 

学修成果 
到達目標 

１ 各種のアプローチを使って事例を解決できる。 
２ 援助における現実性を理解できる。 
３ 相談援助技法の多様性を理解できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
子ども家庭福祉における相談援助① 子どもを取り巻く社会

状況 
子ども家庭福祉に関するニ

ュース等を調べておく（0.5
時間） 

授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

２ 
子ども家庭福祉における相談援助② 子育て支援における制

度 
子ども家庭福祉に関する制

度を調べておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

３ 
子ども家庭福祉における相談援助③ 児童虐待の現状 児童虐待について調べてお

く（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

４ 
事例検討 子ども家庭福祉① 児童虐待 
（グループワーク） 

児童虐待に関するニュース

等を調べておく（0.5 時間） 
グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

５ 
事例検討 子ども家庭福祉② 障がいのある子ども 
（グループワーク） 

障がいのある子どもに関す

るニュース等を調べておく

（0.5 時間） 

グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

６ 
事例検討 子ども家庭福祉③ 家庭内暴力 ＤＶ 
（グループワーク） 

家庭内暴力・ＤＶに関する

ニュース等を調べておく

（0.5 時間） 

グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

７ 
事例検討 子ども家庭福祉④ ひきこもり 
（グループワーク） 

ひきこもりに関するニュー

ス等を調べておく（0.5 時

間） 

グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

８ 
障がい者福祉における相談援助① 障がい者を取り巻く社会

状況 
障がい者福祉に関するニュ

ース等を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

９ 
障がい者福祉における相談援助② 障害者福祉の制度 障がい者に関する福祉制度

について調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

10 
障がい者福祉における相談援助③ 障がい者虐待の現状 障がい者の虐待に関するニ

ュース等を調べておく（0.5
時間） 

授業内容を振り返り整理

しておく（0.5 時間） 

11 
事例検討 障がい者をめぐる問題① 障害者総合支援法 
（グループワーク） 

障害者総合支援法について

理解しておく（0.5 時間） 
グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

12 
事例検討 障がい者をめぐる問題② ソーシャルインクルージ

ョン （グループワーク） 
ソーシャルインクルージョ

ンの概念について理解して

おく（0.5 時間） 

グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

13 
事例検討 障がい者をめぐる問題③ 社会的排除 （グループワ

ーク） 
社会的排除の現状について

調べておく（0.5 時間） 
グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 



14 
事例検討 障がい者をめぐる問題④ 障がい児虐待 （グループ

ワーク） 
障がい児に関するニュース

等を調べておく（0.5 時間） 
グループワークの内容を

まとめレポートを記入す

る（0.5 時間） 

15 
事例研究発表会（生活福祉コース）への参加 事例研究集を読んでおく

（0.5 時間） 
レポートを記入する（0.5
時間） 

 

教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％  理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1756 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習指導① 

科目英語名 Guidance to Field Study in Social Work① 

担当教員 武田 千幸、森永 夕美 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 ・社会福祉施設で展開される援助について、理解を深めるための事前学習および事後学習を行います。 
・個別指導、集団指導を交えながら、教員だけではなく現場指導者と共に指導します。 
・相談援助技術について実習施設にて展開される内容や対応を種別または施設ごとに、見学やボランティア等

を通して理解していく。 
学修成果 
到達目標 

社会福祉施設全般における役割と機能を理解し、そこで働く社会福祉士の具体的援助内容を説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
相談援助実習の意義 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

２ 
相談援助実習指導の内容① 実習の進め方 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

３ 
相談援助実習指導の内容② 現場実習の実際 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

４ 
記録の意味① 観察の視点を理解する 専門職の観察について

理解しておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

５ 
記録の意味② 実習記録の書き方 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

６ 
実習施設の理解① 高齢者施設 各種高齢者施設につい

て調べておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

７ 
実習施設の理解② 障がい者施設 各種障がい者施設につ

いて調べておく（0.5 時

間） 

授業の内容を振り返り

まとめておく（0.5 時間） 

８ 
オリエンテーションにむけて 
個人目標の設定 

実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
個人目標を考える（0.5
時間） 

９ 
個人目標の指導（作成・完成） 個人目標を作成する

（0.5 時間） 
個人目標を完成させる

（0.5 時間） 

10 
実習計画書の作成 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
実習計画書を作成する

（0.5 時間） 

11 
事前学習（実習先とその地域について調べる） 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
事前学習をすすめる

（0.5 時間） 

12 
事前学習（実習先に関連する法制度について調べる） 事前学習すすめる（0.5

時間） 
事前学習をすすめる

（0.5 時間） 

13 
実習計画書の作成・完成 実習計画書を作成する

（0.5 時間） 
実習計画書を完成させ

る（0.5 時間） 

14 
事前学習（実習先に関連する専門職について調べる） 事前学習をすすめる

（0.5 時間） 
事前学習をまとめてお

く（0.5 時間） 

15 
実習への準備 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
実習の準備を行う（0.5
時間） 

 

教科書 相談援助実習 実習要綱 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％  提出物の内容 50％ 

備考  

 



科目 
コード 1757 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助実習指導② 

科目英語名 Guidance to Field Study in Social Work② 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 ・社会福祉施設で展開される援助について、理解を深めるための事前学習および事後学習を行います。 
・個別指導、集団指導を交えながら、教員だけではなく現場指導者と共に指導します。 
・実習報告会を通して実習の振り返りを行います。 

学修成果 
到達目標 

１．社会福祉施設の役割と機能を理解し、そこで働く社会福祉士の具体的援助内容について説明できる。 
２．相談援助実習を行うための事前準備ができる。 
３．相談援助実習後の振り返りを通して自己の課題を見出し改善できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
実習報告会に向けて 実習内容を振り返って

おく（0.5 時間） 
報告会資料を作成する

（0.5 時間） 

２ 
実習報告会 報告会の準備をする

（0.5 時間） 
報告会を振り返る（0.5
時間） 

３ 
社会福祉士の資質とは① 専門性から考える 社会福祉士倫理綱領を

読んでおく（0.5 時間） 
授業内容をふりかえり

まとめておく（0.5 時間） 

４ 
社会福祉士の資質とは② 倫理性から考える 社会福祉士倫理綱領を

読んでおく（0.5 時間） 
授業内容をふりかえり

まとめておく（0.5 時間） 

５ 
実習に向けての取り組み① 相談援助実習Ⅱの内容と進め方 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
実習に向けて事前学習

を行う（0.5 時間） 

６ 
実習に向けての取り組み② プロフィール作成 実習要綱を読んでおく

（0.5 時間） 
プロフィールを完成さ

せる（0.5 時間） 

７ 
実習の振り返り 実習を振り返り資料を

そろえておく（0.5 時間） 
実習のまとめを記入す

る（0.5 時間） 

８ 
バイスティックの 7 原則と利用者支援 
（プライバシー配慮の実際） 

バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（0.5 時間） 

９ 
援助の展開① インテーク アセスメント ソーシャルワークの過

程について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（0.5 時間） 

10 
援助の展開② プランニング 支援の実施 ソーシャルワークの過

程について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（0.5 時間） 

11 
援助の展開③ モニタリング 効果測定 ソーシャルワークの過

程について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（0.5 時間） 

12 
援助の展開④ 終結とアフターケア ソーシャルワークの過

程について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返りま

とめておく（0.5 時間） 

13 
事例検討 子ども家庭福祉① 虐待 家庭内暴力 ＤＶ 
（グループワーク） 

最近のニュース等を調

べておく（0.5 時間） 
検討内容をレポートに

まとめる（0.5 時間） 

14 
事例検討 子ども家庭福祉② 障害のある子ども 
（グループワーク） 

最近のニュース等を調

べておく（0.5 時間） 
検討内容をレポートに

まとめる（0.5 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 授業内容を整理してお

く（0.5 時間） 
授業内容を整理してお

く（0.5 時間） 

 



教科書 相談援助実習 実習要綱 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 課題の提出（40％） 理解度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 1758 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習指導③ 

科目英語名 Guidance to Field Study in Social Work③ 

担当教員 森永 夕美 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 相談援助実習での経験や、学内での講義演習科目を通じて社会福祉に関して興味関心を持ったことに対する研

究を行うことで学びを深め、論文作成・発表を行います。 

学修成果 
到達目標 

１．2 年間の相談援助の学びを通して、自己の興味関心のあるテーマを見つけることができる。 
２．論文作成や発表を行うことにより、自己の問題意識を明確に説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
研究するとは 

実習及び 2 年間の学習を振り返

る（0.5 時間） 
研究テーマを探す（0.5 時間） 

２ 研究計画書の作成方法（テーマを決める） 研究テーマを決める（0.5 時間） 研究計画書の作成（0.5 時間） 

３ 論文の作成方法① 研究における倫理 研究計画書の完成（0.5 時間） 論文の作成（0.5 時間） 

４ 論文の作成方法② データの収集・分析・管理 データを整理する（0.5 時間） データを整理する（0.5 時間） 

５ 
論文の作成方法③ 文献検索 テーマに関する文献を集める

（0.5 時間） 
テーマに関する文献を集め

る（0.5 時間） 

６ 論文の作成方法④ 文章の書き方 論文の作成（0.5 時間） 論文の作成（0.5 時間） 

７ 論文の作成・完成 論文の作成（0.5 時間） 論文の作成（0.5 時間） 

８ 
研究発表の方法① パワーポイントの作り方 論文の作成（0.5 時間） パワーポイントの作成（0.5

時間） 

９ 研究発表の方法② 発表原稿の作成 パワーポイントの作成（0.5時間） 発表原稿の作成（0.5 時間） 

10 研究発表の方法③ 発表の仕方 発表原稿の作成（0.5 時間） 発表原稿の作成（0.5 時間） 

11 論文の校正・完成 発表の準備（0.5 時間） 論文の完成提出（1 時間） 

12 発表練習① パワーポイントと発表原稿の調整 発表練習（0.5 時間） 発表練習（0.5 時間） 

13 発表練習② 発表時間と原稿の調整 発表練習（0.5 時間） 発表練習（0.5 時間） 

14 研究発表会の場・役割分担 発表準備（0.5 時間） 発表準備（0.5 時間） 

15 研究の発表 発表準備（0.5 時間） 発表を振り返る（0.5 時間） 

 

教科書 相談援助実習 実習要綱 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み姿勢 40％  発表の内容 30％  論文の内容 30％ 

備考  

 



科目 
コード 1761 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習① 

科目英語名 Field Study in Social Work① 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 実習という現場体験を通して、社会福祉施設で展開される援助について理解を深めます。 
現場での実践的な知識・技術の習得に努め、そこで求められる社会福祉士の専門性について学びます。 
利用者やその関係者・施設・事業者・機関・団体・地域などに対して、基本的な関係づくりを行い、人間関係お

よびネットワークの形成について学びます。 

学修成果 
到達目標 

実習での現場体験を通して福祉の仕事を理解し、社会福祉施設で展開される援助について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

実習という現場体験を通して、社会福祉施設で展開される援助について

理解を深めます。 
現場での実践的な知識・技術の習得に努め、そこで求められる社会福祉

士の専門性について学びます。 
利用者やその関係者・施設・事業者・機関・団体・地域などに対して、

基本的な関係づくりを行い、人間関係およびネットワークの形成につい

て学びます。 

＜オリエンテーション

＞ 
持参書類（実習生個人

票・実習評価表など） 
事前に実習施設に伺い

指導を受け、実習の準備

を行う。 
オリエンテーション終

了後は、巡回指導教員に

「オリエンテーション

の記録」を提出し報告す

る。 

＜実習終了後＞ 
３日以内に実習施設へ

「実習記録簿」を提出す

る。 
2 週間以内に「事後レポ

ート」「実習記録簿」を

巡回指導教員に提出す

る。 
「自己評価表」「事後ア

ンケート」を持参し、巡

回指導教員に個人面談

を受ける。 

教科書 相談援助実習 実習要綱 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習施設からの評価、巡回指導教員の評価、学生の自己評価 （70％） 
取り組みの姿勢、実習記録の内容 （30％） 

備考 相談援助実習を行いために必要な基本的知識・技術を予習していくこと。 
実習要綱に定められた実習に行くための要件を満たしていること。 

 



科目 
コード 1762 ナンバ

リング  単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助実習② 

科目英語名 Field Study in Social Work② 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 ・実習という現場定見を通して、社会福祉施設で展開される援助について理解を深める。 
・現場での実践的な知識・技術との習得に努め、そこで求められる社会福祉士の専門性について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

実習を通して社会福祉士の支援の実際について学び、一人の利用者を支援していくプロセスを説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

・実習という現場定見を通して、社会福祉施設で展開される援助につい

て理解を深める。 
・現場での実践的な知識・技術との習得に努め、そこで求められる社会

福祉士の専門性について学ぶ。 

＜オリエンテーション

＞ 
持参書類（実習生個人

票・実習評価表など） 
事前に実習施設に伺い、

実習の準備を行う。 
オリエンテーション終

了後は、巡回指導教員に

「オリエンテーション

ん沖録」を提出し報告す

る。 

＜実習終了後＞ 
・３日以内に実習施設

へ「実習記録簿」を提出

する。 
・2 週間以内に「事後レ

ポート」を持参し、巡回

指導教員に個人面談を

受ける。 

教科書 相談援助実習 実習要綱 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習施設からの評価、巡回指導教員の評価、学生の自己評価（70％） 
取り組みの姿勢、実習記録の内容（30％） 

備考 相談援助実習を行うために必要な基本的知識・技術を予習していくこと。 
相談援助実習①に合格し、実習要綱に定められた実習に行くための要件を満たしていること。 

 



科目 
コード 2105 ナンバ

リング EAA110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 公衆衛生学 

科目英語名 Public Health 

担当教員 高尾 理樹夫 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 予防の対象となる疾患・障害は、半世紀前と比較して生活水準の向上などにより、大きく変化した。このよう

な状況の中、本講義は社会や環境の変化との関連から、人間の健康の成因、さらには健康の保持増進、疾病・

障害の予防に関することを理解する。 

学修成果 
到達目標 

感染症および生活習慣病に関する知識を習得している。またそれらの疾患の実践的な予防法を習得している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ オリエンテーション，公衆衛生の概念   

２ 公衆衛生の歴史   

３ 感染症の概念   

４ 感染症対策   

５ EBM（EvidenceBasedMedicine）   

６ 疫学の意義   

７ 栄養疫学   

８ 悪性新生物の疫学と対策   

９ 循環器疾患の疫学と対策   

10 環境と健康   

11 人口と公衆衛生   

12 健康行動科学   

13 産業保健   

14 国際保健   

15 ふりかえりとまとめ   

定期試験 

教科書 柳川洋・尾島俊之編著 「社会・環境と健康 公衆衛生学」2020 年版 医歯薬出版 

参考書 特になし（参考資料として，毎回レジュメを配布します） 

成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度，課題の提出などを含む）60％ 筆記試験 40％ 

備考  

 



科目 
コード 3370 ナンバ

リング BAF210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 公衆衛生学 

科目英語名 Public Health 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
医事実務士・医療秘書実務士取得のための必修科目 

学修内容 予防の対象となる疾患・障害は、半世紀前と比較して生活水準の向上などにより、大きく変化した。このよう

な状況の中、本講義は社会や環境の変化との関連から、人間の健康の成因、さらには健康の保持増進、疾病・

障害の予防に関することを理解する。 
学修成果 
到達目標 

感染症および生活習慣病に関する知識を習得している。またそれらの疾患の実践的な予防法を習得している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション，公衆衛生の概念 テキストに目を通し予習

する（２時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

２ 
公衆衛生の歴史 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

３ 
感染症の概念 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

４ 
感染症対策 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

５ 
EBM（EvidenceBasedMedicine） テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

６ 
疫学の意義 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

７ 
栄養疫学 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

８ 
悪性新生物の疫学と対策 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

９ 
循環器疾患の疫学と対策 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

10 
環境と健康 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

11 
人口と公衆衛生 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

12 
健康行動科学 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

13 
産業保健 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

14 
国際保健 テキストの該当箇所を予

習する（2 時間） 
配布資料を整理して復習

する（２時間） 

15 
ふりかえりとまとめ １～１４回までの学修内

容を確認する（２時間） 
定期試験に向けて学修内

容を整理し重要事項を確

認する（５時間） 
定期試験 
教科書 柳川洋・尾島俊之編著 「社会・環境と健康 公衆衛生学」2020 年版 医歯薬出版 
参考書 特になし（参考資料として，毎回レジュメを配布します） 
成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度，課題の提出などを含む）60％ 筆記試験 40％ 

備考  

 



科目 
コード 2115 ナンバ

リング EAB100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 人体の構造と機能Ⅰ 

科目英語名 Mechanism and Function of Human Body Ⅰ 

担当教員 松岡 弘樹 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．人体の解剖生理について、概説する。  
２．ヒトのからだを構成している器官の名称を覚えながら、それぞれどのようにはたらいているか理解し、健

康なからだのしくみについて考える。 

学修成果 
到達目標 

ヒトのからだを動かすしくみについて説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ヒトのからだとは 総論 教科書第 1 章の 1 を読んで、

わからない用語を確認してお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(1 時間) 

２ 
細胞のしくみ 教科書第 1 章の 2-1 から 3-4

を読んで、わからない用語を

確認しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

３ 
骨、関節の構造・骨の役割 教科書第 6 章の 1~5 を読ん

で、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

４ 
骨格筋 教科書第 6 章の 6~9 を読ん

で、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

５ 

細胞のしくみ、骨格と筋についてまとめとふりかえり 第 1 回授業～第 4 回授業の内

容を教科書、プリントで復習

する。(4 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

６ 
造血器と血液のはたらき 教科書第 1 章の 4-1 から 4-2

を読んで、わからない用語を

確認しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

７ 
免疫による生体防御 教科書第1章の 4-3を読んで、

わからない用語を確認してお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

８ 

血液、免疫系のまとめとふりかえり 第 6 回授業～第 7 回授業の内

容を教科書、プリントで復習

する。(3 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

９ 
心臓の構造とはたらき 教科書第 3 章の 2-1 から 2-3

を読んで、わからない用語を

確認しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

10 

血管の構造・リンパ管 教科書第 3 章の 3-1~3-2、と

第 3 章の 6 を読んで、わから

ない用語を確認しておく。(1
時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

11 
全身の血液循環について 教科書第 3 章の 1 を読んで、

わからない用語を確認してお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

12 
呼吸器系 教科書第 2 章の 1-3 6 を読ん

で、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 



13 
呼吸と肺循環について 教科書第 2 章の 4 5 7 を読

んで、わからない用語を確認

しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

14 

循環器系、呼吸器系についてまとめとふりかえり 第 9 回授業～第 13 回授業の

内容を教科書、プリントで復

習する。(4 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

15 
生殖器系と人体の発生 教科書第 5 章の 5 を読んで、

わからない用語を確認してお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

 

教科書 目でみる からだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 
イラストでまなぶ生理学 第３版 田中 越郎著 医学書院 ISBN978-4-260-02834-9 

参考書 発展：栄養科学イラストレイテッド 解剖生理学 人体の構造と機能  志村二三夫他編 羊土社 
ISBN978-4-7581-0876-8 

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢、課題の提出）（25％） 理解度（75％） 

備考 授業を聴いて理解を深めようと努力すること。 
授業での質問や発言を歓迎する。 

 



科目 
コード 2120 ナンバ

リング EAB105 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 人体の構造と機能Ⅱ 

科目英語名 Mechanism and Function of Human Body Ⅱ 

担当教員 松岡 弘樹 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．人体の解剖生理について、概説する。  
２．ヒトのからだを構成している器官の名称を覚えながら、それぞれどのようにはたらいているか理解し、健

康なからだのしくみについて考える。 

学修成果 
到達目標 

摂取した食物はどのように消化、吸収、代謝されるか説明できる。 
ヒトのからだの恒常性を維持するしくみについて説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
消化器系 総論 教科書第 4 章の 1 を読んで、わ

からない用語を確認しておく。

(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(2 時間) 

２ 
上部消化管のしくみとはたらき 教科書第 4章の 2から 4-2を読

んで、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

３ 
下部消化管のしくみとはたらき 教科書第 4 章の 5  9  11 を読

んで、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

４ 
消化腺のしくみとはたらき（唾液腺・肝） 教科書第4章の2  6を読んで、

わからない用語を確認してお

く。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

５ 
消化腺のしくみとはたらき（肝・胆・膵） 教科書第 4 章の 6 から 8 を読

んで、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

６ 

消化器系のまとめとふりかえり 第 1 回授業～第 5 回授業の内

容を教科書、プリントで復習す

る。(4 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

７ 
腎臓・泌尿器系 教科書第 5 章 1  2  4 を読ん

で、わからない用語を確認して

おく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

８ 
腎臓のはたらき 教科書第 5 章の 3-1 から 3-3 を

読んで、わからない用語を確認

しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

９ 
内分泌（間脳・下垂体系） 教科書第 5 章の 8 を読んで、わ

からない用語を確認しておく。

(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

10 
内分泌（Ｃａ代謝・消化管ホルモンなど） 教科書第 6 章の 4 と第 4 章の

11-1 を読んで、わからない用語

を確認しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

11 

腎臓、内分泌系のまとめとふりかえり 第 7 回授業～第 10 回授業の内

容を教科書、プリントで復習す

る。(3 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

12 
中枢神経 教科書第 7 章の 1 から 2-2 と

4-1 を読んで、わからない用語

を確認しておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 



13 
末梢神経 教科書第 7 章の 3-1  3-2 を読

んで、わからない用語を確認し

ておく。(1 時間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

14 
感覚器系 教科書第 8 章を読んで、わから

ない用語を確認しておく。(1 時

間) 

授業時に配布したプリント

の重要事項を教科書で再度

確認する。(3 時間) 

15 

神経、感覚器系のまとめとふりかえり 第 12 回授業～第 14 回授業の

内容を教科書、プリントで復習

する。(3 時間) 

ふりかえり課題で理解が不

十分であった内容について、

授業プリントを確認する。(1
時間) 

 

教科書 目でみる からだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 
イラストでまなぶ生理学 第３版 田中 越郎著 医学書院 ISBN978-4-260-02834-9 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業参加態度（25％） 理解度（75％） 

備考 授業を聴いて理解を深めようと努力すること。授業での質問や発言を歓迎する。 

 



科目 
コード 2125 ナンバ

リング EAB205 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生理学実習 

科目英語名 Practical Exercise of Physiolosy 

担当教員 三浦 さつき、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 人体の構造と機能について、自分の体や組織標本、マウスを使って理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

人体の構造と機能について理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
細胞・組織；骨格系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

２ 
血圧の測定；循環器系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

３ 
肺活量・体温の測定；呼吸器系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

４ 
体脂肪の測定・平衡感覚の検査 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

５ 
味覚検査；味覚に関する機能について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

６ 
嗅覚・視覚に関する機能について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

７ 
皮膚感覚の測定；神経系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

８ 
尿検査；泌尿器系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

９ 
マウスの解剖；筋系について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

10 
組織標本の観察①；消化器系 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

11 
組織標本の観察②；内分泌系 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

12 
組織標本の観察③；泌尿器系・肺 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

13 
唾液の酵素実験・カタラーゼ試験；酵素について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

14 
ＤＮＡの検出実験；核酸について 教科書等で内容を予習

しておく(30 分) 
内容を復習してまとめ

る(40 分) 

15 
まとめ これまでの授業内容を

復習しておく(90 分) 
これまでの授業内容を

総復習する(40 分) 

 

教科書 目でみる からだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 

参考書 「生化学」の教科書 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（40％） 課題・レポート提出（60％） 

備考  

 



科目 
コード 2130 ナンバ

リング EAB200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 運動生理学 

科目英語名 Physiology of Exercise 

担当教員 松本 範子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 生体のしくみと構造について学び、身体の生理機能がどのように連携し、運動を可能にしているか学修するこ

とを目的とする。運動負荷時に起きる生体反応を、実際に体験して確認しながら、生理学・トレーニング学の

観点から総合的に学び、活用できるようになる。 

学修成果 
到達目標 

運動のしくみや運動による身体の生理機能について理解し説明できる 
身体活動・運動時に必要なエネルギーについて理解し説明できる 
健康増進のための運動、トレーニングへの応用を理解し実践できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション、健康と運動 スポーツや健康に関して関心が

ある内容を整理しておく(120 分) 
今後の講義で興味がある内容

や学びたい内容に関してまと

めておく(60 分) 

２ 
運動と身体のしくみ１－神経系－ 身体の神経系に関して調べまと

めておく(120 分) 
第 1-2 回の授業内容の復習を

しておく(240 分) 

３ 
運運動と身体のしくみ２－筋収縮－ 筋収縮に関して調べまとめてお

く(120 分) 
 

４ 
運動と身体のしくみ３－呼吸器－ 心肺機能などの専門用語に関し

て調べまとめておく(120 分) 
第 3-4 回の授業内容の復習を

しておく(240 分) 

５ 
運動と身体のしくみ４－循環器－ 血液循環による筋肉の変化や応

答に関して調べまとめておく

(120 分) 

 

６ 
運動と身体のしくみ５－内分泌－ 身体の内部環境の変化に関して

調べまとめておく(120 分) 
第 5-6 回の授業内容の復習を

しておく(240 分) 

７ 
運動と栄養素１－エネルギー代謝－ エネルギー代謝などの専門用語

に関して調べまとめておく(120
分) 

 

８ 
運動と栄養素２－糖質・脂質－ 糖質と脂質に関して調べまとめ

ておく(120 分) 
第 7-8 回の授業内容の復習を

しておく(240 分) 

９ 
運動と栄養素３－たんぱく質 たんぱく質とスポーツに関して

調べまとめておく(120 分) 
 

10 
運動と栄養素４－ビタミン・ミネラル－ ビタミン・ミネラルの働きに関し

て調べまとめておく(120 分) 
第 9-10 回の授業内容の復習を

しておく(240 分) 

11 
運動と環境－水分補給を含む－ 既存飲料に関して調べまとめて

おく(120 分) 
 

12 
メディカルチェックと体力の測定 運動の重要性に関して調べまと

めておく(120 分) 
第 11-12 回の授業内容の復習

をしておく(240 分) 

13 
トレーニングとその効果 トレーニングが身体に与える影

響について調べてまとめておく 
 

14 
健康増進のための運動 様々な生活習慣病と健康問題に

関して調べまとめておく(120 分) 
第 13-14 回の授業内容の復習

をしておく(240 分) 

15 
まとめとふりかえり 復習:定期試験に向け、これまで

の講義の内容を総復習をする

(120 分) 

これまでの講義内容で、自身の

生活に活用できそうな内容を

整理する(60 分) 

 



教科書 ｢運動とスポーツの生理学（改訂 3 版）」 北川薫 市村出版 2014 ISBN 978-4-902109-33-7 

参考書 （準備）｢入門運動生理学 第４版」勝田 茂 (株)杏林書院 2015 ISBN 978-4-7644-1159-3 
（基礎）「運動生理学 人体の構造と機能第 2 版」 岸恭一編 講談社サイエンティフィック 2011 
ISBN 978-4061553699 

成績評価 
方法・基準 

平常点（出席数、授業態度、積極性を含む）（40％） 定期試験（60％） 

備考 健康やスポーツの時事事項に興味を持ち、質疑など積極的な授業参加を望む。 
授業時の私語やスマートフォンの操作は認めない。 
 

 



科目 
コード 2135 ナンバ

リング EAB110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生化学 

科目英語名 Nutritional Biochemistry 

担当教員 三浦 さつき 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．生体成分の機能や代謝を学ぶ。                
２．遺伝子発現や免疫機能について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．生体成分の機能や代謝について理解して説明できる。                
２．遺伝子発現や免疫機能について理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
人体の構造 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

２ 
消化と吸収 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

３ 
代謝の概要 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

４ 
たんぱく質・酵素の構造と機能 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

５ 
たんぱく質・アミノ酸の代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

６ 
糖質の構造と機能 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

７ 
糖質の代謝①解糖系・ＴＣＡ回路 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

８ 
糖質の代謝②ペントースリン酸回路 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

９ 
脂質の構造と機能 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

10 
脂質の代謝①脂肪酸の合成と分解 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

11 
脂質の代謝② コレステロール 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

12 
核酸・遺伝子の構造と機能 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

13 
核酸の代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

14 
生体の恒常性と免疫 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容を

復習しておく(2 時間) 
これまでの授業内容を

総復習する(2 時間) 

 

教科書 小野廣紀・千裕美・吉澤みな子・日比野久美子著 「はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ２ 生化学」化

学同人  ISBN  978-4-7598-1442-2 

参考書 「基礎栄養学」「食品科学」の教科書 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（60％） 課題提出（40％） 

備考 「基礎栄養学」「食品科学」の内容をよく復習しておくこと 

 



科目 
コード 2140 ナンバ

リング EAB115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生化学実験 

科目英語名 Experiment on Nutritional Biochemistry 

担当教員 三浦 さつき、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．生化学に関する知識の理解を深める。 
２．生化学実験の技術を習得する。 
３．文献を活用して実験レポートを作成する。 
 

学修成果 
到達目標 

１．生化学に関する知識を理解している。 
２．生化学実験の技術を習得している。 
３．文献を活用した実験レポートを作成できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
タンパク質の分離 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

２ 
薄層クロマトグラフィーによるアミノ酸の分離・同定 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

３ 
アミノ酸のペーパークロマトグラフィー 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

４ 
タンパク質の定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

５ 
糖の定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

６ 
酵素実験①力価 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

７ 
酵素実験②最適ｐＨ 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

８ 
酵素実験③最適温度 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

９ 
沈殿滴定による塩分定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

10 
灰分の定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

11 
リンの定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

12 
カルシウムの定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

13 
鉄の定量 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

14 
ＳＤＳ－ポリアクリルアミドゲル電気泳動 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
内容を復習してレポー

トにまとめる(60 分) 

15 
ゲルろ過クロマトグラフィー 教科書等で内容を予習

しておく(10 分) 
これまでの授業内容を

総復習する(90 分) 

 

教科書 村上俊男編「改訂 基礎からの栄養・食品学実験」建帛社  ISBN 978-4-7679-0499-3 
内容により、プリントも配付する。 



参考書 「生化学」の教科書 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（60％） レポート提出（40％） 

備考  

 



科目 
コード 2145 ナンバ

リング EAC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食品科学 

科目英語名 Food Science 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
栄養士免許必修科目 
フードスペシャリスト資格必修科目 

学修内容 ・食品の主要成分および嗜好･有害成分の化学的性質とその化学変化について学ぶ。 
・食品成分の栄養上の特性と食品の栄養評価についての知識を身につける。 

学修成果 
到達目標 

・食品中に含まれる水分についての特徴を理解し説明できる。 
・食品の一般成分（タンパク質、脂質、糖質、無機質、ビタミン）についての基礎知識を理解し説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

人と食べ物  
    ・食料と環境問題 
  ・食品の分類 
  ・食品成分表 

テキスト 1 章を予習しておく

（2 時間） 
地元のスーパーなどで地産

地消の取組みを探してみよ

う（2 時間） 

２ 
食品の成分 1 
  ・水について理解しよう 

テキスト 2 章を予習する（2 時

間） 
テキストｐ27～33 を復習、

家庭にある冷蔵庫の機能を

確認しよう（2 時間） 

３ 
食品の成分 2 
  ・炭水化物について理解しよう 
  ・単糖類、誘導糖 

テキストｐ33～41 
を予習する（2 時間） 

授業内容を復習、甘味を含む

食品の成分表示を確認しよ

う（2 時間） 

４ 
食品成分 2 
  炭水化物について理解しよう 
  ・オリゴ糖、多糖類 

テキストｐ41～50 
を予習する（1 時間） 

授業内容を復習する（3 時間） 

５ 
食品の成分 3 
  脂質について理解しよう 
  ・脂肪酸、単純脂質 

テキストｐ50～54 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

６ 
食品の成分 3 
  脂質について理解しよう 
  ・複合脂質、油脂の性質を表す指標 

テキストｐ55～63 を予習する

（1 時間） 
授業内容を復習する（3 時間） 

７ 

食品の成分 4 
  たんぱく質について理解しよう 
  ・アミノ酸構造と分類 
  ・必須アミノ酸 

テキストｐ64～67 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

８ 

食品の成分 4 
  たんぱく質について理解しよう 
  ・タンパク質の構造と分類 
  ・たんぱく質の変化 

テキストｐ67～73 
を予習する（1 時間） 

授業内容を復習する（3 時間） 

９ 

食品の成分 5 
  ビタミンについて理解しよう 
  ・脂溶性ビタミン 
  ・水溶性ビタミン 

テキストｐ75～80 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

10 
食品の成分 
   ・人体中の元素と無機質 
  ・食品中のおもな無機質 

テキストｐ81～87 
を予習する（2 時間） 

授業内容を復習する（2 時間） 

11 
味、香り、色の成分 テキストｐ93～110 

を予習する（1 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

12 
成分間の相互作用 テキストｐ111～118 

を予習する（1 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 



13 
食品の物性とおいしさ、官能評価 テキストｐ119～138 

を予習する（1 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

14 
食品成分表 テキストｐ151～161 

を予習する（1 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 練習問題に取り組む（3 時間） 定期試験に向けて全体を復

習する（5 時間） 

定期試験 

教科書 喜多野宣子・近藤民江・水野裕士著 
はじめて学ぶ 健康・栄養系教科書シリーズ③ 食べ物と健康Ⅰ 食品成分を理解するための基礎 
化学同人 ISBN9784759818185 

参考書 新しい食生活を考える会編著「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版 」 大修館書店 ISBN 

978-4-46927-007-5 変更の可能性あり 

成績評価 
方法・基準 

筆記試験（50％） 授業への取り組み（課題提出を含む）（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2150 ナンバ

リング EAC110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 食品材料学（加工学を含む） 

科目英語名 Food Material Science 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
栄養士免許必修科目 
フードスペシャリスト資格必修科目 

学修内容 ・日本の市場に出回る多種多様な食品について学ぶ。 
・食品を素材別に分類し、グループごとの成分の特徴を知る。 
・フードスペシャリストに必要な知識を修得する。 

学修成果 
到達目標 

・農産食品、畜産食品、水産食品の特徴について、その成分的な特徴を理解し説明できる。 
・食品の加工と食品成分の変化についての知識を修得している。 
・フードスペシャリストに求められる食物に関する知識を身に付けている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
穀類の特性とその加工品 1 
  ・米の成分と精白に注目しよう 

テキスト第 1 章を（米）予習す

る（1 時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

２ 
穀類の特性とその加工品 2 
  ・小麦は構造と製粉に特徴がある 
  ・大麦、トウモロコシ、ソバ、雑穀類 

テキスト第 1 章（小麦ほか）を

予習する（1 時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

３ 
イモ類の特性とその加工品 テキスト第 2 章を予習し、成分

表を仕上げる（2 時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

４ 
種実類の特性とその加工品 テキスト第３章を予習し、成分

表を仕上げる（１時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

５ 
豆類の特性とその加工品 テキスト第４章を予習し、成分

表を仕上げる（１時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

６ 
野菜類の特性とその加工品 テキスト第５章を予習し、成分

表を仕上げる（２時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

７ 
果実類の特性とその加工品 テキスト第６章を予習し、成分

表を仕上げる（２時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

８ 
キノコ類の特性とその加工品 テキスト第７章を予習し、成分

表を仕上げる（１時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

９ 
藻類の特性とその加工品 テキスト第８章を予習し、成分

表を仕上げる（１時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

10 
魚介類の特性とその加工品 テキスト第９章を予習し、成分

表を仕上げる（２時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

11 
食肉類の特性とその加工品 テキスト第 10 章を予習し、成

分表を仕上げる（２時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

12 
卵類の特性とその加工品 テキスト第 11 章を予習し、成

分表を仕上げる（２時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

13 
乳類の特性とその加工品 テキスト第 12 章を予習し、成

分表を仕上げる（2 時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

14 
食用油脂、調味料、香辛料、嗜好品 テキスト第13章を予習する（２

時間） 
授業内容を復習し、成分の

特徴を確認する（2 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 栄養士実力認定試験問題に取

り組む（4 時間） 
これまでの内容を復習し、

定期試験に備える（6 時間） 

定期試験 

教科書 喜多野宣子・上村昭子・久木久美子著  
「はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ④ 食べ物と健康Ⅱ知っておきたい食品素材と加工の基礎第 2 版」 
化学同人 ISBN 978-4-7598-1819-2  
  



 新しい食生活を考える会編著 
「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版 」 大修館書店 ISBN 978-4-46927-007-5   
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

筆記試験（50％） 授業への取り組み（課題提出を含む）（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2155 ナンバ

リング EAC105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食品学実験 

科目英語名 Experiment on Food Science 

担当教員 三浦 さつき、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．実験に関する基礎的な知識を学び、操作を習得する。 
２．食品成分の性質や分析法について、理解を深める。 
３．文献を活用して実験レポートを作成する。 

学修成果 
到達目標 

１．実験に関する基礎的な操作ができるようになる。 
２．食品成分の性質や分析法について理解して実践できる。 
３．文献を活用した実験レポートを作成できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
実験の基礎知識 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習しておく(60 分) 

２ 
実験の基本操作 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習しておく(60 分) 

３ 
ｐＨの測定① 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

４ 
ｐＨの測定②・比重の測定 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

５ 
糖質の定性実験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

６ 
アミノ酸の定性実験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

７ 
たんぱく質の定性実験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

８ 
ビタミンの定性実験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

９ 
ミネラルの定性実験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

10 
中和滴定による酸度測定 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

11 
小麦粉の実験① 成分の分離 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

12 
小麦粉の実験② 成分の定性 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

13 
乾燥法による水分定量 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

14 
食品の鮮度試験 教科書等で内容を予習して

おく(10 分) 
内容を復習してレポートに

まとめる(60 分) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容を復習

しておく(90 分) 
これまでの授業内容を総復

習する(90 分) 
 
教科書 村上俊男編「改訂 基礎からの栄養・食品学実験」建帛社  ISBN 978-4-7679-0499-3 
参考書 「食品科学」の教科書 
成績評価 
方法・基準 

授業態度（60％） レポート提出（40％） 

備考  

 



科目 
コード 2160 ナンバ

リング EAC200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食品衛生学 

科目英語名 Food Hygienics 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
栄養士免許必修科目 
フードスペシャリスト資格必修科目 

学修内容 ・安全で健全な食生活を送るために必要な基礎的知識を習得する。 
・日本における食品の安全性についての考え方を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

・学んだ知識を栄養士業務に生かすための実践力が養われている。 
・フードスペシャリストとして社会に貢献できる力を身に付けている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食品衛生の目的・食品衛生関連法規 教科書第１章を予習してお

く（２時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

２ 
日本の食品衛生の歴史と行政機構 教科書第１０章を予習する

（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

３ 
食中毒について（総論） 教科書第３章-1 を予習する

（２時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

４ 
食中毒各論① 感染型細菌性食中毒について 教科書第３章-２の（１）～

（３）を予習する（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

５ 
食中毒各論② 毒素型細菌性食中毒について 教科書第３章-２の（４）（５）

（７）を予習する（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

６ 
食中毒各論③ ノロウイルスおよび化学性食中毒 教科書第３章-２の（６）（８）

および第３章-４を予習する

（１時間） 

配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

７ 
食中毒各論④ 自然毒食中毒 教科書第３章-３を予習する

（１時間） 
配付プリント、ノートを整

理し授業内容を復習し、練

習問題に取り組む（４時間） 

８ 
食品添加物① 食品添加物の指定・使用目的 教科書第９章-２を予習する

（２時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

９ 
食品添加物② 食品添加物の安全性と表示 教科書第９章-２を予習する

（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

10 
経口的寄生虫疾患 教科書第３章-５を予習する

（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

11 
農薬・環境汚染と食品 教科書第６章を予習する（２

時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

12 
遺伝子組換え食品とその安全性 教科書第９章-４を予習する

（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 

13 
ＢＳＥ（狂牛病）・発ガン物質 教科書第３章-６、第９章-６

を予習する（１時間） 
配付プリントとノートを整

理して授業内容を復習する

（２時間） 



14 
各種試験のための対策 練習問題に取り組む（３時

間） 
１～１４回までの内容を復

習する（４時間） 

15 
ふりかえりとまとめ １～１４回までの学修内容

を確認する（３時間） 
定期試験に向けて学修内容

を整理し重要事項を確認す

る（５時間） 

定期試験 

教科書 （公社）日本フードスペシャリスト協会編 「三訂食品の安全性 第２版」 建帛社  
ISBN978-4-7679-0635-5 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

筆記試験（40％） 授業への取り組み（課題提出を含む）（60％） 

備考  

 



科目 
コード 2165 ナンバ

リング EAC205 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食品衛生学実習 

科目英語名 Experiment on Food Hygiene 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
栄養士免許必修科目 
フードスペシャリスト資格選択科目 

学修内容 ・食品の劣化や食中毒の原因になる汚染微生物の実態を把握し、食中毒などの疾病の原因となる病原菌につい

て十分な知識を修得する。 
・現代の食生活で問題にされることの多い食品添加物の分析法について理解する。 
・栄養士およびフードスペシャリスト資格に必要な知識と技能を身につけることを目標とする。 

学修成果 
到達目標 

・微生物の基本的な取り扱いについて理解し実践できる。 
・食品の品質検査について理解し実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食品衛生検査の意義とガイダンス シラバスに目を通す（0.5 時間） レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

２ 
微生物実験① 微生物の基礎 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

３ 
微生物実験② 培養基の調製 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

４ 
微生物実験③ 微生物の移植と培養 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

５ 微生物実験④ 微生物の観察 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

６ 
食品の細菌検査① 細菌検査について 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

７ 
食品の細菌検査② 生理的食塩水 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

８ 
食品の細菌検査③ 試料の希釈、接種と大腸菌の移植 実験手順を予習する 0.5 時間 レポート課題のための情報

を収集する（1 時間） 

９ 食品の細菌検査④ 計数と結果の判定 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

10 食品添加物の分析① 合成着色料・漂白剤の検出 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

11 
食品添加物の分析② 合成着色料の Rf 値 発色剤・保

存料の検出 
実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

12 ホルムアルデヒドの検出 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

13 缶詰検査 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

14 色の測定 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

15 飲料水の水質検査 実験内容を予習する 0.5 時間 レポート作成（1 時間） 

 

教科書 ・日本フードスペシャリスト協会編「三訂 食品の安全性 第 2 版」 建帛社 ISBN978-4-7679-0635-5 
・村上俊男編「改訂 基礎からの栄養・食品学実験」 建帛社   ISBN：978-4-7679-0635-5 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（50％） レポート（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2170 ナンバ

リング EAD100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 基礎栄養学 

科目英語名 Nutritional Science 

担当教員 三浦 さつき 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．栄養に関する基礎的な知識を学ぶ。 
２．栄養素の働き、消化と吸収、代謝について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．栄養に関する基礎的な知識について理解してせつめいできる。 
２．栄養素の働き、消化と吸収、代謝について理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
栄養の概念と歴史 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

２ 
糖質の栄養①糖質の分類と性質 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

３ 
糖質の栄養②糖質の消化・吸収 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

４ 
糖質の栄養③糖質の代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

５ 
脂質の栄養①脂質の分類と性質 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

６ 
脂質の栄養②脂質の消化・吸収・代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

７ 
たんぱく質の栄養①たんぱく質の性質 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

８ 
たんぱく質の栄養②たんぱく質の消化・吸収・代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

９ 
ビタミンの栄養①脂溶性ビタミン 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

10 
ビタミンの栄養②水溶性ビタミン 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

11 
無機質の栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

12 
非栄養成分の働き 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

13 
エネルギー代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

14 
消化と吸収 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容を

復習しておく(2 時間) 
これまでの授業内容を

総復習する(2 時間) 

 

教科書 西川善之・灘本知憲編 「基礎栄養学 第 4 版」 化学同人  ISBN 978-4-7598-1637-2 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（60％） 課題プリント提出（40％） 

備考  

 



科目 
コード 2175 ナンバ

リング EAD200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 応用栄養学 

科目英語名 Nutrition for Each Life Stage 

担当教員 三浦 さつき 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．各ライフステージの特徴、栄養アセスメントについて学ぶ。 
２．運動時、特殊環境での栄養アセスメントについて理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．各ライフステージの特徴、栄養アセスメントについて理解して説明できる。 
２．運動時、特殊環境での栄養アセスメントについて理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
妊娠期の特徴 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

２ 
妊娠期の栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

３ 
新生児期の栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

４ 
乳児期の特徴と栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

５ 
学童期の特徴と栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

６ 
思春期の特徴と栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

７ 
成人期の特徴と栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

８ 
高齢期の特徴 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

９ 
高齢期の栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

10 
運動時の代謝 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

11 
運動時の栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

12 
ストレスと栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

13 
特殊環境と栄養 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

14 
栄養マネジメント 教科書等で内容を予習

しておく(2 時間) 
プリントを見直して復

習する(2 時間) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容を

復習しておく(2 時間) 
これまでの授業内容を

総復習する(2 時間) 

 

教科書 江澤郁子・津田博子編「Ｎブックス 四訂 応用栄養学」 建帛社 ISBN 978-4-7679-0559-4 

参考書 「基礎栄養学」の教科書 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（60％） 課題プリント提出（40％） 

備考 「基礎栄養学」の復習をした上で授業にのぞむこと。 

 



科目 
コード 2180 ナンバ

リング EAD215 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 応用栄養学実習 

科目英語名 Diet Exercise for Each Life Stage 

担当教員 島村 知歩 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．応用栄養学で学んだ知識を体得するため、献立作成や調理実習を通して、各ライフステージの特性を理解

し、実践的な食事管理技術を習得する。 
２．運動や環境等のライフスタイルに対応した栄養摂取の実際について学ぶ。 
３．農園の季節野菜や奈良の特産物について学び、季節感や食文化を理解し、自己と家族の食生活を豊かにす

る。 
学修成果 
到達目標 

１．各ライフステージの栄養特性を理解した献立作成と食事対応ができる。 
２．特徴的なライフスタイルに対応した食事ケアができる。 
３．自己の食生活管理能力を高め、日常生活で実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ライフステージと食事計画 応用栄養学の復習をす

る（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（1 時間） 

２ 
妊娠期の食事 妊娠期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

３ 
授乳期の食事 授乳期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

４ 
乳児期の食事 乳児期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

５ 
離乳期の食事 離乳食について予習す

る（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

６ 
幼児期の食事 幼児期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

７ 
学童期の食事 献立作成課題に取り組

む（1 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

８ 
思春期の食事 思春期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

９ 
成人期の食事 成人期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

10 
高齢期の食事 高齢期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

11 
高齢期の食事＜嚥下機能に応じた食事＞ 高齢期の復習をする

（0.5 時間） 
レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

12 
テーマに応じた食事 課題に取り組む（0.5 時

間） 
レポート課題に取り組

む（1 時間） 

13 
スポーツ対応の食事 応用栄養学教科書該当

章の復習をする（0.5 時

間） 

レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

14 
環境対応の食事＜寒冷＞ 応用栄養学教科書該当

章の復習をする（0.5 時

間） 

レポート課題に取り組

む（0.5 時間） 

15 
環境対応の食事＜ストレス＞・まとめ 応用栄養学実習の復習

をする（1 時間） 
レポート課題に取り組

む（1 時間） 

 



教科書 応用栄養学で使用した教科書等 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（40％） 課題・レポート提出（30％） 理解度（30％） 

備考 美味しく、食べやすい、栄養バランスがとれた食事提供に関心を持つ。 

 



科目 
コード 2200 ナンバ

リング EAE100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 栄養指導論Ⅰ 

科目英語名 Methodology for Nutrition Guidance Ⅰ 

担当教員 飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 

栄養士免許取得のための必修科目、フードスペシャリスト取得のための選択科目、ピアヘルパーの

選択必修科目 
学修内容 １）栄養指導の意義を認識する。 

２）栄養指導に必要な基礎知識について学ぶ。 

３）行動科学の理論と技術に基づいた栄養指導法について学ぶ。 

学修成果 

到達目標 

１）栄養指導の意義を知り、基本的な知識と技法を身につけ実践できる。 

２）栄養指導の基本知識を理解し、栄養指導に活用することができる。 

３）主な行動科学の理論と技術を理解し、栄養指導に活用することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 

栄養指導の定義と意義 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

２ 
栄養指導の沿革① 

栄養指導の歴史 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

３ 
栄養指導の沿革② 

栄養指導の現在 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

４ 
栄養指導と関係法規① 

栄養士法・健康増進法 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

５ 
栄養指導と関係法規② 

国民健康栄養調査・その他の関係法規 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

６ 
食生活・栄養に関する諸調査 

指導対象を理解するための情報収集の方法 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

７ 
栄養指導の方法と技術① 

栄養指導の方法とアセスメントの方法 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

８ 
栄養指導の方法と技術② 

身体状況からの栄養診断の方法 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

９ 
栄養指導の方法と技術③ 

栄養指導の計画と評価 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

10 
栄養指導の実際① 

カウンセリングと行動科学 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

11 
栄養指導の実際② 

教材と媒体と技術 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

12 
栄養指導に必要な基礎事項① 

日本人の食事摂取基準 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

13 
栄養指導に必要な基礎事項② 

食生活指針・食事バランスガイド 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

14 
栄養指導に必要な基礎事項③ 

食品成分表・栄養価計算 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

15 
栄養指導に必要な基礎事項④ 

食育関連・食料需給表等 

教科書の該当箇所を理解し

ておく。（２時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（２時間） 

定期試験 

教科書 相川りゑ子編著 Ｎブックス 改訂 栄養指導論  建帛社 ISBN 978-4-7679-0530-3 



参考書 新ビジュアル 食品成分表［新訂第 2 版］ 大修館書店  ISBN 978-4-469-27007-5 

成績評価 

方法・基準 

定期試験（70％） 課題提出（15％） 受講姿勢（15％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護施設および病院において栄養士、管理栄養士として臨床経験のある教員が、 新のエビデンスを基に臨地

での栄養指導等の経験を踏まえ、栄養士業務に必要な知識を指導する科目である。 



科目 
コード 2205 ナンバ

リング EAE215 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 栄養指導論Ⅱ 

科目英語名 Methodology for Nutrition Guidance Ⅱ 

担当教員 飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 栄養指導に必要な栄養学的な知識を総括する。 
学外実習での体験を振り返り、栄養指導の実際を理解する。 
展示媒体・パワーポイントの活用について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

学外実習に向けて、理解を深め実践力を身につける。 
科学的な根拠に基づく栄養指導が行える判断力を身につける。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食物アレルギーに関する栄養指導 アレルギー対応の市販食品につい

て情報収集をしておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

２ 
学外実習施設における栄養指導 学外実習の振り返りと準備をして

おく。（2 時間） 
実習施設での栄養指導案の作製。

（2 時間） 

３ 
大学祭展示媒体 資料収集・立案 展示媒体のテーマ選定と情報収集

をしておく。（2 時間） 
大学祭に向けて展示媒体の作製。

（2 時間） 

４ 
生活習慣病予防の栄養指導 特定健診・保健指導について調べ

ておく。（2 時間） 
大学祭に向けて展示媒体の作製。

（2 時間） 

５ 
健康・栄養情報・健康食品のとらえ方 健康食品のコマーシャルについて

情報収集をしておく。（2 時間） 
健康食品についての考え方をま

とめる。（2 時間） 

６ 
たんぱく質に関する栄養指導 たんぱく質の化学・機能について

復習をしておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

７ 
糖質に関する指導 糖質の化学・機能について復習を

しておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

８ 
脂質に関する栄養指導 脂質の化学・機能について復習を

しておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

９ 
ビタミンに関する栄養指導 ビタミンの種類と機能について復

習をしておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

10 
ミネラルに関する栄養指導 ミネラルの種類と機能について復

習をしておく。（2 時間） 
課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

11 
実力認定試験対策 過去問題を解く。（2 時間） 課題の問題について解答・説明。

（2 時間） 

12 
学外実習報告会準備 学外実習を振りかえり実習内容を

整理する。（2 時間） 
報告会原稿案をまとめる。（2 時

間） 

13 
プレゼンテーションの技術 報告会の原稿案を作る。（2 時間） 報告会原稿案をまとめる。（2 時

間） 

14 パワーポイント作製 パワーポイント作製。（2 時間） 報告会発表練習。（2 時間） 

15 
まとめとふりかえり 実力認定試験を見直す。（2 時間） 課題の問題について解答・説明を

レポートにまとめる。（2 時間） 

 

教科書 教科書は使用しない。プリントを配布する。 
参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％） 課題作成・発表等への積極性（25％） 受講姿勢（25％） 

備考  

 



科目 
コード 2210 ナンバ

リング EAE105 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 栄養指導論実習Ⅰ 

科目英語名 Exercise in Nutrition Guidance Ⅰ 

担当教員 飯田 晃朝、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 

栄養士免許取得のための必修科目、ピアヘルパーの選択必修科目 

学修内容 １）「栄養指導論Ⅰ」で学んだ内容を理解して、栄養指導に合った献立作成の仕方を学ぶ。 

２）「栄養指導論Ⅰ」で学んだ内容を理解して、献立作成に必要な知識と技術を学ぶ。 

３）作成した献立の栄養価計算の方法を学ぶ。 

学修成果 

到達目標 

1 ）「日本人の食事摂取基準」、食品構成を理解し、「食品成分表」を活用して、献立を作成することができる。 

２）「食品成分表」の使い方を理解し、パソコンを使用して栄養価計算をすることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 

栄養アセスメントの概論 

「栄養指導論Ⅰ」の内容を理

解し、栄養アセスメントにつ

いて予習をおこなう。(0.5 時

間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

２ 

「食事バランスガイド」の活用方法 

食事アンケート 

「栄養指導論Ⅰ」の内容を理

解し、「食事バランスガイド」

と使用方法について予習を

おこなう。（0.5 時間） 

自身の食事についてアンケ

ートを実施する。（0.5 時間） 

３ 

エネルギーの必要量 「栄養指導論Ⅰ」の内容を理

解し、食事摂取基準について

予習をおこなう。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

４ 

「日本人の食事摂取基準」 「日本人の食事摂取基準」に

ついて予習をおこなう。（0.5

時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

５ 

栄養価の過不足の判定 「日本人の食事摂取基準」に

ついて理解しておく。（0.5 時

間） 

自身の食事アンケートの栄

養価の過不足判定をおこな

う。（0.5 時間） 

６ 
「食品成分表」の活用方法 「食品成分表」について予習

をおこなう。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

７ 

栄養価計算の仕方 「食品成分表」について理解

しておく。（0.5 時間） 

「食品成分表」を用いて、自

身の食事の栄養価計算を完

成させ、提出する。（0.5 時間） 

８ 

食品構成とその特徴 食品構成について予習をお

こなう。（0.5 時間） 

「食品成分表」を用いて、自

身の食事の食品構成表を作

成し提出する。（0.5 時間） 

９ 

エネルギー比率、食品群比率 エネルギー比率、食品群比率

について予習をおこなう。

（0.5 時間） 

エネルギー比率、食品群比率

を用いて、自身の食事の評価

をおこなう。（0.5 時間） 

10 
食品構成による秤量実習 食品構成について予習をお

こなう。（0.5 時間） 

秤量実習について、課題を作

成し提出する。（0.5 時間） 

11 
1 日の献立作成の仕方 献立作成について予習をお

こなう。（0.5 時間） 

1 日の献立を作成し提出す

る。（0.5 時間） 

12 

献立、食品構成、栄養価計算の確認 献立評価、食品構成、栄養価

計算について予習をおこな

う。（0.5 時間） 

作成した献立の評価、食品構

成、栄養価計算をおこなう。

（0.5 時間） 

13 
パソコンによる栄養価計算の仕方 「情報処理演習」等でパソコ

ンの使用方法について予習

パソコンを用いて、作成した

献立の栄養価計算をおこな



をおこなう。（0.5 時間） う。（0.5 時間） 

14 

献立、食品構成、栄養価計算の評価、訂正 栄養価計算の評価方法につ

いて予習をおこなう。（0.5 時

間） 

作成した献立の栄養価計算

の評価、訂正をおこなう。（0.5

時間） 

15 

まとめとふりかえり 

確認問題 

1 日の献立作成を完成させ

る。（0.5 時間） 

 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

教科書 教科書は使用しない。随時、プリントを配布する。 

参考書 新ビジュアル 食品成分表［新訂第 2 版］ 大修館書店  ISBN 978-4-496-27007-5 

成績評価 

方法・基準 

課題提出（50％） 理解度（25％） 受講姿勢（25％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護施設および病院において栄養士、管理栄養士として臨床経験のある教員が、 新のエビデンスを基に臨地

での栄養指導等の経験を踏まえ、栄養士業務に必要な知識や技術を指導する科目である。 



科目 
コード 2215 ナンバ

リング EAE200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 栄養指導論実習Ⅱ 

科目英語名 Exercise in Nutrition Guidance Ⅱ 

担当教員 紀平 佐保子、飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １）ライフステージ別の栄養指導の方法を学ぶ。 
２）対象者への栄養指導の目的を明確にし、行動変容を促す方法を学ぶ。 
３）適切な教材を作成し、栄養指導の効果を上げる方法を学ぶ.。 
 

学修成果 
到達目標 

１）ライフステージ別や生活習慣病疾患別の栄養指導の方法を理解し説明できる。 
２）対象者や目的に沿った栄養指導案を作成し、効果的な栄養指導をおこなうことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
国民栄養調査と食生活指針の確認 「栄養指導論Ⅰ」の内容を理解し

ておく。（0.5 時間） 
学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

２ 
成人期の栄養指導 
自らの食生活のふりかえり 
（教室内での討議） 

「栄養指導論実習Ⅰ」の内容を理

解しておく。（0.5 時間） 
学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

３ 
給食実習における栄養指導 「給食管理実習」の内容を理解し

ておく。（0.5 時間） 
学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

４ 
妊娠期・授乳期の栄養指導 「応用栄養学」の該当箇所を理解

しておく。（0.5 時間） 
学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

５ 
乳児期の栄養指導 「応用栄養学」の該当箇所を理解

しておく。（0.5 時間） 
「応用栄養学」の該当箇所を

理解しておく。（0.5 時間） 

６ 

幼児期の栄養指導 
保育園における栄養管理・指導 

「応用栄養学」の該当箇所を理解

し、学外実習の成果報告会の保育

園の栄養指導に関する情報を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

７ 

学童期の栄養指導 
学校給食における栄養管理・指導 

「応用栄養学」の該当箇所を理解

し、学外実習の成果報告会の学校

の栄養指導に関する情報を収集し

ておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

８ 

高齢期の栄養指導 
高齢者施設における栄養管理・指導 

「応用栄養学」の該当箇所を理解

し、学外実習の成果報告会の高齢

者施設の栄養指導に関する情報を

収集しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

９ 
生活習慣病の予防と栄養指導 「応用栄養学」の該当箇所を理解

しておく。（0.5 時間） 
学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

10 
学外実習に向けた事前指導の概要  
（教室内での討議） 

学外実習に向けた事前指導の概要

についての情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

11 
学外実習に向けた栄養指導案の作成 
（グループワーク） 

学外実習の成果報告会の栄養指導

に関する情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

12 
学外実習に向けた栄養指導の情報収集や資料作成 
（グループワーク） 

学外実習の成果報告会の栄養指導

に関する情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

栄養指導の指導案を完成さ

せる。（0.5 時間） 

13 
学外実習に向けた栄養指導の原稿作成  
（グループワーク） 

学外実習の成果報告会の栄養指導

に関する情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

栄養指導の原稿を完成させ

る。（0.5 時間） 



14 
学外実習に向けた栄養指導の媒体製作  
（グループワーク） 

学外実習の成果報告会の栄養指導

に関する情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

栄養指導の媒体を完成させ

る。（0.5 時間） 

15 
学外実習に向けた栄養指導の発表  
（プレゼンテーション） 

学外実習の成果報告会の栄養指導

に関する情報を収集しておく。

（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理する。

（0.5 時間） 

 

教科書 相川りゑ子編著 「Ｎブックス 改訂 栄養指導論」  建帛社  ISBN 978-4-7679-0530-3 

参考書 新ビジュアル 食品成分表［新訂第 2 版］ 大修館書店  ISBN 978-4-496-27007-5 

成績評価 
方法・基準 

栄養指導への取り組みとプレゼンテーション力（50％） 課題提出（20％） 受講姿勢（30％） 

備考  

 



科目 
コード 2185 ナンバ

リング EAD220 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 臨床栄養学 

科目英語名 Clinical Nutrition 

担当教員 紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．栄養ケアが治療の中核となる疾病を中心に、代表的な疾患について概説する  
２．治療のための食事療法を理解すると同時に、疾病を予防するための食事について適切な知識を取得する。 

学修成果 
到達目標 

疾病における食事療法の重要性を論理的に理解し、内容を具体的に説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
肝臓疾患と食事療法 肝臓の解剖生理機能を復習(2 時

間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

２ 
膵臓、胆嚢疾患と食事療法 膵臓、胆嚢の解剖生理機能の復習

(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

３ 
消化器系疾患のまとめとふりかえり 消化管と肝・胆・膵のはたらきを

復習(2 時間) 
理解が不十分であった内容

を確認する(2 時間) 

４ 
腎・泌尿器疾患 腎・泌尿器系の構造とはたらきを

復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

５ 
腎疾患の病態生理 腎臓の解剖生理・機能の復習(2時

間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

６ 
腎疾患の食事療法 たんぱく質の代謝と栄養価の復

習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

７ 
血液・免疫系疾患 造血の仕組みについて復習(2 時

間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

８ 
貧血と食事療法 血液の組成の復習(2 時間) 学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

９ 
腎臓、血液疾患のまとめとふりかえり 第 4 回～第 8 回の授業内容を教

科書、プリントで復習(2 時間) 
理解が不十分であった内容

を確認する(2 時間) 

10 
病態別食事療法の要点(疾患と栄養の関係) 各疾患の食事療法の要点を一覧

表にまとめる(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

11 
病態別食事療法の要点(コントロール食) 各疾患の食事療法の要点を一覧

表にまとめる(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

12 
骨・関節疾患 骨代謝について復習 (2 時間) 学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

13 
呼吸器系疾患 呼吸器系の構造、呼吸運動につい

て復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

14 
感染症 感染症と防御機構について復習

(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

15 
まとめとふりかえり プリントの整理・復習(2 時間) 学んだ内容をレポートにま

とめる(2 時間) 

 

教科書 目でみるからだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 
N ブックス 臨床栄養学概論 渡邉早苗他著 建帛社 ISBN978-4-7679-0613-3 

参考書  
成績評価 
方法・基準 

受講態度 (30％)  課題の提出と内容 (30％)  理解度(40％) 

備考  

 



科目 
コード 2190 ナンバ

リング EAD205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食事療法論 

科目英語名 Methodology of Dietary Treatment 

担当教員 紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 食事療法を必要とする病気について、病態と栄養の関係を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

病気の特徴と食事療法の基本方針を理解し、病気別の献立作成に活かすことができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食事療法の意義    栄養補給法 消化器官の構造を復習 (2 時間) 学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

２ 
肥満とるい痩 エネルギー必要量・エネルギー比

の復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

３ 
糖尿病の病態生理と治療 糖質代謝の復習とインスリンに

ついて(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

４ 
糖尿病と食事療法 糖尿病の病態生理と治療を復習

(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

５ 
糖尿病食事療法 (糖尿病食品交換表) 糖尿病食品交換表の P15 までを

読んで、理解する(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

６ 
脂質異常症・動脈硬化 正常な血管の構造を復習(2 時間) 学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

７ 
脂質異常症と食事療法 リポたんぱく質・脂肪酸の種類を

復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

８ 
高血圧と食事療法 心臓の解剖生理と血液循環の復

習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

９ 
肥満・メタボリックシンドローム 糖尿病・脂質異常症・血圧の診断

基準をまとめておく(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

10 
代謝疾患・循環器疾患のまとめとふりかえり 第 1 回～第 9 回の授業内容を教

科書、プリントで復習(2 時間) 
理解が不十分であった内容

を確認する(2 時間) 

11 
消化管疾患(胃疾患)と食事療法 三大栄養素の消化と胃の働きを

復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

12 
消化管疾患(腸疾患)と食事療法 三大栄養素の消化と腸の働きを

復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

13 
高齢者の疾患と食事 嚥下障害、フレイルについて調べ

る(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

14 
アレルギーと食事 アレルギーの病理とアレルゲン

を復習(2 時間) 
学んだ内容を復習整理する

(2 時間) 

15 
まとめとふりかえり プリントの整理・復習(2 時間) 学んだ内容をレポートにま

とめる(2 時間) 

 

教科書 N ブックス 臨床栄養学概論 渡邉早苗他著 建帛社 ISBN978-4-7679-0613-3 
目でみるからだのメカニズム 第 2 版  堺 章著 医学書院 ISBN978-260-02776-2 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講態度 (30％)  課題の提出と内容 (30％)  理解度(40％) 

備考  

 



科目 
コード 2195 ナンバ

リング EAD210 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食事療法実習 

科目英語名 Cooking Exercise of Dietary Plan 

担当教員 飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 

栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １）食事療法のための献立・調理について、その意義を理解し、実践力を養う。 

学修成果 

到達目標 

1）各病態の治療食に適した食材の選択・分量・調理方法を理解し説明できる。 

2）各病態の治療食を美味しく作る技術を修得している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

普通食（病院・施設の食事） 学外実習の成果報告会の病院や

施設の食事に関する情報を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

２ 

減塩食（生活習慣病） 「食事療法論」の内容を理解し、

生活習慣病に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

３ 

ミネラル・ビタミン補充食（骨粗鬆症） 「食事療法論」の内容を理解し、

骨粗鬆症に関する知識を収集し

ておく。（0.5 時間 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

４ 

ミネラル・ビタミン補充食（貧血） 「食事療法論」の内容を理解し、

貧血に関する知識を収集してお

く。（0.5 時間 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間 

５ 

糖尿病食品交換表による秤量実習 「食事療法論」の内容を理解し、

糖尿病食品交換表のについて予

習しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間 

６ 

1 日のエネルギー調整食（糖尿病） 「食事療法論」の内容を理解し、

糖尿病に関する知識を収集して

おく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

７ 

糖尿病食品交換表による献立作成 「食事療法論」の内容を理解し、

糖尿病食品交換表の使用方法を

理解しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

８ 

脂質調整食（脂質異常症） 「食事療法論」の内容を理解し、

脂質異常症に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

９ 

高たんぱく・低脂肪食（肝臓病） 「食事療法論」の内容を理解し、

肝臓の疾病に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（2 時間） 

10 

低たんぱく・塩分制限食（腎臓病） 「食事療法論」の内容を理解し、

腎臓の疾病に関する知識を収集

しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

11 

低残渣食（消化器疾患） 「食事療法論」の内容を理解し、

消化器官の疾病に関する知識を

収集しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

12 

治療食の献立展開 「食事療法論」の内容を理解し、

これまでの治療食に関して学ん

だことを復習しておく。（0.5 時

間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

13 軟菜食（高齢者・咀嚼嚥下障害） 「食事療法論」の内容を理解し、 学んだ内容を復習整理し、課題



高齢者の食事や咀嚼嚥下障害に

関する知識を収集しておく。（0.5

時間） 

を作成し提出する。（2 時間） 

14 

食物アレルギー食品除去食 「食事療法論」の内容を理解し、

食物アレルギーに関する知識を

収集しておく。（0.5 時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

15 

普通食（制約条件下における献立の工夫） 

まとめとふりかえり 

これまでの授業内容に関して学

んだことを復習しておく。（0.5

時間） 

学んだ内容を復習整理し、課題

を作成し提出する。（0.5 時間） 

教科書 随時、プリントを配付する。 

参考書 糖尿病食事療法のための食品交換表 第 7 版 文光堂  ISBN 978-4-8306-6046-7 

新ビジュアル 食品成分表［新訂第 2 版］ 大修館書店  ISBN 978-4-496-27007-5 

成績評価 

方法・基準 

課題提出（50％） 理解度・技術修得度（25％） 受講姿勢（25％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護施設および病院において栄養士、管理栄養士として臨床経験のある教員が、 新のエビデンスと経験を基

に、臨地を想定した各疾病等に対応した食事の作成や提供の方法を指導する科目である。 



科目 
コード 2220 ナンバ

リング EAE205 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 公衆栄養学 

科目英語名 Public Health Nutrition 

担当教員 野原 潤子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．わが国の健康・栄養問題の現状と課題について理解し、これらに対する現行の様々な政策について学習す

る。 
２．地域や職域等の健康・栄養問題とそれを取り巻く自然、社会、経済、文化的要因に関する情報を収集・分析

し、それらを総合的に評価・判定する能力を養う。 
３．地域診断に必要な栄養疫学の手法を学んだ上で、保健・医療・福祉・介護システムの中で、あらゆる健康・

栄養状態の者に対し適切な栄養関連サービスを提供するプログラムの作成・実施・評価の総合的なマネジメン

トに必要な理論と方法を修得する。 
学修成果 
到達目標 

１．栄養士を取り巻く社会環境、法律・制度について理解し、内容を説明できる。 
２．わが国及び諸外国における公衆栄養施策の背景・目的・内容について説明できる。 
３．国民健康・栄養調査の概要及び結果評価の活用方法について説明できる。 
４．地域の実態把握・診断のための調査の基本について説明できる。 
５．地域の健康課題を把握し、目標を設定し、魅力的な事業計画を立て、評価することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

公衆栄養学の概念 教科書の第 1 章第 1 節を精読

し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 1 章第 1 節の演習内

容をレポートとしてまとめ、次

回に提出する(2 時間) 

２ 

公衆栄養施策と法規（課題発表） 教科書の第 3 章第 1～3 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 3 章第 1～3 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

３ 

実施に関連する指針、ツール（課題発表） 教科書の第 3 章第 5 節を精読

し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 3 章第 5 節の演習内

容をレポートとしてまとめ、次

回に提出する(2 時間) 

４ 

国の健康増進基本計画と地方計画（課題発表） 教科書の第 3 章第 6･7 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 3 章第 6･7 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

５ 

公衆栄養のマネジメントとアセスメント（課題発表） 教科書の第 5 章第 1･2 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 5 章第 1･2 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

６ 

公衆栄養プログラム（課題発表） 教科書の第 5 章第 3･4 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 5 章第 3･4 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

７ 

公衆栄養活動の進め方（課題発表） 教科書の第 1 章第 2 節、第 6 章

第 1 節を精読し、キーワードに

ついてまとめ、理解しておく(2
時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 1 章第 2 節、第 6 章

第 1 節の演習内容をレポート

としてまとめ、次回に提出する

(2 時間) 

８ 

地域での公衆栄養プログラム（課題発表） 教科書の第 6 章第 2･3 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 6 章第 2･3 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 



９ 

公衆疫学の概要・栄養疫学調査（課題発表） 教科書の第 4 章第 1･2 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 4 章第 1･2 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

10 

国民健康・栄養調査と食事調査（課題発表） 教科書の第 3 章第 4 節、第 4 章

第 3 節を精読し、キーワードに

ついてまとめ、理解しておく(2
時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 3 章第 4 節、第 4 章

第 3 節の演習内容をレポート

としてまとめ、次回に提出する

(2 時間) 

11 

食事調査と食事摂取基準（課題発表） 教科書の第 4 章第 3･4 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 4 章第 3･4 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

12 

食生活の変遷（課題発表） 教科書の第 2 章第 1･2 節を精

読し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 2 章第 1･2 節の演習

内容をレポートとしてまとめ、

次回に提出する(2 時間) 

13 

食糧需給と自給率（課題発表） 教科書の第 2 章第 3 節を精読

し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 2 章第 3 節の演習内

容をレポートとしてまとめ、次

回に提出する(2 時間) 

14 

諸外国の健康・栄養問題の現状と政策(課題発表) 教科書の第 2 章第 4 節、第 3 章

第 7 節を精読し、キーワードに

ついてまとめ、理解しておく(2
時間) 

今回の授業内容を復習し、課題

として第 2 章第 4 節、第 3 章

第 7 節の演習内容をレポート

としてまとめ、次回に提出する

(2 時間) 

15 
栄養士実力認定試験に向けての公衆栄養学のまとめ

（小テスト） 
これまでの講義の内容を総復

習し、キーワードについてまと

め、理解しておく(2 時間) 

これまでの講義の内容を総復

習し、栄養士実力認定試験に備

える(2 時間) 

 

教科書 知る！わかる！身につく！！ 公衆栄養学 第二版 同文書院 ISBN978-4-8103-1500-4 

参考書 「日本人の食事摂取基準（最新版）」第一出版、 「国民衛生の動向（最新版）」厚生労働統計協会、「厚生労働白

書（最新版）」厚生労働省、「食育白書（最新版）」農林水産省等 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 理解度（40％） 課題の提出状況及び内容（30％） 

備考  

 



科目 
コード 2225 ナンバ

リング EAF115 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 給食実務論 

科目英語名 Method of Feeding Service 

担当教員 島村 知歩 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 １．特定給食施設の目的と特徴を理解する。 
２．適正な栄養量を満たし、おいしくて、安全な食事を提供するための理論と技術を習得する。 

学修成果 
到達目標 

給食施設の栄養管理・食品管理・衛生管理等ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
特定給食施設の種類と目的 前期「栄養指導論Ⅰ」の復

習(2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

２ 
給食施設における栄養士の職務 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

３ 
給食施設における衛生管理 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

４ 
食中毒予防 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

５ 
施設･設備管理 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

６ 
給食施設における栄養管理 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

７ 
日本人の食事摂取基準の運用 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

８ 
荷重平均成分表・食品構成基準 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
課題プリントに取り組む

（2 時間） 

９ 
給食施設における献立 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
課題プリントに取り組む

（2 時間） 

10 
献立作成 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
献立作成課題に取り組む

（2 時間） 

11 
栄養管理の評価・栄養教育 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

12 
給食施設における栄養教育 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

13 
食材料管理・購入計画 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

14 
作業計画・大量調理 教科書該当ページを読む

（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

15 
まとめ 栄養管理、食品管理の章

を予習（2 時間） 
授業内容を復習し、理解

を深める（2 時間） 

定期試験 

教科書 富岡和夫編 「給食の運営 給食計画・実務論 第 5 版 」 医歯薬出版 ISBN 978-4-263-70436-3 

参考書 （標準）「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版 」 大修館書店 ISBN 978-4-46927-007-5 

成績評価 
方法・基準 

平常点（授業態度）（20％） 理解度（授業時の確認・定期試験・課題等）（80％） 

備考  

 



科目 
コード 2230 ナンバ

リング EAF205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 給食計画論 

科目英語名 Menu Planning 

担当教員 飯田 晃朝、島村 知歩 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 ・給食の運営管理に必要な実際的な理論、手法を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

給食の運営管理に必要な、献立作成、食材管理、大量調理、食品衛生、栄養教育、帳票管理などの知識や技術を

修得し、対象者に応じた給食の計画や実施、栄養教育ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 給食の概念・確認試験 給食実務論の復習（1 時間） 給食実務論の復習（1 時間） 

２ 
給与栄養基準量・食品構成基準の算定 教科書「栄養管理」の章を読

む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

３ 
献立計画の作成要領 教科書「栄養管理」の章を読

む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

４ 
食材料管理の方法 教科書「食材料管理」の章を

読む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

５ 
給食施設の設備 教科書「施設・設備管理」の

章を読む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

６ 
安全管理と事故対策 教科書「衛生・安全管理」の

章を読む大量調理衛生管理

マニュアルの復習（1 時間） 

講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

７ 
大量調理の調理学 教科書「作業管理」の章を読

む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

８ 
作業管理の方法 教科書「作業管理」の章を読

む（1 時間） 
講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

９ 
媒体作成の方法 教科書「栄養管理」の章を読

む・バランスガイドの復習

（1 時間） 

講義内容を復習し、次回に

活用できるようにする（1
時間） 

10 
食材料管理に関する帳票作成（学内実習①） 食材料管理の方法の復習（1

時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

11 
作業管理に関する帳票作成（学内実習①） 作業管理の方法の復習・帳

票作成に必要な情報の収集

（2 時間） 

作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

12 
媒体・試食アンケートの作成（学内実習①） 媒体作成に必要な情報の収

集・素案作成（2 時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

13 
食材料管理に関する帳票作成（学内実習②） 食材料管理の方法の復習（1

時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

14 
作業管理に関する帳票作成（学内実習②） 作業管理の方法の復習・帳

票作成に必要な情報の収集

（2 時間） 

作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

15 
媒体・試食アンケートの作成（学内実習②） 媒体作成に必要な情報の収

集・素案作成（2 時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 



16 
中間確認試験 教科書・実習ノートを復習

する（3 時間） 
 

17 
食材料管理に関する帳票作成（学内実習③） 食材料管理の方法の復習（1

時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

18 
作業管理に関する帳票作成（学内実習③） 作業管理の方法の復習・帳

票作成に必要な情報の収集

（2 時間） 

作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

19 
媒体・試食アンケートの作成（学内実習③） 媒体作成に必要な情報の収

集・素案作成（2 時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

20 
食材料管理に関する帳票作成（学内実習④） 食材料管理の方法の復習（1

時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

21 
作業管理に関する帳票作成（学内実習④） 作業管理の方法の復習・帳

票作成に必要な情報の収集

（2 時間） 

作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

22 
媒体・試食アンケートの作成（学内実習④） 媒体作成に必要な情報の収

集・素案作成（2 時間） 
作成したものの再点検する

（0.5 時間） 

23 
栄養出納表の作成 教科書「栄養管理」の章を読

む（1 時間） 
 

24 
栄養管理の評価 教科書「栄養管理」の章を読

む（1 時間） 
 

25 
アンケート集計 教科書「栄養管理」の章を読

む（1 時間） 
集計結果の分析（2 時間） 

26 
アンケート結果フィードバック資料の作成 資料作成に必要な情報の収

集・素案作成（2 時間） 
 

27 
作業管理の評価 1 年間の自分の作業を振り

返り、まとめる（2 時間） 
作業内容を入力する（2 時

間） 

28 
グループ討議（評価のまとめ・考察） 1 年間を振り返り、自分の

意見をまとめる（2 時間） 
PPT で発表準備・レジメの

作成（2 時間） 

29 グループ討議（まとめ・報告） 報告の準備（2 時間）  

30 
まとめ・最終確認試験 教科書・実習ノートを復習

する（3 時間） 
課題プリント（１時間） 

 

教科書 ・富岡和夫 編著「給食の運営 給食計画・実務論」 医歯薬出版 ? ISBN 978-4-263-70436-3 

参考書 （標準）松本仲子監修「調理のためのベーシックデータ 第４版」 女子栄養大学出版部 ISBN 978-4-7895-
0317-4 
（標準）新調理研究会編「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社  ISBN 978-
4-2740-6997-0 
(標準）医歯薬出版編「日本食品成分表 2015 年版（七訂）本表編」医歯薬出版 ISBN 978-4-263-70648-0 な

ど全ての教科書、参考書 
成績評価 
方法・基準 

受講態度（20％） 課題提出（30％） 理解度（50％） 

備考 課題を自分で解決できるように、これまで学んだことを復習しながら自主学習をしてください。 

 



科目 
コード 2235 ナンバ

リング EAF210 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 給食管理実習 

科目英語名 Exercise in Feeding Service 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 

栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 ・給食の運営に関わる献立作成から食材管理、大量調理、栄養教育、サービスまでグループで実践し、給食経

営能力を養う。 

・グループでより良い給食を提供するために、計画、準備、実施、評価・反省を繰り返し行う。 

・行事食や各国料理、郷土料理、農園で栽培した野菜を活用した給食に取り組む。 

学修成果 

到達目標 

・給食施設での栄養士業務を理解し、状況に応じた対応ができるようになる。 

・グループ実習を行うことにより、協調性と責任感など社会人基礎力を身につけている。 

・食材への理解を深め、調理や栄養教育に活用できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 給食管理実習の概要と年間計画 給食実務論の復習（1 時間） 課題プリント（0.5 時間） 

２ 
給食献立の年間計画 年間計画に必要な事項を調べる

（1 時間） 

年間計画に合わせた献立を検討

する（１時間） 

３ 
栄養教育の方法 教科書「栄養管理」の章を読む

（1 時間） 

課題に取り組む（１時間） 

４ 
学内実習①献立作成 テーマに合わせた献立案を考え

る（1 時間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

５ 
学内実習①試作計画 教科書「作業管理」の章を読む

（1 時間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

６ 
学内実習①試作１ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

７ 
学内実習①試作２ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

８ 
学内実習①食材発注・作業計画 作業指示書作成（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

９ 
学内実習①大量調理・サービス 作業計画表・指示書の確認（1 時

間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

10 学内実習①評価・反省会 次回の献立作成 実習レポートの作成（1 時間） ノートまとめ（0.5 時間） 

11 
学内実習②試作１ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

12 
学内実習②試作２ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

13 
学内実習②食材発注・作業計画 作業指示書作成（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

14 
学内実習②大量調理・サービス 作業計画表・指示書の確認（1 時

間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

15 学内実習②評価・反省会 次回の献立作成 実習レポートの作成（1 時間） ノートまとめ（0.5 時間） 

16 
季節弁当 試作１ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

17 
季節弁当 試作２ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

18 
季節弁当の調理とサービス 作業計画表・指示書の確認（1 時

間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 



19 
学内実習③試作１ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

20 
学内実習③試作２ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

21 
学内実習③食材発注・作業計画 作業指示書作成（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

22 
学内実習③大量調理・サービス 作業計画表・指示書の確認（1 時

間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

23 学内実習③評価・反省会 次回の献立作成 実習レポートの作成（1 時間） ノートまとめ（0.5 時間） 

24 
学内実習④試作１ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

25 
学内実習④試作２ 試作準備（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

26 
学内実習④食材発注・作業計画 作業指示書作成（0.5 時間） 実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

27 
学内実習④大量調理・サービス 作業計画表・指示書の確認（1 時

間） 

実習の振り返りと記録（0.5 時

間） 

28 学内実習④評価・反省会 実習レポートの作成（1 時間） ノートまとめ（0.5 時間） 

29 報告会準備 報告内容の検討（1 時間） 報告会準備（1 時間） 

30 報告会 発表練習（1 時間） 復習（0.5 時間） 

教科書 富岡和夫 編著「給食の運営 給食計画・実務論」 医歯薬出版  ISBN 978-4-263-70436-3 

参考書 （標準）松本仲子監修「調理のためのベーシックデータ 第４版」 女子栄養大学出版部 ISBN 978-4-7895-

0317-4 

（標準）新調理研究会編「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社  ISBN 978-

4-2740-6997-0 

(標準）医歯薬出版編「日本食品成分表 2015 年版（七訂）本表編」医歯薬出版 ISBN 978-4-263-70648-0 な

ど全ての教科書、参考書 

成績評価 

方法・基準 

受講態度（30％） 理解（30％） 課題（30％） 報告会（10％） 

備考 ・安全でおいしい給食を提供するために、各回で課題になったことは期限までに解決できるように、自主学習

をしてください。  

・受講者は指定された日に細菌検査をうけること。未検査の場合は受講不可とします。 

・提出物（課題、実習記録）は時間厳守で提出すること。 

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 介護施設および病院において栄養士、管理栄養士として臨床経験のある教員が、臨地での集団調理等の経験を

基に、栄養士業務としての集団調理に必要な知識および技術を指導を指導する科目である。 



科目 
コード 2240 ナンバ

リング EAF215 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 学外実習Ⅰ 

科目英語名 Practical Exercise in Feeding Service Ⅰ 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための必修科目 

学修内容 給食施設で実地の実習を行うことにより、給食管理･栄養士業務に対する理解を深め、給食の運営を行うために

必要な能力を養う。 

学修成果 
到達目標 

・栄養士として必要な知識や技術を習得している。 
・施設における栄養士の役割を理解し、仕事の目的や意味を説明できる。 
・対象者に応じた栄養指導ができるようになる。 
・事前準備、実習、事後指導を通して取り組んだ内容について自ら振り返り、自己の向上に努めることができ

る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

給食施設で実地の実習を行うことにより、給食管理･栄養士業務に対す

る理解を深め、給食の運営を行うために必要な能力を養う。 
・給食施設の特徴を調

べる。 
・実習先の施設の種類、

対象者の特徴、献立や食

事形態で配慮すること

などを調べる。 
・実習先から出される

事前課題に取り組む。 
・まとめ・報告会準備

（10 時間） 

・実習記録簿の作成 
・事後学習課題 
（5 時間） 

教科書 学外実習ノート （オリエンテーション時に配布） 

参考書 「給食の運営 給食計画・実務論」 医歯薬出版 ? ISBN 978-4-263-70436-3 
その他 食品成分表等 栄養士専門科目で使用している教科書 

成績評価 
方法・基準 

実習前の準備（25％） 実習先の評価（30％） 実習ノート（20％） まとめ・報告発表（25％） 

備考 ・受講者は指定された日に細菌検査をうけること。未検査の場合は受講不可。 
・提出物（課題、実習記録）は時間厳守で提出すること。 

 



科目 
コード 2245 ナンバ

リング EAF220 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 学外実習Ⅱ 

科目英語名 Practical Exercise in Feeding Service Ⅱ 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 給食施設で実地の実習を行うことにより、給食の運営における栄養士業務に関する理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

・栄養士として必要な知識や技術を習得する。 
・施設における栄養士の役割を理解し、仕事の目的や意味を説明できる。 
・対象者に応じた栄養指導ができるようになる。 
・事前準備、実習、事後指導を通して取り組んだ内容について自ら振り返り、自己の向上に努めることができ

る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

給食施設で実地の実習を行うことにより、給食の運営における栄養士業

務に関する理解を深める。 
・給食施設の特徴を調

べる。 
・実習先の施設の種類、

対象者の特徴、献立や食

事形態で配慮すること

などを調べる。 
・実習先から出される

事前課題に取り組む。 
・まとめ・報告会準備

（10 時間） 

・実習記録簿の作成 
・事後学習課題 
（5 時間） 

教科書 「給食の運営 給食計画・実務論」 医歯薬出版   ISBN 978-4-263-70436-3 
その他 食品成分表等 栄養士専門科目で使用している教科書 

参考書 「給食の運営 給食計画・実務論」 医歯薬出版 ? ISBN 978-4-263-70436-3 
その他 食品成分表等 栄養士専門科目で使用している教科書 

成績評価 
方法・基準 

実習前の準備（25％） 実習先の評価（30％） 実習ノート（20％） まとめ・報告発表（25％） 

備考 ・受講者は指定された日に細菌検査をうけること。未検査の場合は受講不可。 
・提出物（課題、実習記録）は時間厳守で提出すること。 

 



科目 
コード 2250 ナンバ

リング EAF100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 調理学 

科目英語名 Cooking Science 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
栄養士免許必修科目 
フードスペシャリスト資格必修科目 

学修内容 ・調理の基本操作について学ぶ。 
・包丁や鍋などの調理器具の特性を知り、使い方を学ぶ。 
・加熱調理の熱源と機器について学ぶ。 
・食品の素材別に成分の特徴を知り、調理法を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

・基本的な調理操作を理解し説明できる。 
・食品成分の機能や調理による変化を理解し説明できる。 
・栄養バランスのとれたおいしい食物をつくるために必要な知識を修得している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
調理の意義と目的 
 

テキスト第１章、10 章を予

習する（２時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

２ 
食物のおいしさと調理 
 

テキスト第２章を予習する

（２時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

３ 
非加熱調理操作 テキスト第３章-1 を予習す

る（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

４ 
非加熱調理と調理器具 テキスト第３章-1 を予習す

る（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

５ 
加熱操作① 水系加熱（煮る、ゆでる、蒸す） テキスト第３章-2 を予習す

る（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

６ 
加熱操作② 油系加熱（炒める、揚げる） テキスト第３章-2 を予習す

る（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

７ 
加熱操作③ 空気加熱（焼く）④誘電･誘導加熱 テキスト第３章-3 を予習す

る（２時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

８ 
植物性食品の調理科学 1 
   米と小麦の調理 
   いも類の調理 

テキスト第４章 1-2 を予習

する（2 時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

９ 
植物性食品の調理科学２ 
   豆類、種実類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類 

テキスト第 4 章 3-8 を予習

する（2 時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

10 
動物性食品の調理科学１ 
   食肉類、魚介類、卵類、乳類 

テキスト第 5 章を予習する

（2 時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

11 
油脂･油脂性食品の調理科学 テキスト第 6 章を予習する

（2 時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

12 
ゲル化剤・とろみ剤の調理科学 テキスト第 7 章を予習する

（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

13 
調味料と香辛料の調理科学 テキスト第 8 章を予習する

（１時間） 
学修内容を復習整理する

（2 時間） 

14 
各種試験の対策 練習問題に取り組む（2 時

間） 
学修内容を復習整理する

（４時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 今までの学修内容を振り返

る（４時間） 
定期試験に向けて学修内

容を振り返る（4 時間） 

定期試験 

教科書 久木久美子・新田陽子・喜多野宣子著 
はじめて学ぶ健康・栄養系教科書シリーズ⑩調理学 おいしく安全に調理を行うための科学の基礎 
化学同人 ISBN 9784759814507 



参考書 山崎清子ほか共著 『NEW 調理と理論』 同文書院 ISBN：978-4-8103-1395-6 

成績評価 
方法・基準 

筆記試験（40％） 授業への取り組み（課題提出を含む）（60％） 

備考  

 



科目 
コード 2255 ナンバ

リング EAF105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 調理実習Ⅰ 

科目英語名 Cooking Exercise Ⅰ 

担当教員 島村 知歩 

資格・免許

との関連 
栄養士免許・フードスペシャリスト資格取得のための必修科目 

学修内容 ・調理を科学的な目で捉え、日本料理、西洋料理、中国料理の特徴を学び、基礎的な調理技術を調理操作別に

学ぶ。 
・農園で栽培した野菜を活用する。そして新たな活用方法を考える。 

学修成果 
到達目標 

・衛生管理、食品の選択、組み合わせ、調理特性などを理解し、栄養士として身につけておかなければならな

い知識や技術を修得し活用できる。 
・調理器具や機器が正しく使用できる。 
・農園で栽培した野菜を使用することで、食品への理解を深め、適切な使用ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ オリエンテーション・調味料の計量 調理の基本を予習（0.5 時間） 課題プリント（1 時間） 

２ 炊飯実験・野菜の切り方 基本手法 炊飯予習（0.5 時間） 課題プリント（1 時間） 

３ 
日本料理の基礎① 汁物・和え物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

４ 
日本料理の基礎② 煮物 調理内容の予習（0.5 時間） 

 
実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

５ 
日本料理の基礎③ 焼き物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

６ 
日本料理の基礎④ 揚げ物 調理内容の予習（0.5 時間） 

 
実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

７ 
中国料理の基礎① 前菜 湯菜（中華だし 湯のとり方） 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

８ 
中国料理の基礎② 溜菜 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

９ 
西洋料理の基礎① 米料理 スープ（ブイヨンのとり方） 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

10 
西洋料理の基礎② 小麦粉の調理（ルー・ソース） 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

11 
日本料理の基礎⑤ 寄せ物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

12 
中国料理の基礎③ 点心 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

13 
西洋料理の基礎③ 焼き物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

14 
日本料理の基礎⑥ 麺 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習・レポー

ト作成（1 時間） 

15 
まとめ 実技確認試験 実技試験にむけての練習（0.5

時間） 
実習内容の復習（1 時間） 

 

教科書 ・新調理研究会編「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社  ISBN 978-4-
2740-6997-0 



参考書 （導入・標準）「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版 」 大修館書店 ISBN 978-4-46927-
007-5 
（応用）山崎清子他著 「NEW 調理と理論」 同文書院 ISBN 978-4-8103-1395-6 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（40％） 実習レポート・課題提出（30％） 技術・理解度（30％） 
受講態度では、実習での身だしなみ、積極性、協調性、計画性などをみる。 

備考 ＊各回３～４品の料理を作ります。授業計画には、各回のテーマをあげています。 
＊材料等の都合で順番が入れ替わる場合があります。 
＊身だしなみが悪い場合は受講を不可とします。 

 



科目 
コード 2260 ナンバ

リング EAF110 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 調理実習Ⅱ 

科目英語名 Cooking Exercise Ⅱ 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 
栄養士免許・フードスペシャリスト資格取得のための必修科目 

学修内容 ・調理実習Ⅰに引き続き、日本料理、西洋料理、中国料理の特徴、基礎を調理操作別に学ぶ。 
・食品の衛生や食品の選択、取り扱い、組み合わせ、調理特性に加え、様々な調理器具の活用などを学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

・食品の衛生や食品の選択、取り扱い、組み合わせ、調理特性に加え、様々な調理器具の活用などを学び、目

的に合わせた調理法や調理の効率化など栄養士として応用し、実践できるようになる。 
・行事食を通して、その行事の背景や意味、食事の意味を理解し実践できるようになる。 
・農園栽培した野菜を活用することで、食品への理解をより深め、食材を生かした調理ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
日本料理の基礎① 秋の食材を使って 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

２ 
日本料理の基礎② 煮物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

３ 
大学祭にむけて 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

４ 
中国料理の基礎① 炒菜 炸菜 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

５ 
中国料理の基礎② 点心 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

６ 
日本料理の基礎③ 郷土料理 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

７ 
日本料理の基礎④ 冬の焼き物・汁物 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

８ 
道具の管理 包丁について 研ぎ講習 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

９ 
西洋料理の基礎① ムニエル 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

10 
日本料理の基礎⑤ 巻きずし・いなりずし 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

11 
西洋料理の基礎② オーブン料理 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

12 
日本料理の基礎⑥ 正月料理 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

13 
西洋料理の基礎③ クリスマス料理 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

14 
農園の野菜を使って 調理内容の予習（0.5 時間） 実習内容の復習とレポート

作成（1 時間） 

15 
まとめ・実技確認試験 実技試験に向けての準備（1

時間） 
課題プリント（0.5 時間） 

 

教科書 ・新調理研究会編「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社 ISBN 978-4-
2740-6997-0 



参考書 （導入・標準）「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版 」 大修館書店 ISBN 978-4-46927-
007-5 
（応用）山崎清子他著 「NEW 調理と理論」 同文書院 ISBN 978-4-8103-1395-6 
（応用）杉田幸一著 「「こつ」の科学―調理の疑問に答える 」 柴田書店 ISBN 978-4-3882-5112-4 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（40％） 実習レポート・課題提出（30％） 技術・理解度（30％） 
受講態度では、実習での身だしなみ、積極性、協調性、計画性などをみる。 

備考 ＊各回３～４品の料理を作ります。授業計画には、各回のテーマをあげています。 
＊材料等の都合で順番が入れ替わる場合があります。  
・身だしなみが悪い場合は受講を不可とします。 
・技術は繰り返し行うことで身につきます。学んだ調理操作（料理）を日常生活で実践するよう心がけてくだ

さい。 

 



科目 
コード 2265 ナンバ

リング EAF200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 調理実習Ⅲ 

科目英語名 Cooking Exercise Ⅲ 

担当教員 島村 知歩 

資格・免許

との関連 
栄養士免許・フードスペシャリスト資格取得のための必修科目 

学修内容 ・調理実習Ⅰ・Ⅱで身につけた知識と技術を基に応用的調理の実習を行う。 
・実習では日本の伝統料理・行事食や外国の料理を取り上げ、世界のさまざまな食材や調理法を経験する。 

学修成果 
到達目標 

・理論を理解して実習を行うことにより調理技術を確実に修得している。 
・実際の食生活や大量調理に応用展開できるようになる。 
・季節感、よろこびや祈りを食に託す手法を学び栄養士として食事を提供する際にも活かせるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
紅茶でパーティー いちごジャム､スコーン､紅茶 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

２ 
日本料理① たけのこ飯､若竹汁､鰆の木の芽焼き､即席漬､桜餅 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

３ 
西洋料理① 春のサラダ､ビーフシチュー､ブラウニー 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

４ 
日本料理② 鯛飯､タコと胡瓜の黄身酢あえ､炊き合わせ､柏餅 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

５ 
中国料理① ?辣黄瓜､回鍋肉､蛋花湯､杏仁酥餅､烏龍茶 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

６ 
日本料理③ そぼろ飯､沢煮椀､いんげん豆の甘煮､ひき茶かん 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

７ 
中国料理② 涼拌茄子､会白菜肉丸子､鍋貼餃子､抜絲地瓜､茉莉花

茶 
調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

８ 
西洋料理② ニース風サラダ､ウィンナーシュニッェル､シフォン

ケーキ､冷紅茶 
調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

９ 
日本料理④ 松花堂弁当 
 

調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

10 
中国料理③ 洋芋炒肉絲､糖醋魚､搾菜肉絲湯、芝麻球 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

11 
日本料理⑤ 吉野鶏のすまし汁、てんぷら、青菜としめじの柚香あ

え、水無月 
調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

12 
日本料理⑥ 郷土を知る～奈良の郷土料理､奈良の食材を使って～ 調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

13 
西洋料理③ ラタトゥイウ、ピッツァ、カスタードプディング、ハ

ーブティー 
調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

14 
エスニック料理 ドライカレー､ナン､ターメリックライス、ヨーグ

ルトゼリー 
調理内容の予習（0.5 時

間） 
実習内容の復習とレポ

ート作成（1 時間） 

15 
パーティ料理 実技試験に向けて準備

（1 時間） 
実習内容の復習と課題

プリント（1 時間） 

 

教科書 ・新調理研究会編 「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社  ISBN 978-4-
2740-6997-0  
 



参考書 （導入・標準）「新しい食生活を考える会」 編著「食品解説つき 新ビジュアル食品成分表 新訂第二版」大修

館書店   ISBN 978-4-263-70648-0 
（標準）松本仲子監修「調理のためのベーシックデータ 第５版」 女子栄養大学出版部 ? ISBN 978-4-7895-
0323-5 
（標準）山崎清子他著 「NEW 調理と理論」 同文書院 ISBN 978-4-8103-1395-6 
（応用）杉田幸一著 ｢「こつ」の科学―調理の疑問に答える 」 柴田書店 ISBN 978-4-3882-5112-4 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（40％） 理解度（20％） 実習レポート・課題提出等（40％） 
受講態度では、実習での規律性、積極性、協調性、計画性などをみる。 

備考 ※材料等の都合で、内容、順番が変わることもあります。  
・身だしなみが悪い場合は受講を不可とします。 
・学んだ調理操作（料理）を日常生活で生かし、確かな力・技術にしてください。 

 



科目 
コード 2400 ナンバ

リング EAG130 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食料経済 

科目英語名 Food Economics 

担当教員 山本 明美 

資格・免許

との関連 
フードスペシャリスト取得のための必修科目 

学修内容 わが国の食生活の変化と食料の流通形態を理解し、最新の消費者問題に注目する。さらに、安全で豊かな消費

生活のための法的根拠やフードシステム（生産・加工・流通）について理解する。また、世界の食料事情と食と

環境問題について理解する。この授業では、講義のほか、学生による発表やディスカッションを取り入れる。 

学修成果 
到達目標 

１.食料経済に関しての問題点を理解し、その解決策やプレゼンテーションができる。 
２.フードシステム（生産・加工・流通）の役割・特徴についての知識を習得し、説明することができる。 
３.「食」を取り巻く消費者問題や課題を理解し、対応策や環境問題等についての考えを述べることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
豊かな食生活を支える食市場について 教科書ｐ.1-16 を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

２ 
消費者の食品消費の変化について 教科書ｐ.17-27を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

３ 
食生活の多様化について 教科書ｐ.27-32を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

４ 
食品の流通について（食品流通の役割と卸売流通） 教科書ｐ.34-47を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

５ 
食品の小売流通について 教科書ｐ.48-58を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

６ 
外食・中食産業ののマーチャンダイジングについて 教科書ｐ.59-69を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

７ 
商品特性による分類と流通（温度）について 教科書ｐ.71-79を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

８ 
主要食品の流通１（米、小麦、野菜、魚介類） 教科書ｐ.80-90を読んでおく

（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

９ 
主要食品の流通２（食肉、鶏卵、乳、大豆） 教科書ｐ.90-101 を読んでお

く（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

10 
主要食品の流通 3（漬物・佃煮、総菜、食用油脂） 教科書ｐ.101-110 を読んで

おく（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

11 
主要食品の流通４（調味料、嗜好品） 教科書ｐ.110-124 を読んで

おく（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

12 
フードマーケティングについて 教科書ｐ.126--138 を読んで

おく（2 時間） 
授業のまとめをする。（2 時

間） 

13 
食料消費と環境問題について 教科書ｐ139-143.を読み、環

境問題について調べておく

（2 時間） 

授業のまとめをする。（2 時

間） 

14 
食品流通の安全確保について 教科書ｐ.144-147 を読み、食

品の安全について調べてお

く（2 時間） 

授業のまとめをする。（2 時

間） 

15 
食料消費を取り巻く問題について 教科書ｐ.147-152 を読み、食

料消費に関しての問題点に

ついて調べておく（2 時間） 

授業のまとめをする。（2 時

間） 

 



教科書 日本フードスペシャリスト協会編 「三版 食品の消費と流通」建帛社 ISBN：978-4-7679-0538-9 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（40％）、プレゼンテーション力（10％）、授業内小テスト（50％） 

備考 食を通じて社会を知る授業と位置づけますので積極的な発言を求めます。  
メディアなどを通じて、食を取り巻く社会問題に関心を持ってください。 

 



科目 
コード 2405 ナンバ

リング EAC210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 食品微生物学 

科目英語名 Food Microbiology 

担当教員 三浦 さつき 

資格・免許

との関連 
栄養士免許取得のための選択科目 

学修内容 １．微生物の生育や発酵に関する知識を学ぶ。 
２．微生物利用食品やバイオテクノロジーの利用について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．微生物の生育や発酵に関する知識について理解して説明できる。 
２．微生物利用食品やバイオテクノロジーの利用について理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
微生物の基礎知識 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

２ 
微生物の生育と環境因子 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

３ 
微生物の酵素 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

４ 
食品の貯蔵と腐敗 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

５ 
微生物利用食品①鰹節 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

６ 
微生物利用食品②納豆 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

７ 
微生物利用食品③味噌・醤油 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

８ 
微生物利用食品④酢・みりん 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

９ 
微生物利用食品⑤漬物・塩辛 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

10 
微生物利用食品⑥チーズ・ヨーグルト 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

11 
微生物利用食品⑦ ワイン・ビール 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

12 
微生物利用食品⑧ 清酒・パン 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

13 
代謝生産物の利用 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

14 
新しい微生物利用 教科書等で内容を予習

しておく(60 分) 
プリントを見直して復

習する(120 分) 

15 
まとめ これまでの授業内容を

復習しておく(120 分) 
これまでの授業内容を

総復習する(90 分) 

 

教科書 教科書は使用しない。資料プリントを配布する。 

参考書 「食品材料学」の教科書 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（50％） レポート課題（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2410 ナンバ

リング EAG110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 フードスペシャリスト論 

科目英語名 Introduction for Food Specialist 

担当教員 紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
フードスペシャリスト取得のための必修科目 

学修内容 １．食の専門家であるフードスペシャリストの役割について理解する。 
２．フードスペシャリストになるために必要な知識を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．食の専門家であるフードスペシャリストの役割について理解して説明できる。 
２．フードスペシャリストになるために必要な知識について理解して説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
フードスペシャリストとは 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

２ 
人類と食物 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

３ 
世界の食①食作法と食禁忌 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

４ 
世界の食②世界の食事情 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

５ 
日本の食①日本食物史 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

６ 
日本の食②食の地域差 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

７ 
現代日本の食生活①食生活の変化と現状 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

８ 
現代日本の食生活②食料自給率、環境と食 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

９ 
食品産業の役割①食品製造業 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

10 
食品産業の役割②外食産業 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

11 
食品の品質規格と表示① ＪＡＳ規格 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

12 
食品の品質規格と表示② 食品表示法 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

13 
食情報と消費者保護 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

14 
フードスペシャリストの展望 教科書で内容を予習し

ておく(2 時間) 
ノートを見直して復習

する(2 時間) 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの授業内容を

復習しておく(2 時間) 
これまでの授業内容を

総復習する(2 時間) 

 

教科書 日本フードスペシャリスト協会編「四訂 フードスペシャリスト論(第 6 版)」建帛社 ISBN 978-4-7679-0660-7 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講態度 (30％)  課題の提出と内容 (30％)  理解度(40％) 

備考  

 



科目 
コード 2415 ナンバ

リング EAG215 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 食品の官能評価・鑑別論 

科目英語名 Sensory Evaluation and Judgement of Food 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
フードスペシャリスト資格必修科目 

学修内容 ・近年市場に出回っている多種多様な食品について、フードスペシャリストに必要な知識を身につけ、食品の

品質を見極める能力を養う。 
・12 月に実施されるフードスペシャリスト認定試験合格レベルに到達するための取り組みを行う。 

学修成果 
到達目標 

・市場に流通している食品についての基本的知識を身に付け、正しい品質評価ができる。 
・日本フードスペシャリスト協会認定試験の合格レベルに到達している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
食品の官能検査法 テキスト第 1 章を予習する（2

時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

２ 
食品の化学的評価法 テキスト第 2 章を予習する（2

時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

３ 
食品の物理的評価法 テキスト第 3 章を予習する（2

時間） 
フードスペシャリスト認定

試験練習問題に取り組む（2
時間） 

４ 
穀類の鑑別 テキスト第 4章 1-4を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

５ 
イモ類の鑑別 テキスト第 4 章 5 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

６ 
豆類・種実類の鑑別 テキスト第 4章 6-7を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

７ 
野菜・キノコ類の鑑別 テキスト第 4 章 8 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

８ 
果実類・海藻類の鑑別 テキスト第 4 章 9-10 を予習す

る（2 時間） 
フードスペシャリスト認定

試験練習問題に取り組む（2
時間） 

９ 
肉類の鑑別 テキスト第 4 章 12 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

10 
卵とその加工品の鑑別 テキスト第 4 章 13 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

11 
乳と乳製品の鑑別 テキスト第 4 章 14 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

12 
魚介類とその加工品の鑑別 テキスト第 4 章 11 を予習する

（2 時間） 
フードスペシャリスト認定

試験練習問題に取り組む（2
時間） 

13 
油脂類の鑑別 テキスト第 4 章 15 を予習する

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

14 
その他の食品 テキスト第 4 章 16-23 を予習

する（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 今までの学修内容を振り返る

（2 時間） 
授業内容を復習する（2 時間） 

 

教科書 日本フードスペシャリスト協会編  「三訂 食品の官能評価・鑑別演習」 建帛社  ISBN: 978-4-7679-0506-
8 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（30％） 授業への取り組み（70％） 

備考  

 



科目 
コード 2420 ナンバ

リング EAG210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 フードコーディネート論 

科目英語名 Food Coordination 

担当教員 伊藤 知子 

資格・免許

との関連 
フードスペシャリスト取得のための必修科目 

学修内容 食に関する様々な場面で、複雑な条件を調整し、満足できる状態を演出するための基礎的概念を学ぶ。 
１．日本および世界の食事の文化について学ぶ。 
２．食空間のコーディネートについて学ぶ。 
３．フードサービスマネジメントについて学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

フードコーディネートの基本理念を理解し、人の心に内在する食に対する充実感を満たすための心理的、文化

的側面についての教養や感性を身につける。 
フードスペシャリスト資格認定試験に合格できる力を身につける。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション、フードコーディネートの基本理念 教科書をあらかじめ読

んでくる（p2～p13）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

２ 
食事の文化①日本の食事の歴史 教科書をあらかじめ読

んでくる（p16～p24）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

３ 
食事の文化②日本の特別な日の食事 教科書をあらかじめ読

んでくる（p27～p29）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

４ 
食事の文化③外国の食事 教科書をあらかじめ読

んでくる（p29～p33）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

５ 
食卓のコーディネート①日本の食器・食具とテーブルセッティング 教科書をあらかじめ読

んでくる（p36～p43、
p87～p91）（1 時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

６ 
食卓のコーディネート②世界の食器・食具とテーブルセッティング 教科書をあらかじめ読

んでくる（p43～p55、
p92～p96）（1 時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

７ 
食卓のサービスとマナー①サービスとマナーの基本 教科書をあらかじめ読

んでくる（p57～p61）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

８ 
食卓のサービスとマナー②日本料理、中国料理のサービスとマナー 教科書をあらかじめ読

んでくる（p62～p69）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

９ 
食卓のサービスとマナー③西洋料理のサービスとマナー、パーティ

およびプロトコル 
教科書をあらかじめ読

んでくる（p69～p80）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

10 
メニュープランニングと料理様式 教科書をあらかじめ読

んでくる（p81～p98）（1
時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 

11 
食事空間およびキッチンのレイアウトと設備 教科書をあらかじめ読

んでくる（p99～p121）
（2 時間） 

テーブルコーディネー

トに関するレポート作

成（10 時間） 

12 
フードサービスマネジメント① フードサービスビジネス 教科書をあらかじめ読

んでくる（p123～p133）
（2 時間） 

授業中にとりあげた図

表について復習（1 時

間） 



13 
フードサービスマネジメント② 投資計画 教科書をあらかじめ読

んでくる（p134～p143）
（1 時間） 

演習問題の復習（2 時

間） 

14 
フードコーディネートの情報と企画 教科書をあらかじめ読

んでくる（p146～p162）
（2 時間） 

食企画のブース出店計

画についてレポート作

成（10 時間） 

15 
まとめ 食と社会の関わりについて  食と社会問題に関する

レポート作成（10 時間） 

 

教科書 日本フードスペシャリスト協会編  「三訂フードコーディネート論」 建帛社  ISBN 978-4-7679-0440-5 

参考書 授業中に適宜紹介する。 

成績評価 
方法・基準 

平常点：受講姿勢、課題の提出、授業中の小レポート 50％ 
理解度：50％ 
 

備考 授業計画は状況に応じて順番を変更することがある。 

 



科目 
コード 2425 ナンバ

リング EAG220 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 食品加工実習 

科目英語名 Practice of  Food Processing 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
フードスペシャリスト資格必修科目 
食の６次産業化プロデューサー資格必修科目 

学修内容 ・代表的な加工食品を通して食品加工の原理を学ぶ。 
・授業で習得した知識、技術を日常の食生活に役立てる力を養う。 
・農産物、畜産物、水産物などそれぞれの食品材料のもつ加工特性について理解する。 
・フードスペシャリストや食プロの資格に必要な知識と技能を身につける。 

学修成果 
到達目標 

・食品加工の基本原理を理解し説明できる。 
・食材ごとの加工特性を生かすための技術を身につけている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

実習の概要説明および官能検査 食品の官能評価・鑑別論

テキスト第１章を予習

する（1 
時間） 

授業内容を復習整理す

る（１時間） 

２ 
野菜・果実の加工 ①ジャム（りんごジャム、ブルーベリージャム） 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

３ 
小麦粉の加工 ①パン（クリームパンほか） 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

４ 
小麦粉の加工 ②麺（うどん） 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

５ 
大豆の加工 ①もめん豆腐 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

６ 
大豆の加工 ②味噌 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

７ 
いも類の加工 ①こんにゃく 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

８ 
野菜・果実の加工 ②果実酒（かりん酒、かりんシロップ） 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

９ 
糖の加工 ①ミルクキャラメル 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

10 
畜肉の加工 ①スモークドソーセージ 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

11 
乳類の加工 ①カッテージチーズ ②チーズケーキ 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

12 
小豆の加工 ①あん ②練り羊羹 ③どら焼き 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

13 
野菜･果実の加工 ③トマトケチャップ 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

14 
野菜・果実の加工 ④みかん缶詰 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

15 
水産食品の加工 ①佃煮 ②魚肉練り製品（さつま揚げ） 課題を調べる（0.5 時間） レポートを作成する（２

時間） 

 

教科書 日本フードスペシャリスト協会編  「三訂 食品の官能評価・鑑別演習」 建帛社 ISBN ： 978-4-7679-
0506-8 
実習プリントを毎回配付する。 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（50％） レポート（50％） 

備考  

 



科目 
コード 2430 ナンバ

リング EAG105 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 カラーコーディネート論 

科目英語名 Color Arrangement 

担当教員  

資格・免許

との関連 
 

学修内容 1)  色が見える原理を考える。 
2)  色の表し方や表色系について学ぶ。 
3)  調和理論や配色方法を学ぶ。 
4） 色彩の心理的効果を学ぶ。 
5)  調和の取れた配色を考える。 

学修成果 
到達目標 

1)  色と光の関係を知り、色が見える原理が説明できる。 
2)  色の表し方や表色系が使えるようになる。 
3)  調和理論を理解し、配色方法に展開できる。 
4） 色彩の心理的効果が分かる。 
5)  調和の取れた配色ができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
光とは：光の物理的特性、光源、色が生じる原理 生活の中で色を意識し

て見る。（2 時間） 
光の特性をまとめる。（2
時間） 

２ 
光と色の関係：光による色彩現象 知っている色名を書き

出しておく。（2 時間） 
色と光の関係をまとめ

る。（2 時間） 

３ 
目の構造：光が目に入り、脳に伝えるまでの過程 眼の仕組みを調べてお

く。（2 時間） 
色がなぜ見えるかをま

とめる。（2 時間） 

４ 

色の見え要因：感覚と知覚、残像現象 同じ色であっても、背景

や配色の仕方で違って

見えるのはなぜかを調

べておく。（2 時間） 

色の見えの要因をまと

める。（2 時間） 

５ 
混色と色再現：加法混色、中間混色、減法混色、色再現方法 光の色と色材との色の

違いを調べておく。（2
時間） 

身近にある物で、混色を

確認する。（2 時間） 

６ 
色の表示および伝え方 色名について調べてお

く。（2 時間） 
色をどのように表現す

れば伝わるかを練習す

る。（2 時間） 

７ 
表色系：マンセル表色系、オストワルト表色系、ＰＣＣＳ表色系 表色系の種類を調べて

おく。（2 時間） 
表色系を復習する。（2
時間） 

８ 
配色の考え方：色の三属性やトーンの概念を用いた配色 配色の良さ、悪さを考え

る。（2 時間） 
配色の考え方を基に配

色練習をする。（2 時間） 

９ 
色彩の心理的効果：色から受ける心理的効果、色のイメージ 色の心理的効果を考え

る。（2 時間） 
学んだことを基に、色の

心理的効果を検証する。

（2 時間） 

10 

色彩調和：色彩調和の考え方、色彩調和論 どのような配色が心地

よく、また、どのような

配色が不快なのか考え

る。（2 時間） 

調和理論が、正論と言え

るかどうか検討する。（2
時間） 

11 
多色配色：アクセントカラー、グラデーション効果、セパレーショ

ン効果など 
くらしの中で色使いを

意識して見る。（2 時間） 
テーマを決めて多色配

色の色使いを調べる。（2
時間） 

12 
配色分析：資料の配色を分析 くらしの中で色使いを

意識して見る。（2 時間） 
学んだことを基に、様々

な色彩分析する。（2 時

間） 

13 
配色演習①：色相・トーン課題を基に配色演習 様々な色彩を分析する。

（2 時間） 
配色演習を目標まで行

う。（2 時間） 



14 
配色演習②：イメージ課題を基に配色演習 Part1 
 

様々な色彩を分析する。

（2 時間） 
配色演習を目標まで行

う。（2 時間） 

15 
配色演習③：イメージ課題を基に配色演習 Part2 様々な色彩を分析する。

（2 時間） 
配色演習を完成させる。

（2 時間） 

 

教科書 資料を配布する。 

参考書 標準 「カラーコーディネーター検定試験 3 級公式テキスト カラーコーディネーションの基礎 （第 4 版）」

（東京商工会議所）978-4-5024-4580-4 
発展 「カラーコーディネーション―カラーコーディネーター検定試験 2 級公式テキスト 第 2 版」（東京商工

会議所）978-4-5024-1500-5 
成績評価 
方法・基準 

平常点（20％） レポート（20％） 課題（60％） 

備考  

 



科目 
コード 2440 ナンバ

リング EAG115 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 食農ビジネス 

科目英語名 Food and Agricultural Business 

担当教員 飯田 晃朝、戸田 信聡、池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
食の６次産業化プロデューサー取得のための必修科目 

学修内容 生産（１次産業）、加工（2 次産業）、流通・販売・サービス（3 次産業）の一体化や連携により、地域の農林水

産物を活用した加工品の開発、消費者への直接販売、レストランの展開など、食分野で新たなビジネスを創出

するために必要となる基本的な事項を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

農水産物を高付加価値化する事業の企画に携われる人材、食や農業に関わる産業に身を置き、その市場を活性

化することに貢献する人材を目指す。その上で、食の 6 次産業プロデューサー レベル 1 を目指す。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
6 次産業化論 テキスト第 1 章 6 次産

業化論を予習する。（2
時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

２ 
経営及び経営分析の基礎 1（会社・組織・法人の種類 ・経営理念・

経営目標） 
テキスト第 2 章 経営及

び経営分析の基礎を予

習する。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

３ 
経営及び経営分析の基礎 2（経営資源・経営組織） テキスト第 2 章 経営及

び経営分析の基礎を予

習する。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

４ 
会計の原理・簿記の仕組み テキスト第 2 章 経営及

び経営分析の基礎を予

習する。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

５ 

農産物と水産物 1（水稲、野菜、果樹、園芸作物の特性・現状） テキスト第 5 章 農産物

と水産物 1 水稲 2 
野菜 3 果樹を予習す

る。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

６ 

農産物と水産物 2（畜産、水産物、特用林産物の特性・生産の現状） テキスト第 5 章 農産物

と水産物 4 園芸 5 
畜産 6 水産物 7 特
用林産物の特性・生産の

現状を予習する。（2 時

間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

７ 
食品の種類とその加工 テキスト第 6 章 食品加

工（基礎）を予習する。

（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

８ 

食品衛生管理 1（日本の食品安全行政・食品衛生） テキスト第 4 章 食品衛

生管理（基礎）2 食品衛

生法 と営業許可 3 酒
税法を予習する。（2 時

間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

９ 

食品衛生管理 2（農薬、食品添加物） テキスト第 4 章 食品衛

生管理（基礎）1 農薬取

締法 4 農家レストラ

ン、農産加工所、農家民

泊をつくるための 食品

衛生に関する 法律を予

習する。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 



10 
事例研究 1（6 次産業の企業分析） 課題に取り組む（2 時

間） 
授業内容をまとめる。（2
時間） 

11 
事例研究 2（6 次産業の学外フィールドワーク：流通編）（学外） テキスト第 7 章 食品流

通を予習する。（2 時間） 
見学レポートを作成す

る。（2 時間） 

12 
事例研究 3（6 次産業の学外フィールドワーク：製造編）（学外） テキスト第 7 章 食品流

通を予習する。（2 時間） 
見学レポートを作成す

る。（2 時間） 

13 
マーケティングの基礎 テキスト第 3 章 経営及

び経営分析の基礎を予

習する。（2 時間） 

授業内容をまとめる。（2
時間） 

14 
ビジネスプラン作成 
（教室内での討議） 

課題に取り組む（2 時

間） 
発表内容をまとめる。（2
時間） 

15 
ビジネスプラン発表・まとめ 
（プレゼンテーション） 

発表の練習をする。（2
時間） 

レポートを作成する。（2
時間） 

 

教科書 国家戦略検定 食の 6 次産業化プロデューサー 入門（レベル 1 講習用 教本）著者：斉藤俊幸 2014 年 6 月

第 1 刷 

参考書 メディアなどを通じて、食や農を取り巻く事項に関心を持ってください。 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（50％） レポート（50％） 

備考 この科目以外に、関連する専門科目を履修することが望ましい。 
食や農業に関する仕事に従事したいと考えている人は履修することが望ましい。 

 



科目 
コード 2305 ナンバ

リング EAG100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 食育実践演習 

科目英語名 Practice in Food Education 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝 

資格・免許

との関連 
食の６次産業化プロデューサー【レベル 1】取得のための必修科目 

学修内容 １．健康で心豊かな生活を送るために基本となる「食」とそれを支える「農」について、地域に根差して学び学

内農園で栽培体験をする。 
２．食に関する諸問題について理解を深める。 
３．食育を行うための手法を実践的に学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

・栽培体験を通して、野菜の成長過程を知り、収穫時期がわかる。 
・季節や気候、天気に敏感になり、食材の旬を理解できるようになる。 
・収穫物を料理に使うための処理や保存方法についてを修得している。 
・生産者の仕事を体感することで、野菜栽培の大変さや苦労を理解し、食材を大事に扱えるようになる。  
食の生産や加工、食文化、安全性の理解や情報の活用、普及啓発活動を通して食育の実践的な手法が身につい

ている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
農園、農機具の整備 野菜の旬について調べ

る（0.5 時間） 
内容の復習（0.5 時間） 

２ 
ラディッシュ・ピッコロ種まき／ジャガイモの管理 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

３ 
サトイモ 定植 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

４ 
育苗（豆類・カボチャ・トウモロコシ） 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

５ 
定植準備 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

６ 
定植（トマト・トウガラシ・ナス・キュウリなど） 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

７ 
サツマイモ 定植 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

８ 
育苗した野菜の定植 定植方法について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

９ 
タマネギ収穫・菜種の刈取り 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

10 
菜種 種とり 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

11 
落花生 種まき 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

12 
ジャガイモ収穫 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

13 
夏野菜の管理 管理方法について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 
 

14 
小豆・大豆・ゴマ 種まき 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

15 
前期のまとめ 課題に取り組む（0.5 時

間） 
日々の管理（0.5 時間） 

16 
秋冬野菜の種まき・定植（ハクサイ・キャベツ・ブロッコリー・コ

マツナ・チンゲンサイ・カブ・マナなど） 
栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

17 
ナタネ 種まき／冬野菜 定植（ミズナ・カラシナなど） 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 



18 
大学祭にむけて展示用品 計画 課題に取り組む（0.5 時

間） 
課題に取り組む（0.5 時

間） 

19 
大学祭にむけて展示用品 作成 課題に取り組む（0.5 時

間） 
日々の管理（0.5 時間） 

20 
サトイモ 収穫 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

21 
サツマイモ 収穫 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

22 
落花生 収穫 栽培作物について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

23 
野菜管理・夏野菜等の片付け 管理方法について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

24 
タマネギ 定植 定植方法について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

25 
菜種 定植 定植方法について調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

26 
冬野菜 収穫 冬野菜の管理について

調べる（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

27 
選別と保管 冬野菜の保存方法につ

いて調べる（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

28 
味噌作り（麹仕込み） 麹について調べる（0.5

時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

29 
味噌作り 味噌作りについて調べ

る（0.5 時間） 
日々の管理（0.5 時間） 

30 
まとめ・農園・道具の整備 課題に取り組む（0.5 時

間） 
日々の管理（0.5 時間） 

 

教科書 必要に応じて資料を配布します。 

参考書 （標準）川上一郎著「野菜を育てて学ぶ 食育実践 BOOK」 家の光協会 ISBN 978-4-259-51807 
（標準）池田英男・川越英夫編 「新版 野菜栽培の基礎」 農山漁村文化協会 ISBN 978-4-540-04394-9 

成績評価 
方法・基準 

受講態度（40％） 自主活動（30％） 課題・レポート提出（30％） 

備考 ・スーパーなどで野菜がどのように販売されているか、どのような形なのかなど関心をもってみておいてくだ

さい。・野菜の栽培は、授業時間だけで行えるものではありません。授業時間外も各自又は分担での管理が必要

になります。・畑に入る際は適した服装で入ってください。作業が危険と判断した場合には出席を不可とします。 

 



科目 
コード 2301 ナンバ

リング EAG200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 専門調理（製菓実習） 

科目英語名 Professhional Cooking 

担当教員 箕山 なおみ 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 製菓についての基礎的な知識や器具の扱い方を、実習を通して身につける。 
材料の特性を知り、食物アレルギーに対応した菓子作りを学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

器具や機械などを、正しく使いこなすことができるようになる。 
生地の状態や出来上がりを見極められるようになる。 
材料の特性を理解し、様々な菓子作りに応用できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション（授業内容の説明、アンケート） 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

２ 

ロールケーキ 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

３ 

ビスキュイ・ア・ラ・キュイエール 
   アレルギー対応菓子 

次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

４ 

焼き菓子①（マドレーヌ、スノーボールなど） 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

５ 

チーズケーキ 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

６ 

シュークリーム 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

７ 

ムース、寒天 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

８ 

キッシュ、ゼリー 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

９ 

焼き菓子②（パウンドケーキ、クッキー） 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

10 タルト①（フルーツタルト） 次回の実習の、材料や作 授業内容を確認し、レポ



業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 
ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

11 

タルト②（タルトレット） 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

12 

モンブラン 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

13 

ブッシュ・ド・ノエル 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

14 

ガトーショコラ 次回の実習の、材料や作

業方法についての下調

べ。（0.5 時間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

15 

まとめとふりかえり 1 年間に行った実習内

容の振り返り。（0.5 時

間） 

授業内容を確認し、レポ

ートにまとめる。 
また、出された課題につ

いて調べる。（1 時間） 

 

教科書 必要に応じて、資料を配布します。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講態度（５０％） レポート・課題提出（５０％） 

備考  

 



科目 
コード 3126 ナンバ

リング BAA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 日本企業論 

科目英語名 Japanese Enterprises 

担当教員 登坂 一博 

資格・免許

との関連 
ビジネス能力検定（B 検）ジョブパス（文部科学省後援）3 級取得のための選択科目 

学修内容 「生き残るのは、最強の種でもなければ 最も賢い種でもない。 “最も変化に適応する種”なのである」。このダ

ーウィンの進化論を日本企業に当てはめると「生き残るのは、最強の企業でもなければ、最も賢い企業でもな

い。“最も顧客の変化に適応する企業”である」となる。 
かつては「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ、一世を風靡した日本企業の本質を様々な角度から分析・

研究することにより日本企業の理解を深めることを意図している。 
学修成果 
到達目標 

１．会社とは何かを理解することができる。 
２．会社の仕組みを理解することができる。 
３．企業研究によって上記の理解を深めることができる。 
４．企業人、社会人としての基礎力が何たるかを理解し身につけることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
授業ガイダンスと「会社入門」レベルの講義  講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

２ 

企業・組織に関する基礎知識Ⅰ（日本企業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

３ 

企業・組織に関する基礎知識Ⅱ（外資系企業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

４ 

日本国内と日本を取り巻くビジネス環境についての理解Ⅰ（国内企

業） 
前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

５ 

日本国内と日本を取り巻くビジネス環境についての理解Ⅱ（グロー

バル企業） 
前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

６ 

日本の企業研究Ⅰ（製造業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

７ 

日本の企業研究Ⅱ（流通・小売業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

８ 

日本の企業研究Ⅲ（建設業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義終了後に出す課題

についてレポートを作

成する(3 時間) 

９ 

日本の企業研究Ⅳ（金融業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 



10 

関西の企業研究Ⅰ（関西でユニークな企業を取り上げる） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した企画

書の精査をする(2 時間) 

11 

奈良県の企業研究Ⅰ（奈良県でユニークな企業を取り上げる） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した企画

書の精査をする(2 時間) 

12 

外資系の企業研究Ⅰ（ＩＴ企業） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

13 

成長し続ける企業の成長要因についての考察 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

14 

成長し続ける企業のマネジメントについての考察 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

次回のプレゼンに向け

て最終チェックをする

(2 時間) 

15 
まとめとふりかえり 全講義資料の読み直し

(3 時間) 
全体の振り返りを行う

(3 時間) 

 

教科書 特に指定はしない、必要な資料は都度配布する。 

参考書 日本経済新聞、日経ビジネス 

成績評価 
方法・基準 

授業への参加態度（30%）、レポート提出（20%）、理解度（40％）、小テスト等（10％） 

備考  

 



科目 
コード 3133 ナンバ

リング BAB210 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 オフィススタディ 

科目英語名 Office and Secretarial Studies 

担当教員 高橋 紀子 

資格・免許

との関連 
秘書士取得のための必修科目 

学修内容 １．卒業後のオフィスワーク環境について具体的に学び、自らのキャリアプランを考えるきっかけをつかむ。 
２．秘書が上司と社内外のヒュ―マンネットワークや情報ネットワークのコーディネーターとしての役割を担

うことを理解し、組織の一員として機能できることを学ぶ。   
３.経営視点略やマーケティングなど幅広い知識を学び、変化する社会に対応する柔軟性や企画力を身につけ

る。 
学修成果 
到達目標 

１．秘書業務を体系的に理解することができる。 
２．ビジネスマナーとオフィスワークに必要なスキルを理解できる。 
３．IT コミュニケーションの重要性を知り、その処理能力を向上できる。 
４．オフィス環境の成立条件を理解し、就職意欲を高めることができる。 
５．ビジネス知識や一般社会常識を習得することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
秘書の概念：秘書とは、組織とは  振り返り＆課題シート

作成(3 時間) 

２ 
秘書の資質：オフィスワーカーとしての心構え、社会性 自己理解シート作成 

(２時間) 
振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

３ 
秘書の役割：秘書の仕事内容 自己理解シート作成 

(２時間) 
振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

４ 
秘書の業務Ⅰ：ワークプレイス（職場）におけるコミュニケーショ

ン 
リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

５ 
秘書の業務Ⅱ：ワークプレイス（職場）での人間関係の築き方 リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

６ 
情報環境を知る：社内外のコミュニケーション、IT ネットワーク リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

７ 
ビジネス文書Ⅰ：社内文書の取り扱い、基本用語 リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

８ 
ビジネス文書Ⅱ：社外文書の取り扱い、ビジネスメール リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

９ 
プレゼンテーション：自己表現とコンタクト リサーチ(２時間) 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

10 
マネジメント（管理）：経営管理 レポート（２時間） 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

11 
マーケティング研究：流通チャネル・取引先 レポート（２時間） 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

12 
ビジネス知識Ⅰ：企業形態、業界知識、ビジネスモデル レポート（２時間） 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

13 
ビジネス知識Ⅱ：著作権やコンプライアンス レポート（２時間） 振り返り＆課題シート

作成(２時間) 

14 ビジネス知識Ⅲ：ビジネス用語や専門知識 レポート（２時間） テスト準備（２時間） 

15 これからの秘書に求められるもの レポート（２時間） テスト準備（３時間） 

 

教科書 なし（各回、ワークシートを配布） 



参考書 なし（各回、ワークシートを配布） 

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢など 40％）、コミュニケーション力（課題やコメントなど 30％）、キャリアプラン（レポート

課題 30％） 

備考  

 



科目 
コード 3134 ナンバ

リング BAB110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ビジネス文書 

科目英語名 Business Writing 

担当教員 吉村 司 

資格・免許

との関連 
ビジネス実務士、秘書士取得のための選択科目 

学修内容 メール、Web、SNS などインターネットの業務利用が一般的である現在のビジネスシーンにおいて、仕事上の 
基本コミュニケーションは「文書」で行われます。本講義では、会社の「仕事」における基本業務を踏まえ、 
ビジネス文書の基本書式の講義や、「読む」「書く」「話す」「コミュニケーションを行う」のグループ・ディス

カッションや演習を通じて実践的なビジネス文書の作成能力を習得します。 
 

学修成果 
到達目標 

１．ビジネス文書の基本書式を理解し、作成できる。 
２．ビジネスメールの基本書式を理解し、作成できる。 
３．ビジネス・コミュニケーションツールの基本書式を理解し、作成できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション ビジネス文書の基本①ビジネス文書が果たす 
重要な役割  
  
※各回のテーマは適宜変更する場合があります(以下同) 

本授業での習得目標や

抱負および自己紹介を

2～3 分で発表できるよ

うまとめておいてくだ

さい(1 時間) 

1)「QR」:授業のポイン 
ト(学び、気づき、実践) 
を簡潔にまとめ当日中 
に 提 出 (0.5 時 間 ) 2)
「IDR」:「授業での 学
びを将来オフィスで ど
う仕事に活かすか」を 
次回授業開始迄に提出  
(2.5 時間) ※1)2)↓ 

２ 

ビジネス文書の基本②文書作成技能が求められている理由 前回授業で指定された 
スピーチのテーマ (=今
回の授業テーマ) につ

いて、自身の経験や 他
者事例、その他情報・ 活
動をまとめ、毎回授業 
冒頭で行う 1 分間スピ 
ーチでの発表を前提に 
予習・準備をしておいて 
ください (1 時間) 

※1)「QR(QuickReport: 
クイック･レポート)」 
※ 2) 「 IDR(In-Depth 
Report: 詳細レポート 
文献等各種情報や活動 
を加味して授業テーマ 
に 対 す る 見 解 を 
論 じ る)」  
  
同上 

３ 
ビジネス実務文書Ⅰ（表記技能）①ビジネス用語に使われる漢字、

会社の仕組み（部署と職種） 
同上 同上 

４ 
ビジネス実務文書Ⅰ（表記技能）②句読点、慣用の手紙用語、書き

誤りやすい漢字(同音異義語) 
同上 同上 

５ 
ビジネス実務文書Ⅱ（表現技能）①正確な文書、分かりやすい文書

(件名、箇条書き、要約) 
同上 同上 

６ 
ビジネス実務文書Ⅱ（表現技能）②礼儀正しい文書(敬称、丁寧な

言い回し) 
同上 同上 

７ 
ビジネス実務文書Ⅲ（実務技能）①社内文書(通知文書、案内文書、

稟議書) 
同上 同上 

８ 
ビジネス実務文書Ⅲ（実務技能）②社外文書:社外通信文書(営業・

商用に関する文書) 
同上 同上 

９ 
ビジネス実務文書Ⅲ（実務技能）③社外文書:社交文書(儀礼に関す

る文書) 
同上 同上 

10 ビジネス・コミュニケーションⅠ(ビジネスメールの基本書式) 同上 同上 



11 ビジネス・コミュニケーションⅡ（ビジネスメールの作成演習） 同上 同上 

12 ビジネス・コミュニケーションⅢ（ビジネス情報の収集方法） 同上 同上 

13 ビジネス・コミュニケーションⅣ（自己紹介ツールの基本書式） 同上 同上 

14 ビジネス・コミュニケーションⅤ（自己紹介ツールの作成演習） 同上 同上 

15 
まとめとふりかえり 同上 これまでの講義内容を 

総復習する(3 時間) 

定期試験 

教科書 指定教科書は特にありませんが、必要に応じて提示します。 

参考書 標準（基礎）：ビジネス文書検定受験ガイド 3 級 （財団法人実務技能検定協会） 
発展（応用）：ビジネス文書検定受験ガイド 1･2 級 （財団法人実務技能検定協会） 

成績評価 
方法・基準 

1)平常点（①受講姿勢②1 分間スピーチ③「QR」④「IDR」・課題）（40％） 2)コミュニケーション力（①プレ

ゼンテーション②傾聴力③授業内発表・ディスカッション貢献度）（20％） 3)定期試験（40％） ※1)-3)のいづ

れかが 50%未満の成績の場合、全体の合計成績に関わらず不合格となる場合があります 

備考 全授業にてグループ・ディスカッションや演習を行うため、発表・討議等受講者同士で積極的に理解・応援し 
合うポジティブな受講姿勢を高く評価します。一方、予復習の不履行、課題・レポートの未提出、遅刻・居眠 
り・私語、発表・討議への取組不足等ネガティブな受講姿勢には厳しい評価を行います。 

 



科目 
コード 3138 ナンバ

リング BAA210 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 ビジネス実務概論 

科目英語名 Business Practice Introduction 

担当教員 上田 利博 

資格・免許

との関連 
ビジネス実務士取得のための必修科目 

学修内容 現代の社会情勢や経済動向を踏まえ、将来、職業人として適応するための知識を身につけます。自らの職業観

や勤労観といった概念の形成を前提に、ビジネス常識および基礎的なコミュニケーション、情報の活用につい

て理解します。さらに、企業の役割や責任を理解するとともに、効率的な業務の進め方、問題解決のための技

法の習得を目指します。本概論を通して、ビジネスの基本と仕事の実践を習得します。 
学修成果 
到達目標 

ビジネス社会における基礎知識を理解し、エンプロイアビリティ（employability）雇用されうる能力を養うこ

とが出来ます。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ビジネス実務の概要 シラバスの確認とテキ

ストに目を通しておく

(1 時間) 

ジョブパス 3 級 2 級の

過去問概要を確認して

おく(1 時間) 

２ 

ビジネス実務とキャリア形成 1 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 2 章目を通

しておく(2 時間) 

テキスト第 2 章復習 
第 2 章過去問(2 時間) 
 

３ 

ビジネス実務の基礎知識会社組織の基本 1 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 2 章目を通

しておく(2 時間) 

テキスト第 2 章復習 
第 2 章過去問(2 時間) 
 

４ 

仕事への取り組み方 1 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 3 章目を通

しておく(2 時間) 

テキスト第 3 章復習 
第 3 章過去問(2 時間) 
 

５ 

ビジネスコミュニケーションの基本 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 3 章目を通

しておく(2 時間) 

テキスト第 3 章復習 
第 3 章過去問(2 時間) 
 

６ 

仕事の指示と報告・連絡・相談 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 4 章・第 5 章

目を通しておく(2 時間) 

テキスト第 4 章復習 
第 4 章・第 5 章過去問(2
時間) 
 

７ 

電話応対 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 6 章と第 2
編第 3 章目を通してお

く(2 時間) 

テキスト第 5 章復習 
第 6 章・第 2 編第 3 章

過去問(2 時間) 
 

８ 

来客応対と訪問の基本マナー 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 2 編第 1 章・

第 2 章目を通しておく

(2 時間) 

ジョブパス試験対策 
平成 30 年 3 級過去問 
(3 時間) 
 

９ 

ビジネス文書の基本 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
テキスト第 2 編第 4 章・

第 5 章目を通しておく

(2 時間) 

ジョブパス試験対策 
平成 29 年 3 級過去問 
(3 時間) 
 



10 
統計・データの読み方 ジョブパス試験対策 

平成 29 年 3 級過去問 
(2 時間) 

ジョブパス試験対策 
平成 28 年 3 級過去問 
(3 時間) 

11 

情報収集とメディアの活用 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
ジョブパス 3 級出題の

ビジネス用語を覚える

(2 時間) 

ジョブパス試験対策 
平成 27 年 3 級過去問 
2 級特有問題の復習 
(3 時間) 
 

12 

企業におけるコンプライアンス 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
(ジョブパス 3 級出題の

ビジネス用語を覚える

(2 時間) 

コンプライアンスの復

習 
ビジネス用語の復習(2
時間) 
 

13 
労働基準法 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
労働法を調べる(2 時間) 

ビジネスに関わる労働

法の復習(2 時間) 

14 

社会保障と税金 3 分間のビジネススピ

ーチ準備 
社会保障について調べ

る(2 時間) 

 

15 
企業を取り巻く環境と経済の基本 総まとめプレゼン準備

準備(2 時間) 
ジョブパス 3 級テキス

ト総復習(2 時間) 

 

教科書 B 検ジョブパス 2020 年版ビジネス能力検定３級公式テキスト 一般財団法人職業教育・キャリア教育財団著 

日本能率マネジメントセンター発行(ISBN 978-4-8207-2756-9 C3034) 
教科書のほか、適宜プリントを配布します。 
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（60％）、平常点（提出物、積極性、授業態度）（40％） 

備考  

 



科目 
コード 3137 ナンバ

リング BAA230 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 事業計画論 

科目英語名 Business Plan 

担当教員 登坂 一博 

資格・免許

との関連 
ビジネス能力検定（B 検）ジョブパス（文部科学省後援）3 級取得のための選択科目 

学修内容 1 年次で学習した日本企業論をベースにビジネスプラン作成に必要な経営学及びマーケティング論の基本的な

理論・フレームワーク・キーワードを具体的・実践的に学び、実際に事業計画を作成する。「資金」や「競合」

についてしっかり考えることにより、現実的でビジネスに通用するレベルに到達するよう意図している。 

学修成果 
到達目標 

１．経営学の基本的な理論を理解することができる。 
２．事業計画とは何かを身近に感じることができる。 
３．起業に必要な要素を理解することができる。 
４．起業家としての仮想体験をすることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーションと事業計画の基礎理論  講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

２ 

事業機会と顧客ターゲット 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

３ 

ビジネスモデルと競争優位性 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

４ 

起業家について 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

５ 

起業家の事例研究Ⅰ（国内） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

６ 

起業家の事例研究Ⅱ（海外） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

７ 

社会的企業と収益 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

８ 

資金調達について 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義終了後に出す課題

についてレポートを作

成する(3 時間) 

９ 

事業計画の書き方 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

10 
事業計画の作成演習Ⅰ（事業コンセプト、事業に対する想い等検討） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義時に配布した企画

書の精査をする(2 時間) 



講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

11 

事業計画の作成演習Ⅱ（事業化に必要なアクションプラン等検討） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した企画

書の精査をする(2 時間) 

12 

事業計画のケーススタディⅠ（企業内事業計画例） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

13 

事業計画のケーススタディⅡ（ベンチャー起業例） 前回の講義終了後に配

布するテキストを次回

講義までに読んでおく

こと(2 時間) 

講義時に配布した資料

の要点を整理する(2 時

間) 

14 
事業計画書の完成 事業計画書の全体の見

直しをする(2 時間) 
次回のプレゼンに向け

て最終チェックをする

(2 時間) 

15 
ビジネスプランの発表（ふりかえりとまとめ） 発表の予行練習の実施

(2 時間) 
全体の振り返りを行う

(3 時間) 

 

教科書 特に指定はしない、必要な資料は都度配布する。 

参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業への参加態度（30%）、レポート提出（20%）、講義の成果物としての事業計画書の提出（20%）、プレゼン

テーション（30%） 

備考  

 



科目 
コード 3150 ナンバ

リング BAA115 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 経営学総論 

科目英語名 Management 

担当教員 戸田 信聡 

資格・免許

との関連 

介護福祉士資格取得のための選択必須科目 
ビジネスキャリアコース必修科目 
ビジネス実務士資格取得のための選択必須科目 

学修内容 １．経営・ビジネスの主要項目について基礎的知識を修得します。 

２．経営・ビジネスの基礎的な知識を、具体的な企業から学び、ビジネスの世界を知ります。そして、自分がこ

れから社会に出て、ビジネスをしていくうえで何が必要か考察します。 

学修成果 

到達目標 

１．経営感覚を身につけ、ビジネス現場で課題を発見し、解決策を考えることができるようになる。 

２．経営学を具体的な事例、人物から学び、ビジネス・プランを企画することができるようになる。 

３．新しい商品やサービスを考えることができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション（経営とは何か） シラバスと教科書の第１章

に目を通しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１章

を復習整理しておく（2 時間） 

２ 
企業経営の全体像 教科書の第２章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第２章

を復習整理しておく（2 時間） 

３ 
企業と社会 教科書の第３章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第３章

を復習整理しておく（2 時間） 

４ 
企業とインプット（金融資本・労働市場との関わり） 教科書の第４章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第４章

を復習整理しておく（2 時間） 

５ 
企業とアウトプット（製品・サービス市場との関わり） 教科書の第５章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第５章

を復習整理しておく（2 時間） 

６ 
競争戦略１（基本的な考え方） 教科書の第６章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第６章

を復習整理しておく（2 時間） 

７ 
競争戦略２（一般的なビジネス・システム） 教科書の第７章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第７章

を復習整理しておく（2 時間） 

８ 

競争戦略３（競争優位のビジネス・システム） 教科書の第 7 章に関連する

事例を調べておく（2 時間） 

授業で検討した事例検討の

内容と教科書の第７章を復

習整理しておく（2 時間） 

９ 
多角化戦略（事業の転地） 教科書の第８章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第８章

を復習整理しておく（2 時間） 

10 
グローバル時代のマネジメント 教科書の第 9 章に目を通し

ておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第９章

を復習整理しておく（2 時間） 

11 

経営組織 教科書の第 10 章に目を通

しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１０

章を復習整理しておく（2 時

間） 

12 

リーダーシップ論 教科書の第 11 章に目を通

しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１１

章を復習整理しておく（2 時

間） 

13 

組織とキャリア 教科書の第１２章に目を通

しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１２

章を復習整理しておく（2 時

間） 

14 

ワーク・モチベーション 教科書の第１３章に目を通

しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１３

章を復習整理しておく（2 時

間） 

15 

経営学の広がり 教科書の第 14 章に目を通

しておく（2 時間） 

授業内容と教科書の第１４

章を復習整理しておく（2 時

間） 



教科書 加護野忠男・吉村典久 「１からの経営学（第２版） 碩学舎 2012 年 4 月 ISBN-13: 978-4502696107 

参考書  

成績評価 

方法・基準 

授業態度（発言、情報の質量、態度、行動等）（50%）、課題レポートの内容及び発表内容、特に基礎的な内容が

理解できたかどうかを重視します（50%）。 

備考 ディスカッションなどワークを取り入れます。各回のテーマは進行状況に応じて変更する場合があります。 

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 企業でマーケティング、人事、企画部門で実務・マネジメント経験のある教員が、経営学の基礎理論を踏まえ

た上で、現場で実践できる考え方や方法論を指導する科目である。 



科目 
コード 3160 ナンバ

リング BAA105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 経理実務Ⅰ 

科目英語名 Practical Accounting Ⅰ 

担当教員 橋本 祐樹 

資格・免許

との関連 
後期設置科目「経理実務Ⅱ」と併せて受講することで、日本商工会議所簿記検定 3 級レベルの内容

を網羅する。本科目を受講しながら同検定の合格も目指すことを推奨する。 
学修内容 経理実務Ⅰでは、基本的な簿記の仕組み（仕訳～試算表作成）を学び、経理実務を行う上で必要不可欠である

基礎的な簿記知識の習得を行う。適宜ワークを取り入れながら、複式簿記の概念を皮膚感覚として身につける。 

学修成果 
到達目標 

複式簿記の概念を理解し、仕訳～試算表作成までの基本的な流れや実務的手続きができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 簿記の基礎 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

２ 現金と当座預金 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

３ 商品売買 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

４ 手形 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

５ １～４の振り返り（ワーク実習） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

６ 有価証券と固定資産 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

７ その他の取引①（前払金等） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

８ その他の取引②（資本金等） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

９ ６～８の振り返り（ワーク実習） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

10 帳簿 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

11 伝票 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

12 試算表 テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

13 １０～１２の振り返り（ワーク実習） テキスト・問題(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

14 全体（１～１２の振り返り（ワーク演習） テキスト・問題(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

15 経理実務の総まとめ テキスト・問題(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

 

教科書 サクッとうかる日商 3 級 テキスト（ISBN 4781013237 、桑原和之著、ネットスクール(株)、2018） 
サクッとうかる日商 3 級 トレーニング（ISBN 4781013244 、桑原和之著、ネットスクール(株)、2018） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） クラス・ディスカッションへの貢献度（30％） 理解度（40％） 

備考 電卓（できれば 12 桁のもの）を持参してください。 
随時、問題集などの宿題を課し、提出を求めます。（授業態度、理解度の評価において参考とします。） 
毎回、簡単な確認テストを実施します。（理解促進のためのものであり、成績評価には反映しません。） 

 



科目 
コード 3170 ナンバ

リング BAA120 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 経理実務Ⅱ 

科目英語名 Practical Accounting Ⅱ 

担当教員 橋本 祐樹 

資格・免許

との関連 
前期設置科目「経理実務Ⅰ」と併せて受講することで、日本商工会議所簿記検定 3 級レベルの内容

を網羅する。本科目を受講しながら同検定の合格も目指すことを推奨する。 
学修内容 経理実務Ⅱでは、経理実務Ⅰで学習した経理の仕組みを踏まえて企業の財務諸表の作成方法や概観的な見方を

学び、実際の企業を分析することでその手法や重要性を体感する。また、実務で使用されることの多い会計ソ

フトを使用し、実際の企業における経理実務の一部を体感する。 
学修成果 
到達目標 

精算表～決算書作成の実務的手続きができるようになるとともに、決算書に基づく企業分析の手法や重要性に

ついて理解し、説明できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 経理実務Ⅰの復習 テキスト・問題(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

２ 決算手続き①（貸倒引当金等） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

３ 決算手続き②（減価償却等） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

４ 決算手続き③（精算表の作成等） テキスト読込(1 時間) テキスト・問題(3 時間) 

５ 財務諸表の見方 新聞等情報収集(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

６ 貸借対照表の見方 新聞等情報収集(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

７ 損益計算書の見方 新聞等情報収集(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

８ キャッシュフロー計算書の見方 新聞等情報収集(2 時間) テキスト・問題(2 時間) 

９ 数字による経営分析の仕方 新聞等情報収集(2 時間) 宿題プリント(2 時間) 

10 有価証券報告書（決算書）の見方 新聞等情報収集(2 時間) 宿題プリント(2 時間) 

11 経理実務の現場 新聞等情報収集(2 時間) 宿題プリント(2 時間) 

12 グループワーク①（企業リサーチ） 新聞等情報収集(2 時間) 自宅でのワーク(2 時間) 

13 グループワーク②（企業分析） 新聞等情報収集(2 時間) 自宅でのワーク(2 時間) 

14 グループワーク③（プレゼンテーション準備） 新聞等情報収集(2 時間) 自宅でのワーク(2 時間) 

15 グループ発表（企業分析） 新聞等情報収集(2 時間) 自宅でのワーク(2 時間) 

 
教科書 サクッとうかる日商 3 級商業簿記テキスト+問題集（ISBN 978-4781013190、桑原和之著、ネットスクール(株)、

2016） 
サクッとうかる日商 3 級商業簿記本質理解問題集（ISBN 978-4781013206、桑原和之著、ネットスクール(株)、
2016） 

参考書 導入（準備）：会計天国（ISBN 978-4-569-70917-8、竹内謙礼著、ＰＨＰ研究所、2013） 
標準（基礎）：ストーリーでわかる財務 3 表超入門（ISBN 9784478015612、國貞克則著、ダイヤモンド社、

2011） 
成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） クラス・ディスカッションへの貢献度（30％） 理解度（40％） 

備考 電卓（できれば 12 桁のもの）を持参してください。 
随時、問題集などの宿題を課し、提出を求めます。（授業態度、理解度の評価において参考とします。） 
毎回、簡単な確認テストを実施します。（理解促進のためのものであり、成績評価には反映しません。） 

 



科目 
コード 3180 ナンバ

リング BAA205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 マーケティング 

科目英語名 Marketing 

担当教員 吉村 司 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース必修科目 
ビジネス実務士資格取得のための選択必須科目 

学修内容 マーケティングとは企業が顧客に対してよりよい価値を提供して交換し合う活動で、一部のマーケティグ部門

や経営者が行うのではなく、経営者がリーダーシップをとり、会社全体で取り組むべき活動となってきました。

本講義では、マーケティングの基本理論から実際のビジネス現場や会社の仕事として備えておくべき知識を 
ベースに、最新事例をテーマとしたグループ。ディスカッションを取り入れながら受講者全員で楽しみながら

マーケティングを学び、活用する授業を目指します。 
学修成果 
到達目標 

１．マーケティングの基本理論を修得し、説明出来る。 
２．マーケティング活動に必要な情報収集が出来る。 
３．マーケティングの基本理論をもとにビジネス計画が策定出来る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション、「『マーケティグ』とは」 シラバス、教科書に目を

通し、本授業での習得目

標と抱負およびこれま

でマーケティグについ

て学んだことをまとめ

ておいてください (1.5
時間) 

1)「QR」:授業のポイン

ト(学び、気づき、実践)
を簡潔にまとめ当日中

に提出(0.5 時間) 
2)「MR」:「当月の授業

での学びを将来の自身

の仕事にどう活かすか」

を次月第１週の授業開

始迄に提出(各授業で執

筆･準備 2 時間)※1)2)↓ 

２ 

マーケティング・コンセプトⅠ   
STP と 4P 

前回授業で指定された

スピーチのテーマ 
(=今回の授業テーマ) 
について、自身の経験や

他者事例、その他情報を

まとめ、毎回授業冒頭で

行う 1 分間スピーチで

の発表を前提に予習・ 
準備をしておいて 
ください(1.5 時間) 

※1)「QR(QuickReport:
クイック･レポート)」 
※2)「MonthlyReport:
月間レポート」文献等各

種情報や活動を加味し

て授業テーマに対する

見解を論じる)」 
同上 

３ 
マーケティング・コンセプトⅡ  
強みと弱みを知る 

同上 同上 

４ 消費者行動 同上 同上 

５ マーケティング・リサーチ 同上 同上 

６ プロダクト(製品開発) 同上 同上 

７ プライス(価格設定) 同上 同上 

８ プロモーション(広告と販促) 同上 同上 

９ プレイス(流通と営業)、チャネル設計 同上 同上 

10 
CRMⅠ   
1 to 1 マーケティグ 

同上 同上 

11 
CRMⅡ   
顧客生涯価値(LTV) 

同上 同上 



12 デジタル・マーケティングと AI 同上 同上 

13 
ブランドとサービス・マーケティングⅠ   
「ブランドとは顧客への『約束』」 

同上 同上 

14 
ブランドとサービス・マーケティングⅡ   
「お客様は神様です」を超える 

同上 同上 

15 
まとめとふりかえり 同上 これまでの講義内容を

総復習する（2.5 時間) 

 

教科書 【図解】大学 4 年間のマーケティングが 10 時間でざっと学べる 2018 年 3 月  阿部 誠 (著)  
KADOKAWA ISBN-13: 978-4046023308 

参考書 大学 4 年間のマーケティングが 10 時間でざっと学べる 2017 年 9 月 阿部 誠  (著)  
KADOKAWA ISBN-13: 978-4046020154 
その他、講義の中で適宜紹介を行います 

成績評価 
方法・基準 

1)平常点（①受講姿勢②1 分間スピーチ③「QR」④「IDR」・課題）（40％） 
2)コミュニケーション力（①プレゼンテーション②傾聴力③授業内発表・ディスカッション貢献度）（20％） 
3)定期試験（40％） 
※1)-3)のいづれかが 50%未満の成績の場合、全体の合計成績に関わらず不合格となる場合があります 

備考 全授業にてグループ・ディスカッションや演習を行うため、発表・討議等受講者同士で積極的に理解・応援し

合うポジティブな受講姿勢を高く評価します。一方、予復習の不履行、課題・レポートの未提出、遅刻・居眠

り・私語、発表・討議への取組不足等ネガティブな受講姿勢には厳しい評価を行います。 

 



科目 
コード 3190 ナンバ

リング BAA200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 日本経済とビジネス 

科目英語名 Japanese Economy and Business 

担当教員 橋本 祐樹 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 

学修内容 ビジネスを行う上で、あるいは日常生活を行う上で、私たちは常に「経済」と触れ合っている。新聞やテレビ、

インターネットでも、毎日のように「経済」に関する情報が提供されている。この講義では、日本経済やビジ

ネスに関する身近な事例を取り上げながら、そういった経済情報の読み解き方を学ぶ。また、ファイナンスに

関する基礎知識を学び、今後社会生活を営むにあたって役立つ基本的な考え方を身につける。後半では、ビジ

ネスプラン作成のワークを通じてビジネス感覚を身につける。 
学修成果 
到達目標 

経済の基本的な仕組みを理解し、絶え間なく変化し続ける日本経済の動向を踏まえた、ビジネスパーソンとし

ての判断や行動ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ イントロダクション ～経済現象の読み解き方 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

２ 経済政策 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

３ 経済成長 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

４ 財政政策・金融政策 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

５ 再分配政策 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

６ 金利と資産形成 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

７ 人口動態と経済 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

８ 戦後の日本経済 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

９ ファイナンスの基本 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

10 家計のファイナンシャル・プランと財務状態の分析 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

11 ビジネスプラン作成の基本 新聞等情報収集(2 時間) テキスト復習(2 時間) 

12 
ビジネス・プランの作成①（グループワーク ビジネスモデルの確

立） 
新聞等情報収集(1 時間) 自宅ワーク(3 時間) 

13 
ビジネス・プランの作成②（グループワーク マーケティングリサ

ーチ） 
新聞等情報収集(1 時間) 自宅ワーク(3 時間) 

14 ビジネス・プランの作成③（グループワーク、発表資料作成） 新聞等情報収集(1 時間) 自宅ワーク(3 時間) 

15 ビジネス・プランの作成④（グループ発表） 発表練習(3 時間) 全体振り返り(1 時間) 

 

教科書 日本がわかる経済学（ISBN 978-4-14-081642-4、飯田泰之著、NHK 出版、2014） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） クラス・ディスカッションへの貢献度（30％） 理解度（40％） 

備考 毎回、簡単な確認テストを実施します。（理解促進のためのものであり、成績評価には反映しません。） 

 



科目 
コード 3191 ナンバ

リング BAA215 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 オフィス実務演習Ⅰ 

科目英語名 Office Work PracticeⅠ 

担当教員 吉村 司 

資格・免許

との関連 
秘書士取得のための選択科目 

学修内容 オフィスワークの実務スキルを習得し、秘書または秘書機能を有する職業人としてオフィス実務環境に適応 す
るための基本的な知識を身につけます。秘書業務やサポート業務を遂行することを前提にして、基本的知識 の
習得とそのために必要なスキルを習得します。そして、オフィスワークを支える存在の意義を常に考え、 実践

することができる人材を育成します。 
学修成果 
到達目標 

１．秘書実務の基本的なスキルを修得する。  
２．文書管理・情報管理の基本的なスキルを修得する。  
３．秘書としての基本的な接遇対応が出来る。  
４．秘書としての基本的な情報行動が出来る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション オフィス実務とは 
※各回のテーマは適宜変更する場合があります(以下同) 

本授業での習得目標や 抱負

および  1 回生の成 果報告

を 2～3 分で発表 できるよ

うまとめ、テキ ストの第 1 
章を読んで おいてください

(20 分) 

1)「QR」:授業のポイン ト
(学び、気づき、実践) を簡

潔にまとめ当日中 に提出

(10 分) 2)「IDR」:「授業で

の 学びを将来オフィスで 
どう仕事に活かすか」を 次
回授業開始迄に提出  (30 
分)※1)2)↓ 

２ 

指示と報告 前回授業で指定された スピ

ーチのテーマ (=今回の授業

テーマ) について、自身の経

験や 他者事例、その他情報

を まとめ、毎回授業冒頭で 
行う  1 分間スピーチで の
発表を前提に予習・ 準備を

しておいて ください(20 分) 

※1)「QR(QuickReport: ク
イック･レポート)」 ※ 2) 
「  IDR(In-Depth Report:
詳細レポート 文献等各種

情報を加味 して授業テー

マに対す  る見解を論じ

る)」  
  
同上 

３ 仕事の進め方 同上 同上 

４ スケジューリング 同上 同上 

５ 出張業務 同上 同上 

６ 会議運営 同上 同上 

７ 接遇実務 同上 同上 

８ 話し方・言葉遣い 同上 同上 

９ ビジネス電話応対 同上 同上 

10 慶弔と贈答 同上 同上 

11 オフィスの環境整備 同上 同上 

12 文書・図表作成 同上 同上 

13 資料整理・ファイリング 同上 同上 

14 社外情報収集 同上 同上 



15 
ソーシャルメディア活用上の注意点 同上 これまでの講義内容を総復

習する（40 分) 

定期試験 

教科書 「新しい時代の秘書ビジネス実務」ISBN978-4-314-10182-0 全国大学実務教育協会［編］ 
紀伊國屋書店 (2009/04) 

参考書 発展（応用）：新しい時代の秘書ビジネス論 全国大学実務教育協会［編］ 

成績評価 
方法・基準 

1)平常点（①受講姿勢②1 分間スピーチ③「QR」④「IDR」・課題）（40％） 2)コミュニケーション力（①プレ

ゼンテーション②傾聴力③授業内発表・ディスカッション貢献度）（20％） 3)定期試験（40％） ※1)-3)のいづ

れかが 50%未満の成績の場合、全体の合計成績に関わらず不合格となる場合があります 

備考 全授業にてグループ・ディスカッションや演習を行うため、発表・討議等受講者同士で積極的に理解・応援し 
合うポジティブな受講姿勢を高く評価します。一方、予復習の不履行、課題・レポートの未提出、遅刻・居眠 
り・私語、発表・討議への取組不足等ネガティブな受講姿勢には厳しい評価を行います。 

 



科目 
コード 3192 ナンバ

リング BAA245 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 オフィス実務演習Ⅱ 

科目英語名 Office Work PracticeⅡ 

担当教員 吉村 司 

資格・免許

との関連 
秘書士取得のための選択科目 

学修内容 フィスワークの実務スキルを習得し、秘書または秘書機能を有する職業人としてオフィス実務環境に適応 する

ための実践的な知識を身につけます。秘書業務やサポート業務を遂行する上で必要な情報環境下におけるオフ

ィスワークに関する実践的知識の習得とそのために必要なスキルを習得します。そして、オフィスワークを支

えるための IT コミュニケーション能力を備えたビジネス実務能力に優れた人材を育成します。 
学修成果 
到達目標 

１．秘書実務の実務的なスキルを修得する。  
２．文書管理・情報管理の実務的なスキルを修得する。  
３．秘書として実務的な接遇対応が出来る。 
４．秘書として実務的な情報行動が出来る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 「会社」とは 本授業での習得目標や 
抱負および前期の成果 
報告を 2～3 分で発表

で きるようまとめ、さ

らに 自身のキャリアデ

ザイ ンについての見解

をま とめておいてくだ

さい (20 分) 

1)「QR」:授業のポイン 
ト(学び、気づき、実践) 
を簡潔にまとめ当日中 
に提出(10 分) 2)「IDR」:
「授業での 学びを将来

オフィスで どう仕事に

活かすか」を 次回授業

開始迄に提出  (30 分 )
※1)2)↓ 

２ 

ロールプレーイングⅠ(社内応対) 前回授業で指定された 
スピーチのテーマ (=今
回の授業テーマ) につ

いて、自身の経験や 他
者事例、その他情報を 
まとめ、毎回授業冒頭で 
行う 1 分間スピーチで 
の発表を前提に予習・ 
準備をしておいて くだ

さい(20 分) 

※1)「QR(QuickReport: 
クイック･レポート)」 
※ 2) 「 IDR(In-Depth 
Report: 詳細レポート 
文献等各種情報を加味 
して授業テーマに対す 
る見解を論じる)」  
  
同上 

３ ロールプレーイングⅡ(来客応対) 同上 同上 

４ ロールプレーイングⅢ(電話応対) 同上 同上 

５ 日経新聞の読み方 同上 同上 

６ 社内文書作成演習Ⅰ(会議資料：パワーポイント) 同上 同上 

７ 社内文書作成演習Ⅱ(役員会資料：ワード) 同上 同上 

８ 社外文書作成演習Ⅰ(案内書：エクセル) 同上 同上 

９ 社外文書作成演習Ⅱ(通信文書：メール) 同上 同上 

10 社内行事企画 同上 同上 

11 オフィス IT 実務演習Ⅰ(社内ワークフローシステム) 同上 同上 

12 オフィス IT 実務演習Ⅰ(社内外メールの作成・運用) 同上 同上 

13 オフィス IT 実務演習Ⅰ(インターネットによる情報収集) 同上 同上 



14 ソーシャルメディア時代のリスクマネージメント 同上 同上 

15 
これからのオフィス実務 同上 これまでの講義内容を

総復習する（40 分) 

定期試験 

教科書 特に指定しません。 

参考書 標準（基礎）：新しい時代の秘書ビジネス実務 全国大学実務教育協会［編］ 
発展（応用）：新しい時代の秘書ビジネス論 全国大学実務教育協会［編］ 

成績評価 
方法・基準 

1)平常点（①受講姿勢②1 分間スピーチ③「QR」④「IDR」・課題）（30％） 2)コミュニケーション力（①プレ

ゼンテーション②傾聴力③授業内発表・ディスカッション貢献度）（20％） 3)定期試験（50％） ※1)-3)のいづ

れかが 50%未満の成績の場合、全体の合計成績に関わらず不合格となる場合があります 

備考 全授業にてグループ・ディスカッションや演習を行うため、発表・討議等受講者同士で積極的に理解・応援し 
合うポジティブな受講姿勢を高く評価します。一方、予復習の不履行、課題・レポートの未提出、遅刻・居眠 
り・私語、発表・討議への取組不足等ネガティブな受講姿勢には厳しい評価を行います。 

 



科目 
コード 3305 ナンバ

リング BAA235 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 観光ビジネス 

科目英語名 Tourism Business 

担当教員 杉山 拓次 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 

学修内容 「まち」や「自然」という対象からそれぞれが価値を見つけ、読みとき、読みかえ、紹介し、つなぐことで、新

たな「観光ビジネス」の創造を目指します。講義はワークショップやフィールドワーク、プレゼンテーション

を組み合せて進めていきます。（レポート課題あり） 

学修成果 
到達目標 

観光資源の捉え方について理解し説明できる。 
地域の魅力について理解し、効果的に伝えることができる。 
自らの視点で物事を捉え、価値を見出し、伝えることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

はじめに（講義内容、進め方の説明）、 
ワークショップ「観光について考える」 
 

観光というキーワード

に関係する事項を考え

る(2 時間) 

観光に関連する事項に

ついて整理する。(表な

どにまとめる)(2 時間) 
 

２ 

講義「みつける」 
さまざまな観光の分野についての紹介と、身近な観光資源について

の講義 
 

自分が関心のある観光

テーマを一つ考える。(2
時間) 

自分の記憶に残ってい

る観光体験を振り返る

(2 時間) 

３ 
プレゼンテーション「私的観光」 
自分が印象深い観光体験について共有する。 
 

自分の記憶に残ってい

る観光体験を整理する

(2 時間) 

自分に身近な観光資源

を見つける。(2 時間) 

４ 
フィールドワーク「護國神社ミニツアー体験」（学外） 護国神社について調べ

る(2 時間) 
体験したこと・感じたこ

とをまとめる(2 時間) 

５ 
ワークショップ「みつける・伝える」 
フィールドワークの体験の感想と、発見したことを発表・共有 
 

護國神社の資源をまと

める(2 時間) 
自分以外のプレゼンと

合わせて観光資源につ

いて整理する(2 時間) 

６ 

講義「よみとく、よみかえる」 
観光資源を活かしたツアーの紹介、資源の捉え方やさまざまなツア

ー事例、ターゲットの設定などについて学ぶ 
 

観光ツアーのチラシを

複数集める(2 時間) 
観光の魅力 (訴求点 )に
ついて整理する。(2 時

間) 

７ 
講義「奈良の観光と現状」 
奈良の観光の現状と課題についての情報提供（講義） 
 

奈良の観光名所につい

て調べる(2 時間) 
奈良の観光の課題につ

いて整理する(2 時間) 

８ 
フィールドワーク「名所について考える」（学外） 
ならまち散策をして、自分の考える名所を見つける 
 

ならまちについて調べ

る(2 時間) 
自分が「面白い」とおも

ったモノ、コトをまとめ

る(2 時間) 

９ 
プレゼンテーション「私的名所」 
ならまち 散策を通してみつけた「私的名所」について共有し 

ならまち の名所につい

てプレゼンを作成する

(2 時間) 

自分が行ってみたいツ

アーを調べる(2 時間) 

10 

ワークショップ「行きたいツアーってどんなツアー」 
各自が参加したいツアーを持ち寄り、「なぜそのツアーに参加した

いのか」をまとめプレゼン、全体でどのツアーに行きたいかを検討

し、魅力となる点などについて整理する 

自分の行ってみたいツ

アーについて、ツアー内

容、行きたい理由などを

整理する(2 時間) 

観光の魅力 (訴求点 )に
ついて整理する。(2 時

間) 

11 

講義「観光ツアーの作り方」 
観光ツアーを作る際に必要な要素の確認、関連する資格や法令に関

する講義 
 

観光ツアーの要素につ

いて調べておく。(2 時

間) 

奈良県内での観光資源

をしらべる(2 時間) 



12 
ワークショップ「観光ツアーを作ってみる」 
奈良県内を観光するツアー企画を実際に考える 
 

ツアー企画の主となる

資源を決めておく(2 時

間) 

プレゼンテーションを

作成する(2 時間) 

13 
プレゼンテーション「私的観光ツアー」 
各自で企画するツアーのプレゼンテーションを行う 
 

プレゼンテーションを

作成する(2 時間) 
ビジネスの要素につい

て考える。(2 時間) 

14 

ワークショップ 「観光ビジネスについて考える」 
観光の可能性について、直接的なビジネス以外にも複合的な視点で

ビジネスにつながる部分などを整理する 
 

観光に関わる仕事につ

いて考えておく(2 時間) 
観光の可能性と効果に

ついて整理する。(2 時

間) 

15 

講義 「紹介し、つなぐ」 
観光ビジネスの可能性とこれからの観光のあり方についてのまと

める 
 

取り組んでみたい観光

ビジネスの分野を整理

する。(2 時間) 

講義を受けての感想と

学んだことを整理する

(2 時間) 

 

教科書   
 

参考書 観光ブランドの教科書 岩崎邦彦 日本経済新聞出版社 2019 年 ISBN-13: 978-4532323073 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（50％）、レポート（50％） 

備考 積極的に授業に参加し、他の学生とコミュニケーションしながら、主体的に考えることを重視します。 

 



科目 
コード 3310 ナンバ

リング BAA240 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 地域活性化論 

科目英語名 Area Activation 

担当教員 杉山 拓次 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 ・様々な取組に目を向け、地域活性化について学習する。 
・地域活性化の特性、地域活性化の問題点などを明らかにし、どのような取組が必要であるかを学習する。 
・地域活性化での自分の役割と使命を考察する。 

学修成果 
到達目標 

１．地域の現状を把握し、地域活性化を行う目的が理解できる。 
２．地域活性化の取組みに必要な要素が把握できる。 
３．新しい商品やサービスの企画できる。 
４．企画した成果を発信するプレゼンテーションができるようになる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
はじめに（講義内容、進め方の説明）、 
「地域活性化って何だろう？ 

「地域活性化」とはどん

なイメージがあるかを考

える（2 時間） 

授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

２ 
講義「持続可能な地域社会と SDG」 自分にとっての「地域」と

は何かを考えておく（２

時間） 

授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

３ 
講義「わたしから始まる地域」 自分にとっての「地域」と

は何かを考えておく（2 時

間） 

授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

４ 
プレゼンテーション「私の住んでいる地域」 自分の住んでいる（住ん

でいた）地域について調

べておく（2 時間） 

授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

５ 
講義「地域の課題を理解する」（１） 教科書第２章に目を通す

（２時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

６ 
講義「地域の課題を理解する」（２） 教科書第２章に目を通す

（２時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

７ 
講義「地域の課題を理解する」（３） 教科書第２章に目を通す

（２時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

８ 
ワークショップ「鹿野園ってどんな地域」 鹿野園について調べてお

く（2 時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

９ 
フィールドワーク「鹿野園地域を歩く」 地域で訪れたい場所を決

めておく。（2 時間） 
フィールドワークのレポ

ートを作成する。（2 時間） 

10 
ワークショップ「鹿野園課題マップづくり」 フィールドワークのレポ

ートを作成する。（2 時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

11 
講義「地域課題の解決と活性化」 教科書第５章に目を通す

（2 時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

12 
ワークショップ「鹿野園未来ビジョンづくり」 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

13 
ワークショップ「鹿野園未来ビジョンづくり２」 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

14 
鹿野園活性化プロジェクトの検討 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

15 
鹿野園活性化プロジェクトの発表 発表資料を準備しておく

（2 時間） 
授業で学んだことの復習

整理をしておく（2 時間） 

 



教科書 持続可能な地域の作り方 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン 筧 祐介 著 
英治出版 ISBN978-4-86276-251-1 

参考書 孤立する都市、つながる街 保井美樹編著 全労済境界「つながり暮らし研究会」編 
日本健在新聞出版社 2019 年 ISBN978-4-532-17673-0 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（50％）、レポート（50％） 

備考 自分の住まいやキャンパス周辺に関心を持ち、①何が起こっているか ②面白いイベントがあるか ③どんな

魅力があるか ④どんなことがあれば楽しいか ⑤どんなことが必要か を考えておきましょう。 

 



科目 
コード 3311 ナンバ

リング BAC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 ホスピタリティ論 

科目英語名 Hospitality Theory 

担当教員 碇 ともみ 

資格・免許

との関連 
秘書士・医事実務士取得のための選択科目 

学修内容 多様化する社会に中でホスピタリティの意義と重要性を理解する。身近にある事例や日常からホスピタリティ

を考察し、自らがホスピタリィを生み出すためには何が必要なのかを探究して具現化していく。サービス接遇

を理論と事例検討から学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

様々なサービス業を通してホスピタリティを理解し、利他の心を身につける。サービスとホスピタリティの概

念を学ぶことによって、円滑な人間関係を構築し、相互理解を深め自己成長につなげることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ホスピタリティとサービス（意義と重要性） 教科書を一通り目を通

しておく(1 時間) 
授業の復習と次回授業

のための予習(1 時間) 

２ 
サービス業に求められる資質と人材 教科書の当該項目を読

む(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

３ 
サービス接遇①（飲食業、医療産業のホスピタリティ） 教科書の当該項目を読

む(2 時間) 
サービスに関する課題

を解く(2 時間) 

４ 
サービス接遇②（宿泊業、小売業のホスピタリティ） 教科書の当該項目を読

む(2 時間) 
サービスに関する課題

を解く(2 時間) 

５ 
接遇者の立ち振る舞いと身だしなみ 教科書の当該項目を読

む(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

６ 
接客とクレーム対応 教科書の当該項目を読

む(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

７ 
五感からのホスピタリティ思考 配布資料に関して考察

する(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

８ 
アミューズメントパークからみるホスピタリティ 指示した課題に関して

考察する(2 時間) 
中間レポートに関して

の資料収集(2 時間) 

９ 
ホスピタリティ事例研究（ホテルのホスピタリティ） 中間レポートに関して

関連参考書など事前準

備をする(2 時間) 

中間レポート作成(2 時

間) 

10 
CS（顧客満足）と ES（従業員満足） 配布資料に関して考察

する(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

11 
日本のおもてなし 配布資料に関して考察

する(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

12 
モノからヒトヘ ホスピタリティ戦略 配布資料に関して考察

する(2 時間) 
授業の復習と指示した

課題のための準備をす

る(2 時間) 

13 
グローバルホスピタリティ 配布資料に関して考察

する(2 時間) 
学期末レポートとプレ

ゼンの準備(2 時間) 

14 
事例研究（航空業界のホスピタリティ、プレゼンテーション） 学期末レポートとプレ

ゼンの準備(4 時間) 
授業で行った全ての復

習と課題準備(2 時間) 

15 
総括（理解度確認チェックと解説） 授業で行った全ての復

習と課題準備(4 時間) 
振り返り(2 時間) 



 

教科書 サービス接遇検定受験ガイド 2 級 実務技能検定協会編 早稲田教育出版 ISBN978-4-7766-1302-2 
超多忙の社会人でも実践できるスマート勉強法  碇ともみ編  PHP エディターズ･グループ

ISBN9784909417305 

参考書 適宜指示します。 

成績評価 
方法・基準 

平常点（受講姿勢、課題提出などを含む）（30％）中間レポート（20%）最終レポート（20%）理解度（30％） 

備考 サービス接遇検定 3 級もしくは 2 級合格に十分対応できる授業内容である。 

 



科目 
コード 3340 ナンバ

リング BAF110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 医薬と検査 

科目英語名 Medical Drug and Inspection 

担当教員 牧 雪枝 

資格・免許

との関連 
医事実務士、医療実務士取得のための必修科目 

学修内容 １、薬剤名とその作用や副作用を理解し、治療に有効な疾患について学習する。 
２、検査項目名と臨床的意義を理解し、診断できる疾患について学習する。 
 

学修成果 
到達目標 

診療情報を扱う者に必要な医学の基礎知識として、各疾患を診断するのに必要な検査、さらに投薬を含めた治

療方法を説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
薬理学（薬理学の基礎知識） シラバスの確認と教科 

書に目を通しておく（2 
時） 

教科書薬理編 Chapter1
の復習と暗記項目のま

とめの作成（2 時間） 

２ 

薬理学（末梢神経系作用薬、中枢神経系作用薬） 教 科 書 薬 理 編

Chapter2、3に目を通し

ておく（2 時 間） 

教 科 書 薬 理 編

Chapter1、2、3 の復習

と暗記項目のまとめの

作成（2 時 間） 

３ 

薬理学（消化器系疾患に用いる薬） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter4 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter4 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

４ 

薬理学（循環器系疾患に用いる） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter5 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter5 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

５ 

薬理学（代謝系疾患の用いる薬） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter6 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter6 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

６ 

薬理学（呼吸器系疾患作用薬〈耳鼻科系疾患も含む〉） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter7 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter7 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

７ 

薬理学（アレルギー系疾患治療薬、抗炎症薬） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter8、9に目を通し

ておく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter8、9の復習と暗

記項目のまとめの作成

（2 時 間） 

８ 

薬理学（ホルモン・ビタミン製剤、貧血および血液疾患治療薬） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter10、11に目を通

しておく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter10、11の復習と

暗記項目のまとめの作

成（2 時 間） 

９ 

薬理学（感染症治療薬および抗悪性腫瘍薬、輸血製剤） 教 科 書 の 薬 理 編

Chapter12、13 に目を

通しておく（2 時 間） 

教 科 書 の 薬 理 編

Chapter12、13 の 復習

と暗記項目のまとめの

作成（2 時 間） 

10 

検査学（検査の基礎知識、一般検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter1、2に目を通し

ておく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter1、2の復習と暗

記項目のまとめの作成

（2 時 間） 



11 

検査学（血液検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter3 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter3 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

12 

検査学（生化学検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter4 に目を通して

おく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter4 の復習と暗記

項目のまとめの作成（2 
時 間） 

13 

検査学（免疫学検査、輸血検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter5、6に目を通し

ておく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter5、6の復習と暗

記項目のまとめの作成

（2 時 間） 

14 

検査学（微生物検査、病理組織学的検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter7、8に目を通し

ておく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter7、8の復習と暗

記項目のまとめの作成

（2 時 間） 

15 

検査学（遺伝子・染色体検査、生理機能検査） 教 科 書 の 検 査 編

Chapter9、10 に目を通

しておく（2 時 間） 

教 科 書 の 検 査 編

Chapter9、10 の復習と

暗記項目のまとめの作

成（2 時 間） 

 

教科書 「検査・薬理学」 ISBN978-4-7679-3721-2、医療秘書教育全国協議会編  井上 肇責任編集         
瀧本美也・渡部雄一共著、建帛社、2019 年（2020 年） 
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（70％） 受講姿勢（30％） 

備考 理解度を確認するために、毎回確認テストをおこないます。 
日頃から自分なりのまとめなどを作成し暗記に努めてください。 

 



科目 
コード 3341 ナンバ

リング BAF100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 医療事務総論 

科目英語名 Medical Clerk 

担当教員 垣内 美和子 

資格・免許

との関連 
医事実務士、医療実務士取得のための必修科目 

学修内容 医療事務の基本となる医療保険制度や医事業務について学び、将来医療秘書として活躍するための基礎知識を

習得する。 
医療事務とは何か、医療事務の仕事及び、医療保険制度について概説する。医療保険制度は医療事務の根幹で

あるので、その理解に重点をおき、医療機関の役割、組織、保険請求、窓口業務の基礎について説明する。 
学修成果 
到達目標 

・医療保険の仕組み、医療保険の種類について理解している。 
・病院の組織、スタッフ組織について理解している。 
・医療事務の仕事内容を理解している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
医療事務の必要性 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

２ 
病院組織と業務管理 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

３ 
医療を支える職員とチーム医療 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

４ 
医療保険制度と医療保険の種類 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

５ 
医療保険による給付(1) 療養の給付、療養費、高額療養費 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

６ 
医療保険による給付(2)保険外併用療養費 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

７ 
保険診療の対象と療養担当規則 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

８ 
公費負担医療(1) 感染症予防法等 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

９ 
公費負担医療(2) 生活保護法 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

10 
公費負担医療(3) 難病法等 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

11 
労災保険と自賠責保険 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

12 
介護保険 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 



13 
インフォームドコンセントと守秘義務 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

14 
保険請求業務 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

15 
受付・会計業務 事前に教科書を読んで

おくこと。(2 時間) 
本時の内容をしっかり

復習し、要点をまとめる

こと。(2 時間) 

 

教科書 「病院事務のための 医療事務総論/医療秘書実務」 有吉澄江・沖山圭子 編著（建帛社） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20%）定期試験(60%) 小テスト(20%) 
 

備考 提出物を回収した際は、丁寧に内容を確認し、速やかに返却する。医療事務の基本は医療保険制度と保険請求

事務であり、医療秘書・医療事務職を目指すには必須です。医師やスタッフの事務的サポート、安心していた

だける患者応対ができるよう、この授業で医療事務の基礎を学習して下さい。そのために、意欲的に根気よく

取り組み、分からないことはいつでも質問に来て下さい。 

 



科目 
コード 3345 ナンバ

リング BAF105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 医療事務演習Ⅰ 

科目英語名 Practice of Medical Clerk Ⅰ 

担当教員 垣内 美和子 

資格・免許

との関連 
医事実務士、医療実務士取得のための必修科目 

学修内容 我が国の診療報酬は点数単価方式といい、診療料や投薬料・注射料などの診療行為ごとに点数が定められてお

り、診療報酬点数表にまとめられている。この授業では、診療行為ごとに定められた点数の算定方法と診療報

酬明細書への記載要領の基礎を学習する。医療事務にとって最も大切な診療報酬請求について保険請求業務の

流れと診療報酬算定について詳しく解説し、基礎的な診療報酬(初診再診料、医学管理料、投薬料、処置料、注

射料、手術料、検査料、画像診断料)の算定ができるよう指導する。 
学修成果 
到達目標 

・基礎的な点数の算定方法・算定条件を理解している。 
・薬剤料、特定保険医療材料の計算ができる。 
・基礎的な診療報酬明細書の記載要領を理解している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

医療保険請求事務とは 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 
 

２ 
診療報酬と請求の流れ 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

３ 
レセプトの基礎知識 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

４ 
点数算定と演習（初診料・再診料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

５ 
点数算定と演習（投薬料１薬価と点数） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

６ 
点数算定と演習（投薬料２処方料・調剤料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

７ 
点数算定と演習（医学管理料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

８ 
点数算定と演習（注射料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

９ 
点数算定と演習（検査料・検体検査） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

10 
点数算定と演習（検査料・生体検査） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

11 
点数算定と演習（病理診断料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

12 
点数算定と演習（処置料・手術料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 



13 
点数算定と演習（麻酔料） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

14 
点数算定と演習（画像診断料１） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

15 
点数算定と演習（画像診断料２） 事前に教科書を読んでおく

こと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復習

し、しっかり理解の定着を

すること。(2 時間) 

 

教科書 「算定とレセプト(上)」 株式会社ソラスト 価格 2000 円＋税 
「算定とレセプト(下)」 株式会社ソラスト 価格 1500 円＋税 
「サポートブック」   株式会社ソラスト 価格 2500 円＋税 
「診療報酬点数早見表「医科」2020 年 4 月版」 医学通信社 価格 4500 円＋税 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度(20%) 定期試験(60%) 小テスト(10%) 提出課題(10%) 

備考 課題を回収した場合、次回の授業で模範解答を提示し、詳しく解説する。 
医療事務の基本は、医療保険制度と保険請求事務であり、医療秘書・医療事務職を目指す人には必須です。 
迅速で適正な診療報酬明細書(レセプト)が作成できる医療秘書を目指し、意欲的に根気よく取り組んでくださ

い。分からないことはいつでも質問に来てください。 

 



科目 
コード 3346 ナンバ

リング BAF115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 医療事務演習Ⅱ 

科目英語名 Practice of Medical Clerk Ⅱ 

担当教員 垣内 美和子 

資格・免許

との関連 
医事実務士、医療実務士取得のための必修科目 

学修内容 保険請求業務は医療事務のもっとも大切な仕事であり、医療秘書・医療事務職にとっては必須の技能である。

この授業では医療事務演習Ⅰを発展させ、診療行為ごとの点数算定方法と診療報酬明細書への記載要領を学習

する。平均的な外来診療録よりしセプトが作成できるよう、繰り返し演習指導する。また、医療保険請求事務

実技試験にも対応する。 
学修成果 
到達目標 

・点数の算定方法・算定条件を理解している。 
・診療報酬明細書の記載要領を理解している。 
・算定要件を確認し、平均的な外来カルテより外来でレセプトが作成できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

点数算定と復習 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 
 

２ 
点数算定と演習(在宅診療) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

３ 
外来レセプト作成(1) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

４ 
外来レセプト作成(2) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

５ 
外来レセプト作成(3) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

６ 
外来レセプト作成(4) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

７ 
外来レセプト作成(5) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

８ 
外来レセプト作成(6) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

９ 
点数算定と演習(入院基本料) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

10 
点数算定と演習(入院に伴う診療料) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

11 
レセプト作成と算定要件(入院基本料) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

12 
入院レセプト作成(1) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 



13 
入院レセプト作成(2) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

14 
入院レセプト作成(3) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

15 
入院レセプト作成(4) 事前に教科書を読んでお

くこと。(2 時間) 
本時の内容を繰り返し復

習し、しっかり理解の定

着をすること。(2 時間) 

 

教科書 「算定とレセプト(上)」 株式会社ソラスト 価格 2000 円＋税 
「算定とレセプト(下)」 株式会社ソラスト 価格 1500 円＋税 
「サポートブック」   株式会社ソラスト 価格 2500 円＋税 
「診療報酬点数早見表「医科」2020 年 4 月版」 医学通信社 価格 4500 円＋税 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度(20%) 定期試験(60%)  提出課題(20%) 

備考 課題を回収した場合、次回の授業で模範解答を提示し、詳しく解説する。 
迅速で正確なレセプト作成は医療秘書の必須技能です。意欲的に根気よく繰り返し取り組んでください。分か

らないことはいつでも質問に来てください 

 



科目 
コード 3200 ナンバ

リング BAB100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 文書作成Ⅰ 

科目英語名 Word Processing Ⅰ 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
医事実務士取得のための必修科目 
秘書士取得のための選択科目 
情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 自分でコンピュータを管理しインターネット環境を活用できるようになるために、基本的な仕組みを理解し、

コンピュータに障害が発生した場合には各自で最低限の対応ができる能力を身につける。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトを学ぶ。 
プレゼンテーションソフトを用いて、プレゼンテーション資料を作成して発表する。 

学修成果 
到達目標 

学修成果 
コンピュータの基本的な仕組みを理解し、障害が発生した場合に最低限の対応ができる。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトができる。 
プレゼンテーションソフトを用いて、プレゼンテーション資料を作成し、発表することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ コンピュータの仕組と操作 情報関連規程確認（1 時間） 練習問題 1（1 時間） 

２ 
情報倫理・著作権 練習問題 1 見直しおよび練

習問題２確認（1 時間） 
練習問題 2（1 時間） 

３ 
文字入力と保存 練習問題 2 見直しおよび練

習問題 3 確認（1 時間） 
練習問題 3（1 時間） 

４ 
文字入力と印刷 練習問題３見直しおよび練

習問題 4 確認（1 時間） 
練習問題 4（1 時間） 

５ 
文字の編集 練習問題 4 見直しおよび練

習問題 5 確認（1 時間） 
練習問題 5（1 時間） 

６ 
文章の編集 練習問題 5 見直しおよび練

習問題 6 確認(1 時間) 
練習問題 6(1 時間) 

７ 
表の作成 練習問題 6 見直しおよび練

習問題 7 確認(1 時間) 
練習問題 7(1 時間) 

８ 
図形・クリップアートの編集 練習問題 7 見直しおよび練

習問題 8 確認(1 時間) 
練習問題 8(1 時間) 

９ 
差込印刷 練習問題 8 見直しおよび練

習問題 9 確認(1 時間) 
練習問題９(1 時間) 

10 
HTML 形式の文書 
 

練習問題 9 見直しおよび練

習問題 10 確認(1 時間) 
練習問題１０(1 時間) 

11 
応用問題 練習問題 10 見直しおよび

練習問題 11 確認(1 時間) 
練習問題１１(1 時間) 

12 
まとめとフィードバック 練習問題 11 見直しおよび

これまでの練習問題の確認

(1 時間) 

提出した練習問題の見直し

および修正(1 時間) 

13 
プレゼンテーションの基礎 
 

テキスト「パワーポイント」

箇所の確認(1 時間) 
課題 1（1 時間） 

14 
情報収集とパワーポイントによる資料作成 課題 1 作成およびプレゼン

テーションの準備（1 時間） 
課題 2（1 時間） 

15 
パワーポイントによるプレゼンテーション 課題 2 作成およびプレゼン

テーションの準備（1 時間） 
課題 1.2 の見直しおよび修

正（1 時間） 

 



教科書 奈良佐保短期大学情報処理演習テキスト 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

クリッカーによる理解度確認（10%) 練習作成（40％） 課題作成（２０％） プレゼンテーション（30％） 

備考 情報倫理についてはクリッカーによる確認を行う 

 



科目 
コード 3210 ナンバ

リング BAB105 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 データ処理Ⅰ 

科目英語名 Data Processing Ⅰ 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
幼稚園・小学校教諭二種免許状選択必修科目 

学修内容 近年では ICT（Information and Communication Technology : 情報通信技術）が日常の至る所で利用されてお

り、現代社会の中で生活するうえで ICT を活用する力を身につけることが重要になる。本講義は ICT 活用の基

礎的な知識・技能を実習形式で学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

コンピュータの基本的な仕組みを理解し、障害が発生した場合に最低限の対応ができる。 
ワードプロセッサソフトを用い、正確な入力と基本的なレイアウトができる。 
四則計算ができ、主な関数を使いこなすことができる。 
与えられたデータを基に適切なグラフを作成することができる。 
プレゼンテーションの手法を学び、実際に表現できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
コンピュータの基本操作・情報セキュリティ 奈良佐保短期大学情報

関連規程を熟読する（1
時間） 

練習問題 1（1 時間） 

２ 
文書作成 1 入力・編集 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 2（1 時間） 

３ 
文書作成 2 書式設定 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 3（1 時間） 

４ 
文書作成 3 表の作成 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 4（1 時間） 

５ 
文書作成 4 文書作成の応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 5（1 時間） 

６ 
文書作成 5 ページ設定・印刷・デザイン 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 6（1 時間） 

７ 
表計算 1 データ入力・編集 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 7（1 時間） 

８ 
表計算 2 数式 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題８（1 時間） 

９ 
表計算 3 論理、参照 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 9（1 時間） 

10 
表計算 4 関数の応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 10（1 時間） 

11 
表計算 5 グラフ作成 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 11（1 時間） 

12 
表計算 6 データベース 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 12（1 時間） 

13 
プレゼンテーション 1 表現の方法 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 13（1 時間） 

14 
プレゼンテーション 2 応用 練習問題見直しおよび

修正（0.5 時間） 
練習問題 14（1 時間） 

15 
まとめとフィードバック これまでの練習問題の

成果を見直し、修正する

(１時間） 

これまでの練習問題の

成果を見直し、修正する

(１時間） 

 



教科書 奈良佐保短期大学情報処理演習テキスト 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題提出（50％） 理解度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 3215 ナンバ

リング BAB205 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 データ処理Ⅱ 

科目英語名 Data Processing Ⅱ 

担当教員 中田 奈月 

資格・免許

との関連 
秘書士取得のための選択科目 
情報処理士取得のための選択科目 

学修内容  今後のデジタル社会において、数理・データサイエンスを日常の生活、仕事等の場で使いこなすことができ

る基礎的素養を主体的に身に付け、 データ活用スキルを向上させることを目的とする。 
 

学修成果 
到達目標 

数理・データサイエンスの基礎的素養を身につける。 
データ活用スキルを向上させる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
ガイダンス 学内情報サービス 情報セキュリティポリ

シーの見直し(0.5 時間） 
テキストの見直し (0.5
時間） 

２ 
Learning Manegement soft 使用について Learning Manegement 

soft を実際に試す（0.5
時間） 

Learning Manegement 
soft を使用する(0.5 時

間） 

３ 
Learning Manegement soft 使用の実践 Learning Manegement 

soft を使用する(0.5 時

間） 

Learning Manegement 
soft を使用する(0.5 時

間） 

４ 
メディアとコミュニケーション 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

５ 
ソーシャルメディアとマスメディア 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

６ 
ビッグデータとデータの多様性 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

７ 
データ駆動型社会のリスク 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

８ 
ネットワークと情報セキュリティ 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

９ 
ビッグデータの活用 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

10 
データの要約 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

11 
統計データの読み取り 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

12 
サンプルデータを用いた度数分布表・ヒストグラム・散布図の作成

と読み取り 
事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

13 
グラフと表の作成、読み取り 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間） 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

14 
サンプルデータを用いた度数分布表・ヒストグラム・散布図の作成

と読み取り 
事前に提示した課題を

行う(0.5 時間 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

15 
データの意味を考える 事前に提示した課題を

行う(0.5 時間 
提示した課題を行う

(0.5 時間） 

 



教科書 資料を配布する。 
奈良佐保短期大学情報処理演習テキスト 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業取組姿勢 ５０％    
理解度 ５０％ 

備考  

 



科目 
コード 3230 ナンバ

リング BAB225 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ホームページ作成 

科目英語名 Homepage Design 

担当教員 加藤 慎一 

資格・免許

との関連 
情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 １．ホームページの仕組みを理解し、簡単なホームページを作成することを目指す。 
２．情報倫理や情報セキュリティなどに関する基礎的・基本的な知識の習得を目指す。 

学修成果 
到達目標 

１．情報倫理や情報セキュリティ、ホームページの作成についての興味・関心をもつことができる。 
２．情報を発信するために必要な情報倫理や情報セキュリティについての知識・理解をもつことができる。 
３．目的に応じたわかりやすいホームページを作成できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

インターネット（グループ・ディスカッション） インターネットについ

て調べ、まとめる（2 時

間） 

グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、イン

ターネットについて学

んだことを整理する（2
時間） 

２ 

情報倫理（グループ・ディスカッション） 情報倫理について調べ、

まとめる（2 時間） 
グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、情報

倫理について学んだこ

とを整理する（2 時間） 

３ 

情報セキュリティ（グループ・ディスカッション） 情報セキュリティにつ

いて調べ、まとめる（2
時間） 

グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、情報

セキュリティについて

学んだことを整理する

（2 時間） 

４ 

ホームページの仕組み ホームページの仕組み

について調べ、まとめる

（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、ホームページ

の仕組みを整理する（2
時間） 

５ 

簡単なホームページの作成 作成したいホームペー

ジの構成案を作成する

（2 時間） 

本時の講義をふりかえ

り、作成したホームペー

ジを評価し、よりよいホ

ームページに改善する

（2 時間） 

６ 

イラストや写真などの画像の作成と加工 使用したい写真などの

素材を準備する（1 時

間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、イラストや写

真などの画像の作成と

加工の方法を確認し、練

習する（1 時間） 

７ 

HTML 言語の基礎①テキスト テキストを入力するた

めに必要な言語を調べ、

まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、テキストの入

力方法を確認し、練習す

る（2 時間） 

８ 

HTML 言語の基礎②表組み 表組みをするために必

要な言語を調べ、まとめ

る（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、表組みの方法

を確認し、練習する（2
時間） 



９ 

HTML 言語の基礎③ページ構成とリンク ページ構成とリンクの

ために必要な言語を調

べ、まとめる（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、ページ構成と

リンクについて確認し、

練習する（2 時間） 

10 

HTML 言語の基礎④フォーム フォームのために必要

な言語を調べ、まとめる

（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、フォームにつ

いて確認し、練習する（2
時間） 

11 

HTML 言語の基礎⑤Javascript Javascript のために必

要な言語を調べ、まとめ

る（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、Javascript に
ついて確認し、練習する

（2 時間） 

12 

ホームページ作成①トップページの作成 作成したいトップペー

ジの案を作成する（2 時

間） 

作成したトップページ

を評価し、よりよいトッ

プページに改善する（2
時間） 

13 

ホームページ作成②画像の貼り付けや表の作成 貼り付けたい画像を準

備するとともに、作成し

たい表の案を作成する

（2 時間） 

画像の貼り付け方や作

成した表を評価し、より

よい画像の貼り付け方、

よりよい表に改善する

（2 時間） 

14 

ホームページ作成③リンクの貼り付け 貼り付けたいリンクの

準備をする（2 時間） 
リンクの貼り付け方を

評価し、よりよいリンク

の貼り付け方に改善す

る（2 時間） 

15 

まとめとふりかえり（グループ・ディスカッション） これまでの講義で作成

してきたホームページ

を完成させる（3 時間） 

グループ・ディスカッシ

ョンをふりかえり、グル

ープからの評価をもと

にホームページを改善

する（3 時間） 

 

教科書 授業時に適宜資料を配布する 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 課題（30％） 理解度（40％） 

備考 ホームページの完成だけが目的ではなく、ホームページの仕組みや情報倫理、情報セキュリティを理解し、効

果的かつ適切な情報発信に興味・関心をもって取り組むこと。 

 



科目 
コード 3235 ナンバ

リング BAB115 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 イラスト・画像処理Ⅰ 

科目英語名 Illustration・Image ProcessingⅠ 

担当教員 加来 慎太郎 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 １．Illustrator の基本操作。 
２．グラフィックデザインの基礎知識。 

学修成果 
到達目標 

１．Illustrator の基本操作ができる。 
２．自らデザインをすることで創造性を培い、広い視野を持つことができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ デザイン制作・Illustrator の基本操作   

２ 
デザインにおける色について 身の回りにあるデザイ

ンの色を観察しておく

(100 分) 

 

３ 
デザインにおけるフォントについて 身の回りにあるフォン

トを観察しておく(100
分) 

 

４ 
自分をキャラクター化したイラストを描く 既存のキャラクターを

調べ、特徴などを分析し

ておく。(100 分) 

 

５ 
イラストを元に Illustrator でデータ化① 
下書き・デザインベース作り 

  

６ 
イラストを元に Illustrator でデータ化② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(50 分) 

７ 

自身が運営する架空の会社、店等のコンセプトを作成 将来の自分のイメージ

を膨らませ、やりたい仕

事を具体的に考えてお

く。(100 分) 

 

８ 
コンセプトを元にロゴマークデザインを創作 企業やブランドなどの

ロゴマークを観察して

おく。(100 分) 

 

９ 
ロゴマークを Illustrator でデータ化  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(50 分) 

10 
コンセプトを元に名刺デザインを創作 世の中にある名刺のデ

ザインを観察しておく。

(100 分) 

自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

11 
名刺を Illustrator でデータ化  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(50 分) 

12 
コンセプトを元に宣伝用のチラシデザインを創作 世の中にあるチラシな

どのデザインをよく観

察しておく。(100 分) 

 

13 
チラシを Illustrator でデータ化① 
下書き・デザインベース作り 

  



14 
チラシを Illustrator でデータ化② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(50 分) 

15 まとめとふりかえり   

 

教科書 必要に応じて資料を配布。またはデータで用意。 
 

参考書  
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（10％） 制作への取り組み姿勢（40％） 作品の創造性（40％） プレゼンテーション力（10％） 

備考  

 



科目 
コード 3236 ナンバ

リング BAB215 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 イラスト・画像処理Ⅱ（2019 年度入学生） 

科目英語名 Illustration・Image ProcessingⅡ 

担当教員 加来 慎太郎 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 １．Illustrator の基本操作。 
２．各課題のコンセプトを明確にしてデザインを進める。 
３．作品を通して実際のデザイン業務を疑似体験する。 

学修成果 
到達目標 

１．Illustrator の知識・技術を持ち活用できる。 
２．デザインの特性をより理解し、表現することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
自分の住んでいる地域のご当地キャラクターを企画 地域の産物、歴史、特徴

など調べておく。(120
分) 

 

２ 
ご当地キャラクターのイラストを描く   

 

３ 
イラストを元に Illustrator でデータ化  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

４ 
作成したご当地キャラクターを使用したグッズを企画 キャラクターグッズを

調べアイデアを考えて

おく。(120 分) 

 

５ 企画案を元にイラストで表現   

６ 
イラストを元に Illustrator でデータ化  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

７ 
コラージュのイメージを考え画像を収集 どのような作品にした

いのか方向性を考えて

おく。(120 分) 

 

８ 
コラージュ作品を Illustrator で制作  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

９ 

パロディ（オマージュ）のデザインを創作 パロディの意味を調べ、

「パクリ」ではないユー

モアなアイデアを考え

ておく。(120 分) 

 

10 
パロディ（オマージュ）作品を Illustrator で制作  自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

11 T シャツデザインについて   

12 

T シャツデザインを創作 印刷色は 1 色であるこ

とを踏まえ、1 色でいか

にデザイン表現できる

かを考えておく。(120
分) 

 

13 T シャツデザインのシルクスクリーン製作   



14 T シャツデザインのシルクスクリーン印刷作業   

15 まとめとふりかえり   

 

教科書 必要に応じて資料を配布。またはデータで用意。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（10％） 制作への取り組み姿勢（40％） 作品の創造性（40％） プレゼンテーション力（10％） 

備考  

 



科目 
コード 3236 ナンバ

リング BAB215 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 イラスト・画像処理Ⅱ 

科目英語名 Illustration・Image ProcessingⅡ 

担当教員 加来 慎太郎 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 １．Illustrator の基本操作。 
２．各課題のコンセプトを明確にしてデザインを進める。 
３．作品を通して実際のデザイン業務を疑似体験する。 

学修成果 
到達目標 

１．Illustrator の知識・技術を活用できる。 
２．デザインの特性をより理解し、表現することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
自分の住んでいる地域のご当地キャラクターを企画 地域の産物、歴史、特徴

など調べておく。(150
分) 

 

２ ご当地キャラクターのイラストを描く   

３ 
イラストを元に Illustrator でデータ化① 
下書き・デザインベース作り 

  

４ 
イラストを元に Illustrator でデータ化② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

５ 
作成したご当地キャラクターを使用したグッズを企画 キャラクターグッズを

調べアイデアを考えて

おく。(150 分) 

 

６ 企画案を元にイラストで表現   

７ 
イラストを元に Illustrator でデータ化① 
下書き・デザインベース作り 

  

８ 
イラストを元に Illustrator でデータ化② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

９ 
コラージュのイメージを考え画像を収集 最終的にどのような作

品にしたいのか方向性

を考えておく。(150 分) 

 

10 
コラージュ作品を Illustrator で制作① 
下書き・デザインベース作り 

  

11 
コラージュ作品を Illustrator で制作② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

12 

パロディ（オマージュ）のデザインを創作 パロディの意味をよく

考え、模倣ではなく、ユ

ーモアあるアイデアを

出しておく。(150 分) 

 

13 
パロディ（オマージュ）作品を Illustrator で制作① 
下書き・デザインベース作り 

  

14 
パロディ（オマージュ）作品を Illustrator で制作② 
デザインの仕上げ 

 自身のデザインの改善

点を見出し、次に繋げ

る。(75 分) 

15 まとめとふりかえり   

 



教科書 必要に応じて資料を配布。またはデータで用意。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（10％） 制作への取り組み姿勢（40％） 作品の創造性（40％） プレゼンテーション力（10％） 

備考  

 



科目 
コード 3460 ナンバ

リング BAD105 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 プロダクトデザイン 

科目英語名 Product Design 

担当教員 杉山 正和 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 

学修内容 時代の変遷と共に産業社会の環境領域も大きく変化し、その構造はモノ系・室内系・情報系にて構成され、相

互に輻輳した関係になっている。本講義ではプロダクトデザインを「モノ・コト・デザインココロデザイン」

として広く捉え、デザイン視点を解説していくことで、デザイン思考の実社会での活用を目指す。自らの体験

を踏まえたモノ・コト・ココロに関して造詣を深め、デザインを通した観察力・洞察力を高めるために、ワー

クショップによるデザイン開発手法取得を目標とする。 
学修成果 
到達目標 

・日常生活における事象に関心を高め、「デザイン」の持つ領域・可能性を掌握する。 
・デザイン思考の学習を通じて実社会での自らの課題解決に向けた思考が身に付いている。 
・ワークショップ体験を通じ、商品企画・デザインの関係性及び問題解決手法を理解している。 
・無形資産の重要性・価値を掌握する。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション「杉山ポートフォリオ」・「プロダクトデザイン」

の領域（過去～現在） 
自分自身の生活感にお

けるデザイン観を整理

しておく(0.5 時間) 

プロダクトデザイン領

域について整理してお

く(0.5 時間) 

２ 
デザインの領域－文化と経済（グローバル視点での立ち位置）Ⅰ 異文化に対する私見を

整理しておく。(0.5 時

間) 

異文化における価値観

東の事例を調べておく

(0.5 時間) 

３ 
デザインの領域－文化と経済（グローバル視点での立ち位置）Ⅱ 異文化に対する私見を

整理しておく。(0.5 時

間) 

異文化における価値観

東の事例を調べておく

(0.5 時間) 

４ 

産業構造の変遷・テクノロジーとデザインの関係（ドイツ・日本の

事例・旧東ドイツ DDR DESIGN の変遷） 
日本・ドイツの戦後史及

び復興施策を調べてお

く(0.5 時間) 

グローバル・ローカル概

念と民度に関する自分

自身の整理しておく

(0.5 時間) 

５ 

デザインの歴史（近代デザイン：バウハウス以降） 産業構造の変遷とモノ

づくり・デザインの関連

調査(0.5 時間) 

プロダクトデザインの

ルーツである欧州市場

の理解度を深める、(0.5
時間) 

６ 
デザイン開発・創作物における知的財産権（特許・意匠・商標・著

作権） 
産業財産権である知財

への理解度を深める

(0.5 時間) 

知財リスクに対する理

解・想定を掌握する(0.5
時間) 

７ 
企業のブランデイング・デザインの関係（欧州企業・著名デザイン

オフィス・ＣＩ事例を含め紹介） 
身近なブランドに関す

る私見をまとめておく。

(0.5 時間) 

企業経営とブランデイ

ングの関連を理解する。

(0.5 時間) 

８ 
地域・伝統産業におけるデザインの役割（各都道府県の事例紹介） 日本文化の再発見・発信

を念頭に置いておく

(0.5 時間) 

自分自身の生活環境（京

都・奈良）との関連を整

理する(0.5 時間) 

９ 
キッズデザイン（子供 OS 思考紹介） 幼児の生活行動を理解

しておく(0.5 時間) 
子ども視点を踏まえた

道具の在り方を理解す

る(0.5 時間) 

10 
デザインプロセスとは 課題発見に関わる嗜好

プロセスの理解を深め

る(0.5 時間) 

デザイン経営に繋がる

糸口としての理解を深

める(0.5 時間) 

11 
実習１ブランデイング実習：パーソナルブランディング 自己分析に取り組む

(0.5 時間) 
自分自身・他者の視点の

差異を理解する(0.5 時

間) 



12 
実習２ グループワーク 自己視点とグループ視点の整理 視点の差異の見える化

に努める(0.5 時間) 
情報整理を踏まえた深

堀を図る。(0.5 時間) 

13 
実習３ グループワーク 自分自身の気付き 自分自身の気付きの整

理を図る。(0.5 時間) 
情報整理に対する俯瞰

視点を養う。(0.5 時間) 

14 
実習４ 自分自身の気付きの見える化 自己訴求のキーエレメ

ント創出(0.5 時間) 
キーエレメントの図式

化に取り組む。(0.5 時

間) 

15 
レポート課題のプレゼンテーション パワーポイントデータ

への展開を図る。(0.5 時

間) 

グループ内からの意見

等を踏まえた自己分析

精度を上げる(0.5 時間) 

 

教科書 特に使用しないが、必要に応じて提示する。中小企業デザイン開発思考 新商品開発マニュアル 電子書籍場

版をダウンロードする。「http://design-manual.oidc.jp」 で「デザインマニュアルダウンロードページ」にアク

セスする。 

参考書 適宜、紹介する。 

成績評価 
方法・基準 

平常点（40％） 制作関与及び作品評価（30％） プレゼンテーション力（30％） 

備考 毎回、スライドを印刷したものを配付する。 

 



科目 
コード 3801a ナンバ

リング BAC105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 インターンシップⅠ 

科目英語名 Internship Ⅰ 

担当教員 東海 等、戸田 信聡 

資格・免許

との関連 

ビジネス実務士、秘書士取得のための必修科目、情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 １．企業、団体、機関等での就業経験を通して、社会、仕事、労働、業務から、プロフェッショナルとしての物

の見方・考え方を学ぶ。 

２．実習先での自らの役割を大切にし、一歩前に出て行動することから、主体的な働き方について学び、社会

に出た後に備える。 

 

学修成果 

到達目標 

１．オフィスワークがどのようなものかを理解し、説明できる。 

２．オフィスワークで必要なコミュニケーションができるようになる。 

３．オフィスワークでの業務処理ができるようになる。 

４．オフィスワークでの企画提案ができるようになる。 

 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１．企業、団体、機関等での就業経験を通して、社会、仕事、労働、業

務から、プロフェッショナルとしての物の見方・考え方を学ぶ。 

２．実習先での自らの役割を大切にし、一歩前に出て行動することから、

主体的な働き方について学び、社会に出た後に備える。 

 

業界研究、業種研究、ビ

ジネスマナー研修を通

じて、就職活動に役立つ

知識を身につける。 

(10 時間) 

社会人になるにあたっ

ての意識の持ち方、企画

書の作成、効果的なプレ

ゼン方法を学ぶ。 

(5 時間) 

教科書 指定教科書はないので、担当講師から必要に応じて指示する。 

参考書  

成績評価 

方法・基準 

事前準備（20%） 実習先評価（40%） 実習記録（20%） 事後レポート・報告（20%） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 企業でマーケティング、人事、企画部門で実務・マネジメント経験のある教員が、実務経験と経営学の基礎理

論を踏まえた上で、ビジネスマナー、社風の分析、キャリア形成について指導するインターンシップ科目であ

る。 



科目 
コード 3802 ナンバ

リング BAC200 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 インターンシップⅡ 

科目英語名 Internship Ⅱ 

担当教員 東海 等、戸田 信聡 

資格・免許

との関連 
ビジネス実務士、秘書士取得のための必修科目、情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 １．企業、団体、機関等での就業経験を通して、社会、仕事、労働、業務から、プロフェッショナルとしての物

の見方・考え方を学ぶ。 
２．実習先での自らの役割を大切にし、一歩前に出て行動することから、主体的な働き方について学び、社会

に出た後に備える。 
 

学修成果 
到達目標 

１．オフィスワークがどのようなものか理解し、説明できる。 
２．オフィスワークで必要なコミュニケーションができるようになる。 
３．オフィスワークでの業務処理ができるようになる。 
４．オフィスワークでの企画提案ができるようになる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１．企業、団体、機関等での就業経験を通して、社会、仕事、労働、業

務から、プロフェッショナルとしての物の見方・考え方を学ぶ。 
２．実習先での自らの役割を大切にし、一歩前に出て行動することから、

主体的な働き方について学び、社会に出た後に備える。 
 

業界研究、業種研究、ビ

ジネスマナー研修を通

じて、就職活動に役立つ

知識を身につける。 
(10 時間) 

社会人になるにあたっ

ての意識の持ち方、企画

書の作成、効果的なプレ

ゼン方法を学ぶ。 
(5 時間) 
 

教科書 指定教科書はないので、担当講師から必要に応じて指示する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

事前準備（20％） 実習先評価（40％） 実習記録（20％） 事後レポート・報告（20％） 

備考  

 



科目 
コード 3810 ナンバ

リング BAA130 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ビジネス実践演習Ⅰ 

科目英語名 Business Practice Ⅰ 

担当教員 東海 等、戸田 信聡 

資格・免許

との関連 
ビジネス実務士、情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 １．連携する社会・企業現場において課題を実践をする。 
２．学内での学習成果を実社会で活用、応用し、振り返る。 
３．仕事とは何か、働くとは何かを深く知る。 
４．自分の持ち味や克服点を確認する。 

学修成果 
到達目標 

１．テーマ設定のための課題発見ができるようになる。 
２．その課題を解決するプラン作成ができるようになる。 
３．ビジネスプラン作成に必要なコミュニケーションができるようになる。 
４．コンピューター環境を活用したビジネス処理ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション「自己表現・他者理解」 自己紹介と、他者理解の

質問を準備する(1 時間) 
好奇心を掻き立てる方

法を見つける(1 時間) 

２ 
講義「業界研究」 どんな業界があるのか

を調べる(1 時間) 
好きな業界について掘

り下げて調べる(1 時間) 

３ 
講義「業種研究」 どんな業種があるのか

を調べる(1 時間) 
好きな業種について掘

り下げて調べる(1 時間) 

４ 
講義「企業研究・企業の課題研究」 取り上げた企業につい

て調べる(1 時間) 
取り上げた企業につい

て掘り下げて調べる 
(1 時間) 

５ 
講義「課題解決方法について」 課題の本質について考

える(1 時間) 
課題解決策をいくつか

考える(1 時間) 

６ 
講義「コミュニケーションについて」 コミュニケーションの

種類について調べる 
(1 時間) 

好きなコミュニケーシ

ョン方法を見つける 
(1 時間) 

７ 
ワークショップ 
「課題解決についてのディスカッション・ブレーンストーミング」 

自分なりの課題解決策

を考える(1 時間) 
自分の意見と他者の意

見を振り返る(1 時間) 

８ 
講義「企画書の作り方について」 企画書とは何かについ

て調べる(1 時間) 
色んな企画書を探して

比較検討する。(1 時間) 

９ 
ワークショップ「情報収集について」 情報収集の方法につい

て調べる(1 時間) 
新しい情報収集の方法

を試す(1 時間) 

10 
ワークショップ「企画書作成」 企画書作成に必要な情

報を集める(1 時間) 
集めた情報をまとめる 
(1 時間) 

11 
ワークショップ「企画書作成」 まとめた情報を精査す

る(1 時間) 
作成した企画書を振り

返る(1 時間) 

12 
プレゼンテーション「企画書発表・ディスカッション」 作成した企画書の発表

準備をする(1 時間) 
企画書の発表を振り返

る(1 時間) 

13 
講義「プレゼンテーションについて」 プレゼンテーションに

ついて調べる(1 時間)  
効果的なプレゼンテー

ションを考える(1 時間)  

14 
ワークショップ「企画書リライト」 他者のプレゼンを聞い

て、自分の企画書に反映

する (1 時間) 

企画書について一貫性・

整合性があるか振り返

る (1 時間) 

15 
プレゼンテーション「企画書発表」 自分なりのプレゼンテ

ーションを見つける 
(1 時間) 

他者のプレゼンテーシ

ョンを参考に表現力を

磨く (1 時間) 

 



教科書 指定教科書はないので、担当講師から必要に応じて指示する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（学内講義、実習先演習、就学姿勢、グループワーク参画度など）（70%）、課題（30%） 

備考  

 



科目 
コード 3820 ナンバ

リング BAA225 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 ビジネス実践演習Ⅱ 

科目英語名 Business Practice Ⅱ 

担当教員 東海 等、戸田 信聡 

資格・免許

との関連 
ビジネス実務士、情報処理士取得のための選択科目 

学修内容 この科目は、卒業研究とリンクしています。個別の卒業テーマを設定する前段階の「共通ゼミナール」を進め

ていくなかで、共通テーマに関連するビジネスの実践を行います。この科目での学習成果として期待すること

は、①「卒業研究テーマ設定」に通じる「課題発見」機会 ②「研究課題」設定機会 ③ビジネス実務の修練に

よる自己の振り返り（強みと弱み）です。 
学修成果 
到達目標 

１．テーマ設定のための課題発見ができるようになる。 
２．その課題を解決するプラン作成ができるようになる。 
３．ビジネスプラン作成に必要なコミュニケーションができるようになる。 
４．コンピューター環境を活用したビジネス処理ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション「自己分析」 人生の棚卸しをする 

(1 時間) 
今までの人生を振り返

る (1 時間) 

２ 
講義「強みと弱みについて」 自分の強みと弱みを書

き出す(1 時間) 
強みと弱みについて掘

り下げて考える(1 時間) 

３ 
講義「ライフプランについて」 どんな人生を送りたい

のか考える(1 時間) 
夢や希望について掘り

下げて考える(1 時間) 

４ 
講義「企業研究・企業の課題研究」 興味のある企業につい

て調べる(1 時間) 
興味のある企業につい

て掘り下げて調べる 
(1 時間) 

５ 
講義「課題解決方法について」 課題の本質について考

える(1 時間) 
課題解決策をいくつか

考える(1 時間) 

６ 
講義「コミュニケーションについて」 コミュニケーションの

種類について調べる 
(1 時間) 

好きなコミュニケーシ

ョン方法を見つける 
(1 時間) 

７ 
ワークショップ 
「課題解決についてのディスカッション・ブレーンストーミング」 

自分なりの課題解決策

を考える(1 時間) 
自分の意見と他者の意

見を振り返る(1 時間) 

８ 
講義「企画書の作り方について」 企画書とは何かについ

て調べる(1 時間) 
色んな企画書を探して

比較検討する。(1 時間) 

９ 
ワークショップ「情報収集について」 情報収集の方法につい

て調べる(1 時間) 
新しい情報収集の方法

を試す(1 時間) 

10 
ワークショップ「企画書作成」 企画書作成に必要な情

報を集める(1 時間) 
集めた情報をまとめる 
(1 時間) 

11 
ワークショップ「企画書作成」 まとめた情報を精査す

る(1 時間) 
作成した企画書を振り

返る(1 時間) 

12 
プレゼンテーション「企画書発表・ディスカッション」 作成した企画書の発表

準備をする(1 時間) 
企画書の発表を振り返

る(1 時間) 

13 
講義「プレゼンテーションについて」 プレゼンテーションに

ついて調べる(1 時間) 
効果的なプレゼンテー

ションを考える(1 時間)  

14 
ワークショップ「企画書リライト」 他者のプレゼンを聞い

て、自分の企画書に反映

する (1 時間) 

企画書について一貫性・

整合性があるか振り返

る(1 時間) 

15 
プレゼンテーション「企画書発表」 自分なりのプレゼンテ

ーションを見つける 
(1 時間) 

他者のプレゼンテーシ

ョンを参考に表現力を

磨く (1 時間) 

 



教科書 指定教科書はないので、担当講師から必要に応じて指示する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（学内講義、実習先演習、就学姿勢、グループワーク参画度など）（70%）、課題（30%） 

備考  

 



科目 
コード 3951 ナンバ

リング BAA220 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 卒業研究Ⅰ 

科目英語名 Graduation Study Ⅰ 

担当教員 戸田 信聡 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 

学修内容 ゼミナールⅠ・Ⅱで学んだことをベースとして卒業研究をまとめます。個々人で研究テーマを設定し、研究を

進め、適時報告とフィードバックを中心に授業を進めます。そのため、ゼミ以外の時間に準備が求められます。 

学修成果 
到達目標 

１）自分の考えた研究をまとめることができるようになる。  
２）情報収集力、課題発見能力、論理思考力を持つ。  
３）分析方法を選択し、研究計画を作成することができるようになる。 
４）ビジネス社会で使えるプレゼンテーションができるようになる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション（個別研究の方法） シラバスの確認とテキ

ストに目を通しておく

（2 時間） 

授業の内容について復

習しておく（2 時間） 

２ 

卒業研究の事例（個別研究の方法） 卒業研究の事例につい

て調べておく（2 時間） 
卒業研究の事例を読み

こみ、自分の研究にどの

ように使えるかまとめ

る（2 時間） 

３ 
卒業研究とは （卒業研究で注意すべき事項） 卒業研究の進め方の注

意点について調べてお

く（2 時間） 

卒業研究の注意点をま

とめ、参考文献を読む（2
時間） 

４ 

卒業研究とは（注意すべき研究倫理） 研究倫理について調べ

ておく（2 時間） 
研究倫理についてまと

めるとともに、事例とな

る文献を読み込む（2 時

間） 

５ 

経営学にとって意義ある研究とは 経営学の研究として代

表的な文献を調べる（2
時間） 

経営学に貢献できる研

究とは何かをまとめ、関

連する文献を読み込む

（2 時間） 

６ 
経営学にとって意義ある研究を調べる 経営学で有名な研究の

特徴を発表できるよう

にしておく（2 時間） 

経営学に意義ある研究

に関する授業・文献を復

習する（2 時間） 

７ 
ビジネス実践にとって意義ある研究とは ビジネス実践に意義あ

る研究を調べておく（2
時間） 

ビジネス実践に役立つ

研究について読み込む

（2 時間） 

８ 

ビジネス実践にとって意義ある研究を調べる ビジネス実践に役立つ

研究の特徴をまとめて

おく（2 時間） 

ビジネス実践に役立つ

研究の特徴に関して授

業を復習しておく（2 時

間） 

９ 

テーマを探す（テーマの出し方） 研究テーマについて関

心のあるものを調べる

（2 時間） 

研究テーマに関する授

業を参考にしながら、関

心のあるテーマをさら

に調べる（2 時間） 

10 
テーマを探す調査（テーマを調査する） テーマについてさらに

目的を持って関連する

文献を調べる（2 時間） 

テーマに関連する文献

を調べながらテーマを

絞り始める（2 時間） 

11 テーマを絞る（テーマの選定方法） テーマの選定について、 テーマをある程度決め



類似の研究を調べる（2
時間） 

ると共に、先行研究との

違いをまとめる（2 時

間） 

12 
テーマを決める（テーマ決定と確認） テーマの決定に向けて

発表準備をする（2 時

間） 

テーマの決定に対して、

コメントも参考に微修

正を加える（2 時間） 

13 
アイデアを出す（アイデアの創出方法） テーマに基づく内容の

アイデアを出す（2 時

間） 

授業で検討したアイデ

アについて文献調査す

る（2 時間） 

14 

アイデアを磨く（アイデアに対する議論） アイデアに関連する文

献を読み込む（2 時間） 
授業で検討したアイデ

アについて、文献も検討

しながらまとめる（2 時

間） 

15 
アイデアを絞る （アイデアの整理） アイデアを並べ、良い部

分・問題点を整理する（2
時間） 

授業で検討したことを

元にアイデアを絞り込

む（2 時間） 

16 
アイデアを決定 （アイデアの取捨選択） アイデアをある程度決

めて説明できるように

しておく（2 時間） 

決定したアイデアを授

業と文献をもとにして

整理しておく（2 時間） 

17 
構成の検討（卒業論文の構成） 卒業研究の構成に関す

る文献を調べておく（2
時間） 

授業を基にして卒業研

究の論文の構成をまと

める（2 時間） 

18 
構成の確定 （卒業研究の構成確定） 卒業研究の構成につい

て発表できるようにし

ておく（2 時間） 

授業でやったことを基

にして卒業研究の構成

をまとめる（2 時間） 

19 

方法を選択する （定性的方法） 卒業研究の定性的方法

論に関する文献を調べ

る（2 時間） 

授業を基にして定性的

方法について検討し、自

分の研究に当てはまる

部分をまとめる（2 時

間） 

20 

方法論の実践 （定性的方法の実践） 卒業研究で、自分の研究

で定性的方法が活用で

きる部分を発表準備す

る（2 時間） 

授業を基にして、自分の

卒業研究の定性的方法

の活用部分をまとめる

（2 時間） 

21 

方法論を選択する （定量的方法） 卒業研究の定量的方法

論に関する文献を調べ

る（2 時間） 

授業を基にして定量的

方法について検討し、自

分の研究に当てはまる

部分をまとめる（2 時

間） 

22 

方法論の実践 （定量的方法の実践） 卒業研究で、自分の研究

で定量的方法が活用で

きる部分を発表準備す

る（2 時間） 

授業を基にして、自分の

卒業研究の定量的方法

の活用部分をまとめる

（2 時間） 

23 
調査先を選択する （調査対象企業・組織の選定） 調査対象先について調

べておく（2 時間） 
授業を受けて調査対象

先を更にリストアップ

する（2 時間） 

24 

調査先を選択の決定 （調査対象企業・組織の選定） 調査対象先について更

に背景を調べた上で優

先順位をつける（2 時

間） 

調査対象先を決めて選

定理由をまとめる（2 時

間） 

25 

調査項目を策定する （調査対象先の何を調査するのか） 調査対象先について更

に背景を調べた上で優

先順位をつける（2 時

間） 

調査したい項目を更に

掘り下げてまとめる（2
時間） 



26 

調査項目の決定 （調査対象先の調査内容の選定） 調査したい項目につい

て優先順位をつけて発

表できるようにする（2
時間） 

授業の中で決めた調査

項目を整理し、調査概要

をまとめる（2 時間） 

27 
文献をさがす（文献調査の進め方） 必要な文献について調

べておく（2 時間） 
図書館を活用して更に

必要な文献を調査する

（2 時間） 

28 
文献を決める（文献調査を計画する） 文献の内容を整理して

発表できるようにして

おく（2 時間） 

授業を受けて文献を読

み込む計画をまとめる

（2 時間） 

29 
研究計画書の作成 （リサーチ・デザイン） 研究計画を発表できる

ように準備する（2 時

間） 

授業で受けたコメント

を研究計画に反映する

（2 時間） 

30 
研究計画書の作成の実践 （リサーチ・デザイン） 研究計画を更に具体化

させておく（2 時間） 
授業を受けて研究計画

を確定させる（2 時間） 

 

教科書 指定教科書はありませんので、各自の研究テーマに関連する文献（図書、雑誌）を図書館や学外図書館および

書店などを活用して集めるようにしてください。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業への姿勢（発言、情報の質量、貢献、行動等）（50%）、研究成果物及び発表内容（50%）。 

備考 各回のテーマは進行状況に応じて変更する場合があります。必要に応じて、図書館での文献調査や学外での現

場調査を行う場合があります。また、授業時間以外に任意にクラス指導や個別指導を行います。 

 



科目 
コード 3952 ナンバ

リング BAA250 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 卒業研究Ⅱ 

科目英語名 Graduation Study Ⅱ 

担当教員 戸田 信聡 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 

学修内容 卒業研究Ⅰで立案した研究計画を具体的に進めていきます。卒業研究の進捗報告とフィードバックを中心に授

業を進めます。そのため、ゼミ以外の時間に準備が求められます。 
学修成果 
到達目標 

１）自分の考えた研究をまとめることができるようになる。  
２）情報収集力、課題発見能力、論理思考力を持つ。  
３）分析方法を選択し、研究計画を実践することができるようになる。 
４）ビジネス現場で実践できるプレゼンテーションができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
イントロダクション（中間地点での確認について） 夏季休暇に進捗したことの

報告準備をする（2 時間） 
授業を受けて方向性につい

てまとめる（2 時間） 

２ 
後期の計画策定（中間地点での計画策定） 後期の具体的な計画を報告

できるようにする（2 時間） 
授業を受けて詳細にスケジ

ュールを立てる（2 時間） 

３ 
テーマ発表前半 （テーマ設定の実践） 事前調査も踏まえた修正点

より再度テーマを発表する

（2 時間） 

授業を受けて修正したテー

マをまとめる（2 時間） 

４ 
テーマ発表後半 （テーマ設定の実践） 事前調査を踏まえた修正点

より再度テーマを発表する

（2 時間） 

授業を受けて修正したテー

マをまとめる（2 時間） 

５ 
研究計画の報告前半 事前調査を踏まえて修正し

た研究計画を発表準備する

（2 時間） 

授業を受けて修正した研究

計画をまとめる（2 時間） 

６ 
研究計画の報告後半 事前調査を踏まえて修正し

た研究計画を発表準備する

（2 時間） 

授業を受けて修正した研究

計画をまとめる（2 時間） 

７ 
調査の準備 調査を開始するための準備

をする（2 時間） 
授業を受けて調査準備に不

足していた部分をまとめる

（2 時間） 

８ 
調査の準備確認 調査準備を更に行う（2 時

間） 
授業を受けて調査準備物を

整える（2 時間） 

９ 
調査の開始 調査したことを報告準備す

る（2 時間） 
授業を受けて追加調査の必

要な部分をまとめる（2 時

間） 

10 
調査の開始と確認 追加調査したことを報告準

備する（2 時間） 
授業を受けて追加調査をま

とめる（2 時間） 

11 
調査状況の報告 調査内容を発表資料にする

（2 時間） 
調査内容の発表資料に修正

を加える（2 時間） 

12 
調査状況の報告と確認 調査内容の発表資料の報告

準備する（2 時間） 
調査内容の発表資料をまと

める（2 時間） 

13 
文献調査の追加 必要となった追加文献を調

べる（2 時間） 
追加文献を取捨選択する（2
時間） 

14 
文献調査の追加の確認 追加文献を読み込む（2 時

間） 
追加調査文献を発表資料に

追加する（2 時間） 

15 
調査結果の報告前半 調査結果とそこから得られ

る考察をまとめる（2 時間） 
授業を受けて、考察を更に

深める（2 時間） 

16 
調査結果の報告後半 調査結果とそこから得られ

る考察をまとめる（2 時間） 
授業を受けて、考察を更に

深める（2 時間） 



17 
調査結果と結論の検討前半 考察の内容を検討する（2時

間） 
考察の内容を確定する（2
時間） 

18 
調査結果と結論の検討後半 考察の内容を検討する（2時

間） 
考察の内容を確定する（2
時間） 

19 
卒業論文の作成手順 卒業論文の構成を描く（2時

間） 
授業に基づいて卒業論文の

作成手順をまとめる（2 時

間） 

20 
卒業論文の作成の確認 卒業論文のアウトラインを

書く（2 時間） 
授業を受けて卒業研究のア

ウトラインを確定させる（2
時間） 

21 
発表資料の作成手順 卒業研究の発表資料の構成

を描く（2 時間） 
卒業研究の発表資料をまと

めていく（2 時間） 

22 
発表資料の作成の確認 卒業研究の発表資料のアウ

トラインをつくる（2 時間） 
授業を受けて卒業研究の発

表資料を仕上げていく（2
時間） 

23 
卒業研究の模擬発表の準備 卒業研究の模擬発表準備を

する（2 時間） 
授業を受けて卒業研究の発

表資料を修正する（2 時間） 

24 
卒業研究の模擬発表の確認 卒業研究の模擬発表準備を

する（2 時間） 
授業を受けて卒業研究の模

擬発表準備を修正する（2
時間） 

25 
卒業研究の模擬発表とフィードバック前半 卒業研究の模擬発表準備を

する（2 時間） 
フィードバックをまとめて

資料を修正する（2 時間） 

26 
卒業研究の模擬発表とフィードバック後半 卒業研究の模擬発表の練習

をする（2 時間） 
フィードバックをまとめて

資料を修正する（2 時間） 

27 
卒業研究の発表練習 卒業研究の発表練習をする

（2 時間） 
授業を受けて卒業研究の発

表準備を整える（2 時間） 

28 
卒業研究の発表練習と修正 卒業研究の発表練習をする

（2 時間） 
授業を受け修正を重ねる（2
時間） 

29 
卒業研究の報告準備 卒業研究の全体での発表練

習をする（2 時間） 
授業を受けて修正を重ねる

（2 時間） 

30 
卒業研究の報告 卒業研究を報告練習する（2

時間） 
報告に対するコメントをま

とめて論文に反映する（2
時間） 

 

教科書 指定教科書はありませんので、各自の研究テーマに関連する文献（図書、雑誌）を図書館や学外図書館および

書店などを活用して集めるようにしてください。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（発言、情報の質量、態度、行動等）（50%）、研究成果物及び発表内容（50%）。 

備考 各回のテーマは進行状況に応じて変更する場合があります。必要に応じて、図書館で文献調査をしたり、学外

での現場調査を行う場合があります。また、授業時間以外に任意にクラス指導や個別指導を行います。学生時

代に頑張ったものの一つとして卒業研究があると言えるように努力してください。 

 



科目 
コード 3930 ナンバ

リング BAA115 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 ゼミナールⅠ（生活福祉コース） 

科目英語名 Seminar Ⅰ 

担当教員 武田 千幸、島村 真理子 

資格・免許

との関連 
ケアワークフィールドまたはソーシャルワークフィールドの知識向上のための科目 

学修内容 得意分野に強みを持った介護福祉士または社会福祉士をめざし、興味のある分野に分かれ、それぞれのテーマ

に則した資料調査・実証実験・研究分析・地域活動等を通して、実践力・考察力を身につける。   
 

学修成果 
到達目標 

１．ケアワークフィールドまたはソーシャルワークフィールドに求められる知識を理解し説明できる。 
２．ケアワークフィールドまたはソーシャルワークフィールドに求められる技術や実践力を身につけている。  
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション・ゼミナールの進め方について 研究したい内容につい

て考える(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

２ 
「研究する」とは 研究したい内容につい

て考える(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

３ 
アイディアを形にする方法 研究したい内容につい

て考える(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

４ 
研究計画書の書き方 研究計画書について調

べる（1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

５ 
研究における倫理的留意点 研究倫理について調べ

る(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

６ 
データ収集の方法 データ収集の方法につ

いて調べる(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

７ 
研究計画を立てる 研究計画を考える(1 時

間） 
研究計画書を完成させ

る(1 時間） 

８ 
先行研究とは ｢先行研究」とは何かを

調べる(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

９ 
先行研究を調べる 先行研究を調べる(1 時

間） 
先行研究を読む（1 時

間） 

10 
先行研究の資料をまとめる 先行研究を読む（1 時

間） 
発表資料を完成させる

(1 時間） 

11 
先行研究についての発表 発表準備を行う(1 時間） 発表をふりかえる(1 時

間） 

12 
プレ調査・実践活動の準備 調査・実践したいことを

まとめる（1 時間） 
プレ調査・実践の準備を

行う(1 時間） 

13 
プレ調査・実践活動の実施（学外を含む） プレ調査・実践の準備を

行う(1 時間） 
プレ調査・実践をふりか

える(1 時間） 

14 
プレ調査・実践活動のまとめ プレ調査・実践をふりか

える(1 時間） 
プレ調査・実践を記録に

まとめる(1 時間） 

15 
半期のふりかえり 前期の内容をふりかえ

る(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

16 
調査・実践の準備 調査・実践したいことを

まとめる（1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

17 
調査・実践の計画 調査・実践したいことを

まとめる（1 時間） 
計画を完成させる（1 時

間） 

18 
調査・実践によるデータの収集（学外を含む） 調査・実践の準備を行う

(1 時間） 
調査・実践をふりかえる

（1 時間） 



19 
調査・実践におけるデータのまとめ 調査・実践をふりかえる

（1 時間） 
調査・実践を記録にまと

める(1 時間） 

20 
調査・実践のふりかえり 調査・実践の記録をふり

かえる(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

21 
再調査・実践によるデータの収集（学外を含む） 再調査・実践の準備を行

う(1 時間） 
再調査・実践をふりかえ

る(1 時間） 

22 
再調査・実践におけるデータのまとめ 再調査・実践をふりかえ

る(1 時間） 
再調査・実践を記録にま

とめる(1 時間） 

23 
再調査・実践のふりかえり 再調査・実践の記録をふ

りかえる(1 時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

24 
研究成果を論文にまとめる 研究成果をふりかえる

(1 時間） 
論文を完成させる(1 時

間） 

25 
文章の推敲 研究成果をふりかえる

(1 時間） 
授業内容をふりかえり、

訂正する(1 時間） 

26 
研究発表資料の作成 研究内容をふりかえる

(1 時間） 
発表資料を完成させる

(1 時間） 

27 
研究発表の形式 発表資料に目を通す(1

時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

28 
研究発表の方法 発表資料を読み込む(1

時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

29 
研究発表の準備 発表資料を読み込む(1

時間） 
発表資料を読み込む(1
時間） 

30 
研究発表 発表資料を読み込む(1

時間） 
授業内容をふりかえる

(1 時間） 

 

教科書 専門科目授業のテキストを必要に応じて使用する。   
 

参考書 矢原隆行「介護福祉士・介護福祉学生のための よくわかる介護福祉研究入門－現場の気づきから課題解決、

成果の共有、そして社会発信へ－」 保育社 ISBN978-4-586-63017-2   
  
 

成績評価 
方法・基準 

課題への取り組み（50％）  
課題の完成度（50％） 

備考  

 



科目 
コード 3911 ナンバ

リング EAG125 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ゼミナールⅠ(食物栄養コース) 

科目英語名 Seminar Ⅰ 

担当教員 飯田 晃朝、島村 知歩、池内 ますみ、紀平 佐保子、箕山 なおみ 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 １）得意分野に強みを持った栄養士を目指し、医療・福祉フィールド、食育フィールド、製菓フィールド、フー

ドビジネスフィールに分かれ、それぞれの分野の献立作成や実習、媒体作成、イベント活動へ参加し、実践力

を身につける。 

学修成果 
到達目標 

１）各フィールドで求められる知識を理解している。 
２）各フィールドで求められる技術や実践力を身につけている。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 
活動計画 

成果報告会等の資料で自分

の選択するフィールドにつ

いて情報を収集しておく。

（２時間） 

フィールドについての学習

内容を理解する。（２時間） 

２ 
個人の目標設定 フィールドでの自らの目標

について考える。（２時間） 
フィールドでの自らの目標

を明確にする。（２時間） 

３ 
研究活動① 目的、計画 自らの目標に準じた目的を

考え、計画の方向性を考え

る。（２時間） 

目的と計画をまとめ、レポ

ートを作成する。（２時間） 

４ 
研究活動① 情報収集 目的、計画について情報収

集する内容と方法を考え

る。（２時間） 

情報収集した内容のレポー

トを作成する。（２時間） 

５ 
研究活動① 試作 試作の手順を考える。（２時

間） 
試作品について内容をふり

かえり、レポートを作成す

る。（２時間） 

６ 
研究活動① 検討、修正 試作品について修正案を考

える。（２時間） 
試作品の修正し、完成させ

る。（２時間） 

７ 
研究活動① 発表準備 発表の内容について考え

る。（２時間） 
発表の準備をおこなう。（２

時間） 

８ 
研究活動① 仕上げ 発表の準備をおこなう。（２

時間） 
発表を完成させる。（２時

間） 

９ 
研究活動① 発表 発表の練習をおこなう。（２

時間） 
発表についてのふりかえり

をおこなう。（２時間） 

10 
研究活動① ふりかえり 発表についてのふりかりの

内容をまとめる。（２時間） 
発表についてふりかえり、

レポートを作成する。（２時

間） 

11 
研究活動② 献立作成について 他の科目などで献立作成に

関する知識を収集してお

く。（２時間） 

献立作成について復習す

る。（２時間） 

12 
研究活動② 献立作成、栄養価計算 作成する献立の内容につい

て考える。（２時間） 
献立作成、栄養価計算を完

成させる。（２時間） 

13 
研究活動② 試作 試作の手順を考える。（２時

間） 
試作品について内容をふり

かえり、レポートを作成す

る。（２時間） 

14 
研究活動② 検討、修正 試作品について、修正案を

考える。（２時間） 
試作品の修正を完成させ

る。（２時間） 

15 
前半のまとめ 前半の学習内容をまとめ

る。（２時間） 
後半に向けての自身の課題

を明確にする。（２時間） 



16 
後半の活動計画 後半の活動計画を考える。

（２時間） 
後半の活動計画をまとめ

る。（２時間） 

17 
研究活動③ 目的、計画 後半の活動計画に準じた目

的を考え、計画の方向性を

考える。（２時間） 

目的と計画をまとめ、レポ

ートを作成する。（２時間） 

18 
研究活動③ 情報収集 目的、計画について情報収

集する内容と方法を考え

る。（２時間） 

情報収集した内容のレポー

トを作成する。（２時間） 

19 
研究活動③ 試作 試作の手順を考える。（２時

間） 
試作品について内容をふり

かえり、レポートを作成す

る。（２時間） 

20 
研究活動③ 検討、修正 試作品について、修正案を

考える。（２時間） 
試作品の修正し、完成させ

る。（２時間） 

21 
研究活動③ レシピ作成について レシピ作成に関する知識を

収集しておく。（２時間） 
レシピ作成について復習す

る。（２時間） 

22 
研究活動③ レシピ作成 試作品についてのレシピの

作成内容を考える。（２時

間） 

試作品についてのレシピの

完成させる。（２時間） 

23 
研究活動③ 発表 発表の練習をおこなう。（２

時間） 
発表についてのふりかえり

をおこなう。（２時間） 

24 
研究発表③ ふりかえり 発表についてのふりかりの

内容をまとめる。（２時間） 
発表についてふりかえり、

レポートを作成する。（２時

間） 

25 
研究活動④ 媒体テーマの設定 発表についてのふりかりの

内容をまとめる。（２時間） 
媒体テーマに関する設定を

明確にする。（２時間） 

26 
研究活動④ 情報、資料収集 媒体テーマに関する情報収

集する内容と方法を考え

る。（２時間） 

情報収集した内容をレポー

トにまとめ、媒体作成内容

を考える。（２時間） 

27 
研究活動④ 指導案作成 指導案の内容を考える。（２

時間） 
指導案を完成させる。（2 時

間） 

28 
研究活動④ 媒体作成 媒体の内容を考える。（２時

間） 
媒体を完成させる。（２時

間） 

29 
研究活動④ 発表準備 発表の内容を考える。（２時

間） 
発表の準備をおこなう。（２

時間） 

30 

研究活動④ 発表 
後期のまとめ 

発表の練習をおこなう。（２

時間） 
発表についてとフィールで

ついてのふりかえりをおこ

ない、レポートを作成する。

（２時間） 

 

教科書 専門科目授業のテキストを必要に応じて使用する。 

参考書 書籍や雑誌、新聞やテレビ、インターネットを活用して、情報収集をおこなう。 

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（50％）  課題等（50％） 

備考 各フィールドに関連する学外でのイベント活動に、積極的に参加することが望ましい。 

 



科目 
コード 3905 ナンバ

リング BAA110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 ゼミナールⅠ（ビジネスキャリアコース） 

科目英語名 Seminar Ⅰ 

担当教員 戸田 信聡、上田 利博 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 
情報処理士資格取得のための選択必須科目 
ビジネス実務士資格取得のための選択必須科目 
秘書士資格取得のための選択必須科目 

学修内容 １．経営学の組織・人間に関する基礎知識（戸田担当）、地域特性を活かしたブランドやビジネスのあり方（上

田担当）を学ぶ。 
２．２年後の卒業研究提出と社会人としてのスタートに向けて計画づくりをする（戸田担当）。 
ビジネス事例や企業研究を通じて、ビジネスプランの立案を行う（上田担当）。 

学修成果 
到達目標 

１．経営学・ビジネスの学び方を知り、自分で学習を進めることができる。 
２．組織、人、キャリアの問題について基礎知識を得て活用できる。 
３．製品・サービスを中心にした情報収集ができるようになる。 
４．商品開発やサービス提案など企画ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション（経営・ビジネスとは何か）―戸田 シラバスを読み、ビジネス

に関連する情報を収集して

おく（2 時間） 

授業を受けて、内容を復

習整理する（2 時間） 

２ 
製品の定義―上田 シラバスの事前確認と科目

の概要把握（２時間） 
ゼミナールⅠで何を学

ぶか整理する（2 時間） 

３ 
企業・組織とはどのようなものか―戸田 企業に関する情報収集をし

てまとめておく（2 時間） 
授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

４ 
サービスの定義―上田 得意な（やりたい）Job に

ついて 1 分間スピーチ準備

（２時間） 

製品・サービスについて

復習・自己紹介状作成

（２時間） 

５ 
組織の中のキャリア・デザイン―戸田 自分の進路に関して考えを

まとめておく（2 時間） 
授業の内容を復習整理

する（2 時間） 

６ 
流通と小売―上田 パワーポイント等による自

己紹介状作成と発表準備

（２時間） 

流通と小売について復

習（２時間） 

７ 
自分らしいキャリアとは何か―戸田 キャリアに関する情報を収

集する（2 時間） 
授業を受けて現在のキ

ャリア・デザインをまと

めておく（2 時間） 

８ 
購買と消費―上田 消費の動機について、1 分

間スピーチ準備（２時間） 
購買と消費について復

習（２時間） 

９ 
組織の中のワーク・モチベーション―戸田 仕事の動機づけについて考

えをまとめておく（2 時間） 
授業内容を復習整理し

ておく（2 時間） 

10 
マーケティングの概念―上田 期待される社会人・職業人

について、1 分間スピーチ

準備（２時間） 

マーケティングについ

て復習（２時間） 

11 
リーダーシップとは何か―戸田 リーダーシップに関する情

報・文献を収集する（2 時

間） 

授業を復習整理してお

く（2 時間） 

12 
販売と営業―上田 消費の動機について、1 分

間スピーチ準備（２時間） 
販売と営業について復

習（２時間） 

13 
リーダーシップ論と偉人論の違い―戸田 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

14 
地域と産業―上田 コンビニ利用について、1

分間スピーチ準備（２時間） 
地域と産業について復

習（２時間） 



15 
日本のビジネスリーダーと事例 （昭和）―戸田 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

16 
地域と小売―上田 奈良県の特徴について、1

分間スピーチ準備（２時間） 
地域と小売について復

習（２時間） 

17 
日本のビジネスリーダーと事例 （平成）―戸田 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

18 
地域ブランドとコンセプト―上田 感動を受けた製品につい

て、1 分間スピーチ準備（２

時間） 

ブランドについて復習

（２時間） 

19 
海外のビジネスリーダーと事例 （産業時代）―戸田 資料に目を通しておく（2

時間） 
授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

20 
事例研究（製品・サービス）―上田 感動を受けたサービスにつ

いて、1 分間スピーチ準備

（２時間） 

グループ討議の方法に

ついて復習（２時間） 

21 
海外のビジネスリーダーと事例 （インターネットの時代）―戸
田 

資料に目を通しておく（2
時間） 

授業の内容を復習整理

しておく（2 時間） 

22 

事例研究（地域）―上田 訪れてみたい奈良県の観光

地について、1 分間スピー

チ準備（２時間） 

奈良県の企業の事例に

ついて復習 
最終レポート作成準備

（２時間） 

23 
研究プラン（テーマを考える）―戸田 ビジネスで研究したいこと

を考えておく（2 時間） 
授業を受けて必要な情

報を収集する（2 時間） 

24 

ビジネスプラン（企画）―上田 ビジネスプランについて、

1 分間スピーチ準備（２時

間） 

奈良県の企業の事例に

ついて復習 
最終レポート作成準備

（２時間） 

25 
研究プラン（計画）―戸田 ビジネスプランについて、

1 分間スピーチ準備（２時

間） 

研究計画を修正する（2
時間） 

26 

ビジネスプラン（戦略）―上田 戦略について、1 分間スピ

ーチ準備（２時間） 
奈良県が展開している

ビジネスプランについ

て復習 
最終レポート作成準備

（２時間） 

27 
研究プラン（実施）―戸田 研究計画を進める（2 時間） 発表資料をまとめる（2

時間） 

28 

ビジネスプラン（実施）―上田 PDCA について、1 分間ス

ピーチ準備（２時間） 
奈良県が展開している

ビジネスプランについ

て復習 
最終レポート作成準備

（２時間） 

29 
まとめ 発表準備をする（2 時間） 今後の課題をまとめて

おく（2 時間） 

30 
まとめ―上田 私のやりたいビジネスにつ

いて、1 分間スピーチ準備

（２時間） 

ビジネスプランの復習

（２時間） 

 
教科書 適宜、プリント、データ等を配布します。 

参考書  
成績評価 
方法・基準 

課題への取り組み姿勢（発言力、情報の質量、態度、行動等）(50%)、課題レポートの内容及び発表内容等を総

合的に評価する(50%)。 
備考  



 



科目 
コード 3925 ナンバ

リング EAG205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 ゼミナールⅡ(食物栄養コース) 

科目英語名 Seminar Ⅱ 

担当教員 島村 知歩、飯田 晃朝、池内 ますみ、紀平 佐保子 

資格・免許

との関連 
 

学修内容 一般教養や栄養士専門科目の復習を行い、複合科目である給食管理実習や学外実習や各種試験に必要な知識・

実力を身につける。 

学修成果 
到達目標 

・２年間の学びを集大成し、卒業後の生活に活かすことができる力を身に付けている。 
・栄養士に必要な栄養・食品・給食の知識を複合させながら、学外実習や就職先で活用できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

給食施設における栄養士業務と働き方（講義とグループワーク） 自分の就職について考え

る（1 時間） 
就職や学外実習に向け

て、自分の働くイメージ

を作り、目標を設定する

（0.5 時間） 

２ 
給食施設における大量調理 給食実務論教科書「作業

管理」の章を読む（1 時間） 
講義内容を活用できるよ

うに復習する（1 時間） 

３ 
給食施設における衛生管理 給食実務論教科書「衛生・

安全管理」の章を読む（1
時間） 

講義内容を活用できるよ

うに復習する（1 時間） 

４ 
給食施設における栄養教育 給食実務論教科書「栄養

管理」の章を読む（1 時間） 
講義内容を活用できるよ

うに復習する（1 時間） 

５ 
専門科目の復習（食品学） 食品学総論・各論の復習

（1 時間） 
苦手箇所を見返し、反復

する。（1 時間） 

６ 
専門科目の復習（調理学） 調理学の復習（1 時間） 苦手箇所を見返し、反復

する。（1 時間） 

７ 
専門科目の復習（給食実務論） 給食実務論の復習（1 時

間） 
苦手箇所を見返し、反復

する。（1 時間） 

８ 栄養士学外実習にむけて①学外実習の目的 課題に取組む（1 時間） 課題に取組む（1 時間） 

９ 栄養士学外実習にむけて②学外実習の目標 課題に取組む（1 時間） 課題に取組む（1 時間） 

10 
栄養士学外実習にむけて③プロフィール票の作成 課題に取組む（1 時間） プロフィール票を完成さ

せる（１時間） 

11 
栄養士学外実習にむけて④給食施設の留意点 給食実務論の復習（１時

間） 
講義内容を活用できるよ

うに復習する（1 時間） 

12 
栄養士学外実習にむけて⑤対象者とのコミュニケーションのと

り方 
コミュニケーション演習

の復習（1 時間） 
講義内容を活用できるよ

うに復習する（1 時間） 

13 
給食施設の手作りおやつ 試作（大量調理用） 課題に取組む（1 時間） 完成した内容でレシピを

作成する（1 時間） 

14 
給食施設の手作りおやつ 試作（レクリエーション用） 課題に取組む（1 時間） 完成した内容でレシピを

作成する（1 時間） 

15 
栄養士学外実習にむけて⑥実習記録簿・お礼状の書き方 課題に取組む（1 時間） 事前課題に取組む（2 時

間） 

16 
栄養士学外実習 中間報告会・反省会（グループワーク） 実習内容を見返し、考え

をまとめる（1 時間） 
他の実習先お取組を参考

に実習目標を再考する（1
時間） 

17 対象者に応じた栄養指導用教材の考案（グループワーク） 資料・情報収集（1 時間） 教材案を考える（1 時間） 



18 
対象者に応じた栄養指導用媒体の作成（グループワーク） 媒体作成に必要なものを

準備する（1 時間） 
発表の練習をする（2 時

間） 

19 
給食施設向けの献立作成 1 必要な資料・情報の収集

（1 時間） 
課題に取組む（1 時間） 

20 
給食施設向けの献立作成２ 必要な資料・情報の収集

（1 時間） 
課題に取組む（1 時間） 

21 
給食施設向けの献立作成３ 必要な資料・情報の収集

（1 時間） 
課題に取組む（1 時間） 

22 
栄養士実力認定試験対策（給食管理論） 課題に取組む（2 時間） 苦手箇所を見返し、反復

する。（2 時間） 

23 
栄養士実力認定試験対策（食品学・調理学） 課題に取組む（2 時間） 苦手箇所を見返し、反復

する。（2 時間） 

24 
栄養士実力認定試験対策（公衆栄養学） 課題に取組む（2 時間） 苦手箇所を見返し、反復

する。（2 時間） 

25 
栄養士実力認定試験対策（食品衛生学） 課題に取組む（2 時間） 苦手箇所を見返し、反復

する。（2 時間） 

26 
プレゼンテーション計画 （グループワーク） 自分なりの素案を考える

（1 時間） 
振り返りレポートを完成

させる（1 時間） 

27 
プレゼンテーション準備 資料・情報収集（グループワーク） 情報収集・資料の準備（1

時間） 
発表内容の流れを決め、

時間配分、役割分担をす

る（1 時間） 

28 
プレゼンテーション準備 パワーポイント作成（グループワー

ク） 
情報収集・資料の準備（1
時間） 

パワーポイントを完成さ

せる（1 時間） 

29 
プレゼンテーション準備 原稿作成（グループワーク） メンバーの考え・意見を

収集しまとめる（1 時間） 
発表練習（1 時間） 

30 
2 年間のまとめ発表準備（グループワーク） 担当部分の資料・情報収

集（1 時間） 
発表練習（1 時間） 

 

教科書 該当分野の教科書を使用 

参考書 （標準）松本仲子監修「調理のためのベーシックデータ 第４版」 女子栄養大学出版部 ISBN 978-4-7895-
0317-4 
（標準）新調理研究会編「これからの調理学実習 基本手法から各国料理・行事食まで」 オーム社  ISBN 978-
4-2740-6997-0 
(標準）医歯薬出版編「日本食品成分表 2015 年版（七訂）本表編」医歯薬出版 ISBN 978-4-263-70648-0 な

ど全ての教科書、参考書 
成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（70％） 課題等（30％） 

備考  

 



科目 
コード 3920 ナンバ

リング BAA125 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ゼミナールⅡ（ビジネスキャリアコース） 

科目英語名 Seminar Ⅱ 

担当教員 戸田 信聡、上田 利博 

資格・免許

との関連 
ビジネスキャリアコース推奨科目 
情報処理士資格取得のための選択必須科目 
ビジネス実務士資格取得のための選択必須科目 
秘書士資格取得のための選択必須科目 

学修内容 第一に、社会人基礎力のあるビジネス・パーソンをめざし、各自のテーマに応じた調査・分析・発表を通じて

実践力・思考力・プレゼンテーション力を身につける。（戸田担当）。第二に、ビジネスにおいて求められるコ

ミュニケーション能力と業務遂行能力を養うことを目指します。また、良好な人間関係を築くことができるよ

うなビジネスマナーや、社会人基礎知識を学びます（上田担当）。 
学修成果 
到達目標 

１．ビジネス・パーソンとして企業組織で求められる行動・思考・コミュニケーションをすることができる。 
２．事例を通じた学習により、社会人として働く意識を持ち、実践で活かすことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
授業概要（前期の振り返りと後期の学習計画作成）―戸田 前期までの課題をまとめて

おく（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く(2 時間） 

２ 
授業概要（ビジネスで必要な社会性）―上田 シラバスの事前確認と概要

把握（2 時間） 
ゼミナールⅡで何を学ぶか

整理する（2 時間） 

３ 
ビジネスにおける「研究」とは何か―戸田 研究の進み方に関する文献

を読んでまとめておく（2時
間） 

授業内容を復習整理してお

く(2 時間） 

４ 
会社組織の基本と就業規則―上田 会社組織についてインター

ネットで調べる（２時間） 
会社や組織、就業規則につ

いて復習（２時間） 

５ 
アイデアを生み出す―戸田 研究のアイデアをまとめて

おく（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

６ 
企業活動の基本「８つの意識」―上田 学生と社会人の違い、1 分

間スピーチ準備（２時間） 
企業活動の基本について復

習（２時間） 

７ 
研究計画を立てる―戸田 研究計画のアイデアをまと

めておく（２時間） 
授業内容を復習整理してお

く(2 時間） 

８ 
コミュニケーションとビジネスマナー―上田 コミュニケーションとビジ

ネスマナー、1 分間スピー

チ準備（２時間） 

ビジネスマナーについて復

習（２時間） 

９ 
文献を調査する―戸田 テーマに関する文献を調べ

ておく（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

10 

敬語の種類と必要―上田 レポートの書き方について

調べる 
敬語種類と必要性、1 分間

スピーチ準備（２時間） 

ビジネスマナーについて復

習（２時間） 

11 
先行研究の課題をまとめる―戸田 先行研究を読んでまとめて

おく（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

12 
話の聞き方とポイント―上田 話を聞くポイントについい

て、1 分間スピーチ準備（２

時間） 

ビジネスにふさわしい話し

方についおて復習（２時間） 

13 
先行研究について発表する―戸田 発表資料を作成しておく（2

時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

14 
クレーム対応―上田 クレーム対応について、1分

間スピーチ準備（2 時間） 
スピーチに対するコメント

の仕方の復習（2 時間） 

15 
事前調査をする―戸田 事前調査に関する方向性を

まとめておく（2 時間） 
事前調査を実施する（2 時

間） 



16 
情報の取捨選択―上田 情報について、３分間スピ

ーチの準備（2 時間） 
ビジネス会議の復習（2 時

間） 

17 
事前調査を踏まえ、研究課題を設定する―戸田 事前調査を報告できるよう

にまとめておく（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

18 
新聞からの情報収集―上田 新聞情報について、３分間

スピーチの準備（2 時間） 
会議やチーム討議の方法に

ついて復習（2 時間) 

19 
本調査を計画する―戸田 本調査に対する方向性をま

とめておく（2 時間） 
本調査を実施する（2 時間） 

20 
インターネット等からの情報収集―上田 インターネット情報につい

て、３分間スピーチの準備

（2 時間） 

会議における各人の役割に

ついて復習（2 時間） 

21 
本調査の実践と結果のまとめ―戸田 本調査の結果をまとめてお

く（2 時間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

22 
社会情勢を考える①発表と議論（商品・サービス）―上田 商品・サービスについて３

分間スピーチの準備（2 時

間） 

会議成立の重要性について

復習（2 時間） 

23 
研究論文を書く―戸田 研究論文の構成をまとめて

おく（2 時間） 
研究論文を書く（2 時間） 

24 
社会情勢を考える②発表と議論（コンプライアンス）―上田 コンプライアンスについて

プレゼン準備（2 時間） 
最終課題作成準備（2 時間） 

25 
研究論文を推敲する―戸田 コンプライアンスについて

プレゼン準備（2 時間） 
研究論文を何度も推敲する

（2 時間） 

26 
社会情勢を考える③発表と議論（ワークスタイル）―上田 ワークスタイルについてプ

レゼン準備（2 時間） 
最終課題作成準備（2 時間） 

27 
研究発表資料を作成する―戸田 研究発表資料を作成してお

く（2 時間） 
研究発表資料を完成させる

（2 時間） 

28 
社会情勢を考える④発表と議論（人材開発）―上田 人材開発についてプレゼン

準備（2 時間） 
最終課題作成準備（2 時間） 

29 
研究発表―戸田 研究発表準備をする（2 時

間） 
授業内容を復習整理してお

く（2 時間） 

30 
ふりかえりとまとめ―上田 最終課題提出およびプレゼ

ン準備（2 時間） 
ビジネスで重要なことの総

復習（2 時間） 

 

教科書 適宜、プリント、データ等を配布します。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題への取り組み姿勢（発言力、情報の質量、態度、行動等）(50%)、課題レポートの内容及び発表内容等を総

合的に評価する(50%)。 

備考 適宜、現場でのフィールドワークを実施する。 

 



科目 
コード 1635 ナンバ

リング FC200 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 専門ゼミナール 

科目英語名 Specialized Seminar 

担当教員 武田 千幸 

資格・免許

との関連 
介護福祉士国家試験対策のための科目 

学修内容 本講義では、介護福祉士国家試験の筆記試験対策を行う。領域ごとに苦手科目に挙げられる科目を中心に学習

し、各教科の基礎力向上と、介護福祉士国家資格取得のための実力向上をめざす 

学修成果 
到達目標 

介護福祉士国家試験の全体像が理解でき、試験に向けて自身にあった調整ができる 
介護福祉士国家試験の模擬試験で国家試験合格レベルの点数がとれる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
介護福祉士国家試験について解説 介護福祉士国家試験に

ついて調べる（0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

２ 
実力確認 平成 30 年度国家試験問題（人間と社会・介護） 該当領域について下調

べを行う(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

３ 
実力確認 平成 30 年度国家試験問題（心とからだのしくみ・医療

的ケア・総合問題） 
該当領域について下調

べを行う(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

４ 
平成 30 年度国家試験問題の解説、領域「人間と社会」①社会の理

解 
過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

５ 
領域「人間と社会」②介護の基本 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

６ 
領域「介護」①生活支援技術 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

７ 
領域「こころとからだのしくみ」①障害の理解 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

８ 
領域「こころとからだのしくみ」②発達と老化の理解 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

９ 
領域「こころとからだのしくみ」③こころとからだのしくみ 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

10 
領域「医療的ケア」 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

11 
総合問題①高齢者 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

12 
総合問題②障害者 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

13 
理解力の確認①人間と社会・介護 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえり、

苦手な部分を確認する

(0.5 時間） 

14 
理解力の確認②こころとからだのしくみ・医療的ケア・総合問題 過去問などで予習をす

る(0.5 時間） 
授業内容をふりかえり、

苦手な部分を確認する

(0.5 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの授業内容をふ

りかえる（0.5 時間） 
授業内容をふりかえる

(0.5 時間） 

 



教科書 「見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2019」 中央法規出版 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

受講姿勢や理解度から総合的に評価する 

備考  

 



科目 
コード 8180 ナンバ

リング EAG120 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 介護食演習 

科目英語名 Practice of Care Food 

担当教員 池内 ますみ 

資格・免許

との関連 
介護食士３級必修科目 

学修内容 高齢者や障害者などのための食事・調理を学ぶ。 
高齢者の心理や医学的基礎知識などの講義に加え、料理の柔らかさ、のど越しの良さ、味付け、盛り付け、色

彩、思い出の味や料理、おいしく食べるための工夫、高齢者の栄養、衛生などを考えながら学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

在宅での食事介護、施設の食事介護で役に立つ知識、技術を身につけ実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

高齢者や障害者などのための食事・調理を学ぶ。 
高齢者の心理や医学的基礎知識などの講義に加え、料理の柔らかさ、の

ど越しの良さ、味付け、盛り付け、色彩、思い出の味や料理、おいしく

食べるための工夫、高齢者の栄養、衛生などを考えながら学ぶ。 

毎回テキストを予習す

る（1 時間） 
授業内容を復習し、調理

技術の向上に取り組む

（3 時間） 

教科書 若羽調理専門学校のテキスト（8,240 円） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

若羽調理専門学校の終了評価試験、取り組み状況をもとに評価する。 

備考 講習料 3,9000 円、実習材料費 27,000 円が別途必要です。 

 



科目 
コード 64000 ナンバ

リング CAE120 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 国語基礎 

科目英語名 Japanese 

担当教員 西薗 有加利 

資格・免許

との関連 
小学校教諭二種免許取得のための選択科目 
 

学修内容 「聞く・話す・読む・書く」の基本的言語能力を身につけ、日本語の成り立ち、音声・音韻・語彙・文法・方

言・日本語史等、国語学の基礎について理解し、日本の伝統的言語文化に対して理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

１.ほぼ基本に則って正しく「聞く・話す・読む・書く」ことができる。 
２.日本語の成り立ち、音声・音韻・語彙・文法・方言・日本語史等、国語学の基礎について説明できる。 
３.日本の伝統的言語文化についていくつか例をあげて説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

言葉の働き・国語とは何か―国家と国語、国語と

日本語と母語について 
 

文化庁ホームページの国語政策の

ところを読んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

２ 

しりとりをしよう―しりとりからわかること 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

３ 

音声と音韻―母音と子音 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

４ 

語彙・語種・語構成 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

５ 

五十音図の歴史と意味 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

６ 

文字―漢字の伝来と万葉仮名、平仮名・片仮名 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

７ 
文法 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
予習のために配付された資料

を読んでおく（2 時間） 

８ 
方言 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

して理解する（2 時間） 
教科書 宇野義方編『国語学』学術図書出版社 

ISBN9784873614069 
参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業への参加態度、発言内容等による評価（20％） 提出物により、授業の理解度を測り、その評価（80％）

とする。 
備考  

 



科目 
コード 64040 ナンバ

リング CAE125 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活基礎 

科目英語名 Life Environment Studies 

担当教員 信田 和則 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 生活科の活動内容に関わる活動や体験的研究を通して、生活科の指導や教材研究に必要な基礎的知識、技能を

習得することで、全体を観察し、真理を見極める科学的視野を養うとともに、教師に求められる知識、技能を

理解し、幼稚園から小学校までの教育を視野に入れた広い視点をもった教員をめざす。 

学修成果 
到達目標 

生活科の知識と技能を理解し説明することができる 
教師に求められる知識と技能を理解し説明することができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
「生活」の意味 小学校学習指導要領解

説第１章を読む (２時

間) 

レポート作成(２時間) 

２ 
学校と生活 小学校学習指導要領解

説第 2章を読む(２時間) 
レポート作成(２時間) 

３ 
家庭・地域・生活 小学校学習指導要領解

説第３章を読む (２時

間) 

レポート作成(２時間) 

４ 
自然との関わり（学外） フィールド下見 (２時

間) 
フィールドカード作成

(２時間) 

５ 
表現する方法 フィールドカードプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

フィールドカード作成

(２時間) 

６ 
探索活動Ⅰ 街をフィールドワークする（学外） フィールド下見 (２時

間) 
フィールドカード作成

(２時間) 

７ 
制作活動 フィールドワークの成果を表現する フィールドノーツプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

フィールドノーツプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

８ 
制作活動Ⅱ ミュージアムボックスを作る 
 

ミュージアムボックス

プレゼンテーション準

備(２時間) 

ミュージアムボックス

修正(２時間) 

教科書 『小学校学習指導要領解説 生活編』 日本文教出版 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題（５0％） プレゼンテーション（40％） クリッカーによる確認（10%) 

備考  

 



科目 
コード 64060 ナンバ

リング CAE100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 音楽Ⅰ 

科目英語名 Music Ⅰ 

担当教員 多田 純一、大城 弓恵、奥田 尚子、玉井 奈摘、宮田 眞理、山下 玲子 

資格・免許

との関連 
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭のいずれも免許必須科目。 

学修内容 保育士、幼稚園教諭として保育現場で必要なピアノ演奏の基礎について理解し、技能を修得する。 
クラス授業、フォロー・アップ、個人レッスンの 3 箇所でひとつの授業が完結するように設定されている。 

学修成果 
到達目標 

1.『バイエル教則本』60 番水準以上の楽曲をピアノで弾くことできる。 
2.ハ長調・へ長調の基本的なカデンツⅠ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅴ7 を理解し、ピアノで弾くことができる。 
3.授業で身につけた技術や表現を発表会で演奏することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション：授業の進め方、グレード表の説明、テキスト

配布、ピアノ演奏の姿勢、運指等 個人レッスン：開始グレードと

宿題の設定 

開始グレードを決定す

るため、自身が演奏可能

な作品を明確にして練

習してくること。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

２ 
ハ長調のⅠとⅤの和音 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

３ 
ハ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

４ 
ハ長調のⅠとⅤとⅣの和音 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

５ 
ハ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

６ 
ハ長調のⅤとⅤ7 の和音 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

７ 
ハ長調のⅠ- Ⅴ７ - Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

８ 
前半のまとめ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

９ 
ハ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ- ⅠとⅠ- Ⅳ- Ⅴ7 -Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

10 
へ長調のⅠとⅤの和音 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

11 
へ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

12 
へ長調のⅠ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 



13 
へ長調のⅠ- Ⅳ- ⅠとⅠ- Ⅴ７- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

14 
既習カデンツの復習 発表会で演奏する作品

の練習。0.75 時間。 
これまでに学んだカデ

ンツについて確認する。

0.25 時間。 

15 
ピアノ実技の発表会を行う。発表会と演奏に対する講評・今後の練

習への助言。 
発表会で演奏する作品

の練習。 
0.9 時間。 

発表会における自身の

演奏を振り返る。 
0.1 時間。 

 

教科書 『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 ISBN4-11-101010-5 
『ブルクミュラー 25 の練習曲 op.100』各社刊、『ソナチネ・アルバムⅠ』各社刊 
『音楽Ⅰ、Ⅱ ピアノ・グレード・テキスト』 

参考書 安田寛 監修／小野亮祐、多田純一、長尾智絵 『「バイエル」原典探訪: 知られざる自筆譜・初版譜の諸相』 音
楽之友社 ISBN-13: 978-4276143852 

成績評価 
方法・基準 

ピアノ実技を主とする科目のため、定期試験は実施しない。発表会での演奏に対して演奏評価 30％、平常点

20％。グレードの取得数や完成した作品の数など普段の取り組みに対して理解・習熟度 50％が配点されるた

め、十分に事前練習をして授業を受けること。 

備考 レッスンの際には、ケガをしないように必ず爪を短く切っておくこと。 

 



科目 
コード 64070 ナンバ

リング CAE135 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 音楽Ⅱ 

科目英語名 Music Ⅱ 

担当教員 多田 純一、大城 弓恵、奥田 尚子、紺谷 志野、玉井 奈摘、宮田 眞理、山下 玲子 

資格・免許

との関連 
保育士および幼稚園教諭免許必須科目 

学修内容 １.音楽Ⅰの学修成果をふまえて保育士、幼稚園教諭として保育現場で必要なピアノの基礎演奏技能を向上させ

る。 
２.調号１つ程度までの長調、短調の音階、主要三和音を習得し、伴奏づけや弾き歌いの基礎力を養う。 
３.バイエル教則本 80 番水準以上では弾き歌いも取り入れる。 
※「音楽Ⅰ」と同様に、クラス授業、フォロー・アップ、個人レッスンの 3 箇所でひとつの授業が完結するよ

うに設定されている。 
学修成果 
到達目標 

１.バイエル教則本 80 番程度以上の楽曲が演奏できる。 
２.ハ長調・へ長調・ト長調・ニ長調の基本的なカデンツⅠ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅴ7 を理解し、ピアノで弾くことができ

る。 
３.授業で高めた技術と表現力を発表会で演奏することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 
ハ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰ Ⅰ- Ⅴ7- Ⅰカデンツの復習 
 

開始グレードを決定する

ため、自身が演奏可能な

作品を明確にして練習し

てくること。0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

２ 
ハ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅰカデンツの復習 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

３ 
へ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰ Ⅰ- Ⅴ7- Ⅰカデンツの復習 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

４ 
へ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅰカデンツの復習 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

５ 
へ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

６ 
へ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

７ 
ト長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰ Ⅰ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

８ 
ト長調のⅠ- Ⅳ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

９ 
ト長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

10 
ト長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

11 
ニ長調のⅠ- Ⅴ- Ⅰ Ⅰ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 



12 
ニ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

13 
ニ長調のⅠ- Ⅳ- Ⅴ- Ⅰ，Ⅰ- Ⅳ- Ⅴ7- Ⅰのカデンツ 個人レッスンで各々に課

された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

14 
既習のカデンツの復習 発表会で演奏する作品の

練習。 
0.9 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

15 
発表会と演奏に対する講評・今後の練習への助言 発表会で演奏する作品の

練習。 
0.9 時間。 

発表会の演奏を振り返

り、復習する。0.1 時間。 

 

教科書 『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 ISBN4-11-101010-5 
『ブルクミュラー 25 の練習曲 op.100』各社刊、『ソナチネ・アルバムⅠ』各社刊 
『音楽Ⅰ、Ⅱ ピアノ・グレード・テキスト』 

参考書 安田寛 監修／小野亮祐、多田純一、長尾智絵 『「バイエル」原典探訪: 知られざる自筆譜・初版譜の諸相』 音
楽之友社 ISBN-13: 978-4276143852 

成績評価 
方法・基準 

ピアノ実技を主とする科目のため、定期試験は実施しない。発表会での演奏に対して演奏評価 30％、平常点

20％。グレードの取得数や完成した作品の数など普段の取り組みに対して理解・習熟度 50％が配点されるた

め、十分に事前練習をして授業を受けること。 

備考 ピアノ実技を伴う科目は安全のため授業前に短く爪を切っておくこと。 

 



科目 
コード 64080 ナンバ

リング CAE200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 音楽Ⅲ 

科目英語名 Music Ⅲ 

担当教員 多田 純一、紺谷 志野、玉井 奈摘、中島 倍代、宮田 眞理、山下 玲子、和田 宏一 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 1.「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」の内容をふまえ、ピアノ演奏技術を高めることによって、こどもの表現活動を育むため

の実践力をつける 
2．ハ長調やハ長調以外の調のこどもの歌の伴奏づけや弾き歌いに慣れ、こどもの音楽表現を教育および支援す

る力を身につける 
 

学修成果 
到達目標 

1. 各自の実力に応じた課題曲を自らのイメージにもとづいて表現を工夫して演奏することができる 
2．自らの課題に対して自分で学習計画を立てて取組み、達成することができる 
3．ハ長調やハ長調以外のこどもの歌に伴奏をつけて歌う、など音楽的な技術を向上させ、子どもの発達の過程

を理解して表現活動を支援することができる 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業ガイダンス 学習方法の説明  
ハ長調の主要三和音の再確認 

開始グレードを決定す

るため、自身が演奏可能

な作品を明確にして練

習してくること。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

２ 
ハ長調の基本的な伴奏形 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

３ 
ハ長調のこどもの歌の弾き歌い 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

４ 
こどもの音楽的発達の理解と支援 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

５ 
発声とこどもの歌（季節の歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

６ 
こどもの歌と動き（うたあそび） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

７ 
へ長調の主要三和音の再確認 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

８ 
へ長調の基本的な伴奏形 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

９ 
へ長調のこどもの歌の弾き歌い 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

10 
こどもの歌の弾き歌い（行事の歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

11 
こどもの歌と弾き歌い（動きがある歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 



12 
手遊びうた・わらべうたと動き 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

13 
ト長調の基本的な伴奏形 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

14 
ト長調のこどもの歌の弾き歌い 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

15 
発表会と演奏に対する講評・今後の練習への助言 発表会で演奏する作品

の練習。 
0.9 時間。 

発表会における自身の

演奏を振り返る。 
0.1 時間。 

 

教科書 『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 ISBN4-11-101010-5 
『ブルクミュラー 25 の練習曲 op.100』各社刊、『ソナチネ・アルバムⅠ』各社刊 
小林美実編『こどものうた 200』（チャイルド社）978-4-8054-8100-4 

参考書 安田寛 監修／小野亮祐、多田純一、長尾智絵 『「バイエル」原典探訪: 知られざる自筆譜・初版譜の諸相』 音
楽之友社 ISBN-13: 978-4276143852 

成績評価 
方法・基準 

ピアノ実技を主とする科目のため、定期試験は実施しない。発表会での演奏に対して演奏評価 30％、平常点

20％。グレードの取得数や完成した作品の数など普段の取り組みに対して理解・習熟度 50％が配点されるた

め、十分に事前練習をして授業を受けること。 

備考 就職採用試験におけるピアノ実技課題に対応するため、幼稚園、認定こども園、保育園での就職を希望する学

生は受講すること。また、教育コースの「音楽科教育法」における「歌唱共通教材」の弾き歌いの学習にも対応

する。保育ソーシャル・コースも同様に、希望する就職先における就職採用試験内容に応じたピアノ教育を行

うため、いずれの場合も受講を推奨する。 

 



科目 
コード 64090 ナンバ

リング CAE205 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 音楽Ⅳ 

科目英語名 Music Ⅳ 

担当教員 多田 純一、奥田 尚子、紺谷 志野、玉井 奈摘、宮田 眞理、山下 玲子、和田 宏一 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 1.「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ「音楽Ⅲ」の内容をふまえ、ピアノ演奏技術を高めることによって、こどもの表現活動を

育むための実践力をつける 
2．こどもの歌の伴奏づけや弾き歌いに慣れ、こどもの音楽表現を教育および支援する実践力を身につける 
 

学修成果 
到達目標 

1. 各自の実力に応じた課題曲を自らのイメージにもとづいて表現を工夫して演奏することができる 
2．自らの課題に対して自分で学習計画を立てて取組み、達成することができる 
3．こどもの歌に伴奏をつけて歌う、など音楽的な技術を向上させ、子どもの発達過程を理解して音楽表現の活

動を支援することができる 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業ガイダンス 学習方法の説明  
イ短調の伴奏づけと弾き歌い 

開始グレードを決定す

るため、自身が演奏可能

な作品を明確にして練

習してくること。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

２ 
ハ短調の伴奏づけと弾き歌い 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

３ 
ニ長調の伴奏づけと弾き歌い 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

４ 
音楽を聴く力をつける 連弾曲選びとアンサンブルのポイント 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

５ 
こどもの歌の弾き歌い（生活の歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

６ 
こどもの歌の弾き歌い（楽しい歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

７ 
コードネームの理解と習熟（メジャーコードとマイナーコード、セ

ブンスコード） 
個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

８ 
こどもの歌の弾き歌い（行事の歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

９ 
こどもの歌の弾き歌い（動きがある歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

10 
連弾曲・アンサンブルの練習（バランスを聴く） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

11 
こどもの歌と弾き歌い（手遊び・わらべうた） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 



12 
こどもの歌と弾き歌い（ストーリーのある歌） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

13 
コードネームの理解と習熟（ディミニッシュとオーギュメント） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

14 
連弾曲・アンサンブルの練習（曲想の表現） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

個人レッスンで学んだ

ことを復習する。 
0.25 時間。 

15 
発表会と演奏に対する講評・今後の練習への助言 発表会で演奏する作品

の練習。 
0.9 時間。 

発表会における自身の

演奏を振り返る。 
0.1 時間。 

 

教科書 『標準バイエルピアノ教則本』全音楽譜出版社 ISBN4-11-101010-5 
『ブルクミュラー 25 の練習曲 op.100』各社刊、『ソナチネ・アルバムⅠ』各社刊 
小林美実編『こどものうた 200』（チャイルド社）978-4-8054-8100-4 

参考書 安田寛 監修／小野亮祐、多田純一、長尾智絵 『「バイエル」原典探訪: 知られざる自筆譜・初版譜の諸相』 音
楽之友社 ISBN-13: 978-4276143852 

成績評価 
方法・基準 

ピアノ実技を主とする科目のため、定期試験は実施しない。発表会での演奏に対して演奏評価 30％、平常点

20％、グレードの取得数や完成した作品の数など普段の取り組みに対して理解・習熟度 50％が配点されるた

め、十分に事前練習をして授業を受けること。 

備考 就職採用試験におけるピアノ実技課題に対応するため、幼稚園、認定こども園、保育園での就職を希望する学

生は受講すること。また、教育コースの「音楽科教育法」における「歌唱共通教材」の弾き歌いの学習にも対応

する。保育ソーシャル・コースも同様に、希望する就職先における就職採用試験内容に応じたピアノ教育を行

うため、いずれの場合も受講を推奨する。 

 



科目 
コード 64120 ナンバ

リング CAE110 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 造形美術 

科目英語名 Arts and Crafts 

担当教員 生駒 英法 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
小学校教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １. 創作体験を通して自己の感覚 感性をみがく。 
２. 造形活動に伴うさまざまな道具、材料に触れその特性を知り、扱い方を身につける。 
３. 造形活動を指導する立場としての視点を持ち、活動の進め方、制作環境の整え方などを考える。 

学修成果 
到達目標 

造形活動のための基本的な道具や材料を扱うことによって、その特徴を知り、基礎的な、技法が習得できるよ

うになる。 
材料・用具の使い方に慣れ、活発な造形活動を計画することができるようになる。 
創作体験を通して表現することの楽しさを味わうと同時に幼児の造形活動にかかわる指導者としての資質が高

まる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
モダンテクニックとデザインこいのぼりの制作 
端午の節句について知り、こいのぼりに込められた思いについて考

える。 

準備物をそろえる。(0.3
時間) 

授業内容をまとめる。

(0.3 時間) 

２ 
自分の成長を願うためのこいのぼりをデザインする。 デザインの参考になる

資料を探す。(0.3 時間) 
デザインの確認と修正

をする。(0.7 時間) 

３ 
モダンテクニック（ドリッピング、にじみ）を使って色紙を制作す

る。 
作業手順を予習する。

(0.3 時間) 
 

４ 

モダンテクニック（スパッタリング、たたきぼかし）を使って色紙

を制作する。 
作業手順を予習する。

(0.3 時間) 
出来上がった作品を整

理し授業中にやり残し

た作業があればやって

おく。(0.3 時間) 

５ 
自作した色紙を使ってウロコ・ヒレなどのこいのぼりのパーツをつ

くる。 
細部のデザインの確認

と修正(0.3 時間) 
 

６ 
こいのぼりのベースを色画用紙で作りパーツをつけ、展示できるよ

うにして完成させる。 
デザインの最終確認と

修正。展示のための道具

の準備(0.3 時間) 

完成作品をスケッチし

レポートを書く。(0.3 時

間) 

７ 
動くおもちゃの制作。紙で作る風車と廃材を利用してつくる風車を

作る。 
廃材を集める。(0.3 時

間) 
展示方法を考え展示す

る(0.3 時間) 

８ 

ビー玉や古電池や空き缶を利用した重さで動くおもちゃを作る。 廃材を集める。(0.3 時

間) 
動くおもちゃの展示方

法を考え、作った作品の

スケッチを含むレポー

トをまとめる。(0.5 時

間) 

９ 

飛ばす仕組みをいくつか考え身のまわりのものでロケットをつく

る。 
おもちゃのロケットを

飛ばす工夫について考

える。(0.3 時間) 

作った作品のスケッチ

を含むレポートをかく。

(0.7 時間) 
 

10 
びっくり箱とおもちゃをしまう箱とラッピングの工夫について考

える。 
いいと思ったラッピン

グを集めたり、調べたり

する。(1 時間) 

図を使い、スケッチブッ

クにまとめる。(0.5 時

間) 

11 
粘土で作るお弁当 
様々な特徴の粘土のがいろいろあることを知り、作ろうと思うもの

を決めスケッチする。 

参考資料を集めアイデ

アスケッチをする。(0.2
時間) 

 

12 
粘土に色を付け、おいしそうなお弁当の中身を作る。  遅れている作業があれ

ばすすめておく。(1 時



間) 

13 

厚紙でお弁当箱を作り、作った中身を詰める。 お弁当箱のデザインを

考えておく(1 時間) 
中身が足らなければ追

加でつくり、出来上がっ

た作品のスケッチを含

むレポートを書く。(1.5
時間) 

14 

季節の切り紙 
七夕をはじめ、年中行事に関わる切り紙を制作する。 

七夕について調べてお

く。(0.3 時間) 
作った切り紙を掲示ま

たはスケッチブックに

ファイルする。(0.5 時

間) 

15 
まとめとふりかえり 
これまでの作品を発表し、鑑賞しあう。 

発表する内容をまとめ

る。(0.7 時間) 
ほかの人のよいと思っ

た発表についてまとめ

る。(0.5 時間) 

 

教科書 随時 参考資料、プリント、参考作品を配布または提示する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題作品と作品についてのレポート（80％）、スケッチブック（アイデアスケッチ・エスキース・授業内容につ

いての書きこみ）と授業に意欲的であるか、準備学習、後片付けなどの態度（20％） 

備考 制作を中心とした実技の授業になるので、汚れてもよいように準備してきてください。絵の具セット、鉛筆、

はさみ、廃材など（詳細は授業で説明）忘れず持参してください。 

 



科目 
コード 64140 ナンバ

リング CAE115 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 体育 

科目英語名 Physical Education 

担当教員 大石 祥寛 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
小学校教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 毎回テーマを設定し、小学校における授業づくりを学び、理論だけでなく実践力を養う。これらの学びにより

子どもたちを取り巻く環境を視野に置いた教師像を目指す。 

学修成果 
到達目標 

１．実技実習によって各種運動能力を高め、各技能の獲得過程から、子どもの補助ならびに援助の仕方を学び、

指導できるようになる。 
２．器具・用具の配置や使い方を工夫し、安全面や発達段階や運動課題の難易度を配慮して、運動遊びを構成

できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
体育教科の歴史と意義 
 

体育について知ってい

る知識を調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

２ 
体育と生涯スポーツ 体育について知ってい

る知識を調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

３ 
運動遊びの基礎 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

４ 
運動遊びの発展 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

５ 
ボール運動：ゴール型の基礎 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

６ 
ボール運動：ゴール型の発展 
 

実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

７ 
ボール運動：ネット型の基礎 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

８ 
ボール運動：ネット型の発展 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

９ 
９）ボール運動：ベースボール型の基礎 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

10 
ボール運動：ベースボール型の発展 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

11 
器械運動：マット 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

12 
器械運動：跳び箱 
 

実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 



13 
器械運動：鉄棒 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

14 
陸上運動：走運動 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

15 
陸上運動：跳運動 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を総復習する

（0.5 時間） 

 

教科書 特に指定するものはない（必要に応じて資料を配付する）。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％） 授業への参加姿勢（50％） 

備考 ・体調を整え、授業に参加すること。 
・運動に適した服装および体育館シューズで授業に参加すること。 

 



科目 
コード 61040 ナンバ

リング CAA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 教職入門 

科目英語名 Introduction to the Teaching Profession 

担当教員 信田 和則 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 1 教育現場の実践を知ったり、学生各自の学校や教員に対する思いやイメージを振り返ったりしながら、教職

の社会的意義や子ども理解の方法などについて見識を広める。  
2 子どもが主体的に学ぶ学習の意義とそれを支える教員の在り方等を探り、教員の日常世界を理解する。  
3 教職に就いた際に、内外の専門家等と連携・分担して実践を深めていける学び続ける力の習得を目指して実

践的に深める。 
 

学修成果 
到達目標 

１ 教職の意義及び専門性、教員の役割と職務内容、現代教育の課題について理解することができる。 
２ 教職への目的意識を高め、課題発見や課題解決（軽減）の意欲と方法について深めることができる。 
３ これからのチーム学校時代を担う多職種協働の意識と資質を身に付けることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しをもつ。 
自らの小学校時代を振り返る。 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

シラバスをよく読み、講

義の全体計画を把握し

ておくこと。 
教科書やインターネッ

ト上の関連項目等から

教員の仕事について調

べておくこと。 
2 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

２ 

公教育の目的と教員の存在意義（１）現場の実践報告から学ぶ。 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

公教育の目的と教員の

存在意義について教科

書や事前に配布された

資料、インターネット上

の関連項目に当たり内

容をまとめておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

３ 

公教育の目的と教員の存在意義（２）子どもが主体的に活動する学

習から学ぶ。 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

子どもの主体的な学び

を保障する公教育の在

り方について、 教科書

や事前に配布された資

料、インターネット上の

関連項目に当たり内容

をまとめておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

４ 

教職に固有の職業的特徴 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

どのようなものが教職

に固有の職業的特徴と

いえるのかについて、 
教科書や事前に配布さ

れた資料、インターネッ

ト上の関連項目に当た

り内容をまとめておく

こと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

５ 
教員に求められる役割と資質・能力（１）現代社会における新しい

学力観 
〔グループ・ディスカッション〕 

現代社会における新し

い学力観を踏まえ、教員

に求められる役割と資

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し



 質・能力について、 教
科書や事前に配布され

た資料、インターネット

上の関連項目に当たり

内容をまとめておくこ

と。 
２時間 

理解を深めておくこと。 
２時間 

６ 

教員に求められる役割と資質・能力（２）子ども主体の学級経営を

支える要件 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

子ども主体の学級経営

を支える要件について、

教科書や事前に配布さ

れた資料、インターネッ

ト上の関連項目に当た

り内容をまとめておく

こと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

７ 

教員に求められる役割と資質・能力（３）学びを育む学習環境の創

出 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

学びを育む学習環境の

創出に求められる教員

の役割と資質・能力につ

いて、教科書や事前に配

布された資料、インター

ネット上の関連項目に

当たり内容をまとめて

おくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

８ 

教員の職務の全体像 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

子どもの教育に当たる

教員の職務について、教

科書や事前に配布され

た資料、インターネット

上の関連項目に当たり

内容をまとめておくこ

と。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

９ 

学び続ける専門職像（１）時代を拓いた教員の授業実践と教員研修 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

事前に配布された資料

を読むとともに、それを

手掛かりにインターネ

ット上の関連項目に当

たり内容をまとめてお

くこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

10 

学び続ける専門職像（２）時代を拓いた教員の子ども観 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

事前に配布された資料

を読むとともに、それを

手掛かりにインターネ

ット上の関連項目に当

たり内容をまとめてお

くこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

11 

教職とその適性〔服務上・身分上の義務及び身分保障〕 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

教員の服務上・身分上の

義務及び身分保障につ

いて、事前に配布された

資料やインターネット

上の関連項目に当たり

内容をまとめておくこ

と。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 



12 

多様な教職員との効果的な連携・分担 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

教員に求められる教職

員との効果的な連携・分

担とは何かについて、事

前に配布された資料や

インターネット上の関

連項目に当たり内容を

まとめておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

13 

専門性をもつ人材との効果的な連携・分担 
〔ディスカッション〕 
 

教員に求められる専門

性をもつ人材との効果

的な連携・分担とは何か

について、事前に配布さ

れた資料やインターネ

ット上の関連項目に当

たり内容をまとめてお

くこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

14 

校内研究とその体制 
〔ディスカッション〕 
 

現在、各学校で行われて

いる校内研究について、

事前に配布された資料

やインターネット上の

関連項目に当たり内容

をまとめておくこと。 
２時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

15 

教職とその適性について、自らの意欲と課題を発表する。 
〔プレゼンテーション〕 
 

教職に対する自らの意

欲をまとめ、発表会での

内容を確認しておくこ

と。 
２時間 

教職に関する基本的な

内容や今日的な課題を

整理し、教職に就いた際

の展望をもつ。 
２時間 

定期試験 

教科書 『現代日本の教師－仕事と役割－』 ISBN：978-4-595-31590-9  油布佐和子放送大学教育振興会 2015 年 
『生徒指導提要』I SBN：978-4-87730-274-0 文部科学省 教育図書株式会社 2010 年 
『小学校学習指導要領解説 総則編』 ISBN：978-4-491-03461-4 文部科学省  東洋館出版社 2018 年 
随時、補足資料を配布する。 

参考書 「小学校学習指導要領」 ISBN：978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
「学習力」を育てる秘訣 - 学びの基礎・基本-」 奈良女子大学附属小学校学習研究会編 明治図書 
『幼稚園教育要領』 ISBN：978-4-577-81422-2 文部科学省 株式会社フレーベル館 2017 年 
授業中に次回の資料を配布する。 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（３０％） 理解度（３０％） 発表・コミュニケーション力（２０％） ポートフォリオと学びの振

り返り提出（１０％） 受講態度（１０％） 

備考 新聞やテレビ、インターネット等を通じて教育の時事的な話題を柔軟な発想で捉え、関心のあることを焦点化

しておきましょう。 
適宜、グループ・ディスカッションやプレゼンテーション等の授業形態や内容を取り入れます。 
毎回の授業の最後に学びを振り返り、レポートを作成します。以後の学びを深める手立てとして活用してくだ

さい。 

 



科目 
コード 61045a ナンバ

リング CHAA100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保育・教職入門 

科目英語名 Introduction to the Nursery and Teaching Profession 

担当教員 吉田 香代子 

資格・免許

との関連 

卒業必修科目 

学修内容 (1)保育士や幼稚園教諭の保育職責に関する基本的な事項について理解を深める。 

(2)現代社会が抱えている教育的諸問題について学び、そのために対応すべき事柄を理解する。 

(3)専門職について理解し、各自の進路選択について考えを深める。   

学修成果 

到達目標 

教職に携わるうえで求められる資質、能力について説明することができる。  

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
専門職としての保育者とは 保育指針等を読んでおく 

(1 時間) 

授業のプリントをまとめ整理

しておく(1 時間) 

２ 

保育者の仕事とは 幼稚園教育要領、保育所保育指

針、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領における保育内容

の捉え方について理解してお

く(1 時間) 

課題レポートをまとめておく 

(1 時間) 

３ 
保育者の歴史 配布資料に目を通しておく 

(1 時間) 

授業の内容を整理しておく 

(1 時間) 

４ 

保育者の役割 幼稚園・保育所・認定こども園

の生活と遊びについて調べて

おく(1 時間) 

授業の配布プリントにコメン

トを書いておく 

(1 時間) 

５ 

０・１・２歳児の保育における保育者の役割 ０・１・２歳児の保育における

保育者の役割について調べて

おく(1 時間) 

配布プリントをまとめておく 

(1 時間) 

６ 

３・４・５歳児の保育における保育者の役割 ３・４・５歳児の保育における

保育者の役割について調べて

おく(1 時間) 

保育者の役割についてレポー

トをまとめておく 

(1 時間) 

７ 

保育をする意味（１）保育者の実際の姿から 幼稚園教育要領、保育所保育指

針、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領における保育内容

について理解しておく(1 時間) 

施設見学での子どもの姿や保

育内容についてまとめておく 

(1 時間) 

 

８ 

保育をする意味（２）実際の子どもの姿から 幼稚園・保育所・認定こども園

の子どもの遊びについて調べ

ておく(1 時間) 

次回の授業の内容を確認して

おく(1 時間) 

９ 
教材にかける保育者の願い 事例を検討して、教材について

調べておく(1 時間) 

年齢別の遊びについてまとめ

ておく(1 時間) 

10 
子どもと共にある保育者とは 子どもとのかかわりについて

事例を調べておく(1 時間) 

配布プリントをまとめておく 

(1 時間) 

11 

園を支える人々とその仕事を理解する 教科書第７章園を支える人々

とその仕事について目を通し

ておく(1 時間) 

授業の配布プリントにコメン

トを記入ておく(1 時間) 

12 
チームとして組織的に諸課題に対応することの必要

性を理解する 

チームとしての学校のあり方

を調べておく(1 時間) 

配布プリントにコメントを記

入しておく(1 時間) 

13 

チームとして諸課題に対応する学校のあり方を理解

する 

保育者をめぐる新しい動きに

ついて教科書に目を通してお

く(1 時間) 

連携を踏まえて教育・保育につ

いてまとめておく(1 時間) 



14 

チームとしての学校と地域との連携体制を理解する 課程、地域との連携の内容につ

いて調べておく(1 時間) 

次回の授業内容を確認し、レポ

ートの課題についてまとめて

おく(1 時間) 

15 

まとめとふりかえり 

教育をめぐる新しい動きと保育者の役割と生涯にわ

たって学び続けることの必要性を理解する 

教職の専門性について考えて

おく(1 時間) 

教職に携わるうえで求められ

る資質、能力について授業の内

容をまとめる(1 時間) 

定期試験 

教科書 幼稚園教育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 

保育所保育指針<平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 

新しい保育講座 『保育者論』ミネルヴァ書房  ISBN 9784623083329  

毎回の授業で使用する「事例」および「解説資料」を配布して授業を進める。 

(使用教科書は追って指定します） 

参考書 幼稚園教育要領(〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 

保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 

成績評価 

方法・基準 

グループワーク及び発表（30％） 試験成績（70％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 幼稚園教諭に経験をつみ、園長経験者として管理職実績のある教員が、保育者との姿勢および職務について具

体的な内容を盛り込んで講義する科目である。 



科目 
コード 61070 ナンバ

リング CAA200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期・後期 

科目名 教育原理 

科目英語名 Principles of Education 

担当教員 盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
・幼稚園教諭、小学校教諭免許取得のための必修科目 
・保育士資格取得のための必修科目 
・卒業必修科目 

学修内容 「教育とは何か」「人間にとってなぜ教育は必要なのか」という問いから、教育という営みの必要性と可能性に

ついて理念的・思想的・歴史的に考察するとともに、現在の学校教育の役割や課題、学校と地域の連携につい

て考え、将来教師としての自分の仕事を実践的・原理的に理解するための基礎を身につける。 

学修成果 
到達目標 

１．教育の基礎的概念を獲得することにより教育の理念を知ることができ、それが教育の思想や歴史としてど

のように現れてきたを理解することができる。 
２．これまで「教育」「学校」がどのように捉えられてきたかについて、歴史的成り立ちを検討することを通し

て、現在それを取りまく様々な制度的側面を批判的かつ相対的に捉えることができる。 
３．「教育」「学校教育」「子ども」「教師」の本来的在りようは何かについて、これまで自分の考えを再吟味し

新たな「教育観」「学校観」「子ども観」を獲得する。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション、教育とは何か 
（ショートスピーチ） 

「教育とはなにか」自分

の考えをまとめておくこ

と（2 時間 

授業内容を振り返り「教

育とは何か」再考しまと

める（2 時間） 

２ 
教育とは何か ― 人間と教育の関係から考える 配布資料を事前に読む（2

時間） 
授業内容を振り返り、自

ら「問い」を立てる（2
時間） 

３ 
教育の必要性と可能性（クループ・ワーク） 配布資料を事前に読む（2

時間） 
授業内容を振り返り自

分の考えをまとめる（2
時間 

４ 
教育の理念と目的 
 

配布資料を事前に読む（2
時間） 

授業内容を振り返り自

ら「問い」を立てる（2
時間） 

５ 

教育を「教える」「学ぶ」営みから考える（グループ・ディスカッ

ション） 
課題について図書館等で

調べておくこと（2 時間） 
第 1～5 回授業内容を振

り返り「教育」について

自分の考えをまとめる

（2 時間） 

６ 
子どもと教育思想（１）子どもとは何か（グループ・ワーク） 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返り自

分の考えをまとめる（2
時間） 

７ 
子どもと教育思想（２）子どもの発見 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返り自

ら「問い」を立てる（2
時間） 

８ 
子どもと教育思想（３）幼稚園の誕生 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
業内容を振り返り自ら

「問い」を立てる（2 時

間） 

９ 
９）「子ども期」「子ども」と近代教育史 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
業内容を振り返り自ら

「問い」を立てる（2 時

間） 

10 
現代を生きる子どもと教育（グループ・ディスカッション） 「現代の子どもにかかわ

る問題」について調べま

とめておくこと（2 時間） 

授業内容を振り返り自

分の考えをまとめる（2
時間） 

11 
教育と学校教育―子どもの問いから考える（グループ・ディスカ

ッション） 
配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返り自

ら「問い」を立てる（2
時間） 



12 

公としての学校─公教育制度の成立とその背景にある理念─ 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返りな

がら「公教育制度」につ

いて整理し理解してお

くこと（2 時間） 

13 
学校とはどのような場所なのか―学校教育の可能性 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返りな

がら自分の考えをまと

める（2 時間） 

14 
教師の仕事（１）教師とは何か（グループ・ディスカッション） 配布資料を事前に読んで

おくこと（2 時間） 
授業内容を振り返りな

がら自分の考えをまと

める（2 時間） 

15 

教師の仕事（２）教師の力量とは これまでの講義の内容を

総復習しておく（2 時間） 
これ前の講義内容を踏

まえながら「教師」とい

う仕事について自分の

考えをまとめる（2 時

間） 

定期試験 

教科書 授業時に適宜資料を配付する。 

参考書 教育の哲学と歴史（古屋恵太編、学文社） 
やさしい教育原理第３版（田嶋一他著、有斐閣） 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（６０％）、小レポート及び授業参加度（４０％） 

備考 教育・子どもに関する報道には常に関心を持っておくこと。  
授業中は、携帯電話をマナーモードにし、私語を慎むこと。 

 



科目 
コード 61080 ナンバ

リング CAB100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 学習・発達論 

科目英語名 Learning and Development 

担当教員 別所 崇 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 発達臨床心理学の視点から発達のプロセスや学習の重要性について理解し、保育や教育との関連を考察する。 
発達や学習に関する心理学の基礎知識を習得し、子どもへの理解を深める。 
子どもの心身の障がいとその支援に関する基礎知識を習得する。 

学修成果 
到達目標 

１.発達臨床心理学の視点から発達のプロセスや学習の重要性について説明することができる。 
２.保育および教育実践にかかわる発達や学習に関する心理学の知識について説明することができる。 
３.子どもの心身の障がいとその支援に関する基礎知識を習得し、習得した知識に基づく対応を考えることがで

きる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
発達とは何か 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

２ 
乳幼児期の発達と幼児期の発達①－運動、こころ、言葉 2 時間、教科書の P.13-20

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

３ 
幼児期の発達②－思考、情緒、社会性 2 時間、教科書の P.25-29

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

４ 
幼児期の発達③－愛着、心の理論 2 時間、教科書の P.29-34

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

５ 
児童期の発達 2 時間、教科書の P.41-52

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

６ 
青年期の発達 2 時間、教科書の P.53-63

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

７ 
成人期～老年期の発達 2 時間、教科書の P.77-115

を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

８ 
社会的相互作用 2 時間、教科書の P.152-

160 を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

９ 
学習の原理 2 時間、学習とは何か、と

いうことを調べておく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

10 
行動と動機づけ 2 時間、行動や動機づけと

は何か、ということを調

べておく。 

2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

11 
記憶と学習 2 時間、記憶とは何か、と

いうことを調べておく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

12 
知覚とイメージ 2 時間、教科書の P.170-

177 を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 



13 
パーソナリティ 2 時間、教科書の P.125-

138 を読んでおく。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

14 
こどもの障がい 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 
2 時間、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

15 

まとめと振り返り 3 時間、14 回までの講義

内容についいて、質問し

たいことがあれば、各自

リスト化しておくこと。 

5 時間、期末レポートに向

けて、授業で実施した部

分の教科書と配布資料の

内容をまとめておく。 

 

教科書 人間関係の発達臨床心理学―自己実現への旅立ち 千原美重子著 昭和堂 2006 年 
ISBN9784812206249 

参考書 適宜、講義の中で紹介する 

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％）、提出物（30％）、受講態度（20％） 

備考  

 



科目 
コード 61150 ナンバ

リング CAB215 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 特別支援教育 

科目英語名 Special Need Education 

担当教員 山口 真希 

資格・免許

との関連 
小学校教諭、幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 ● 通常の学級にも在籍している発達障害や視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な

障害のある幼児、児童、生徒の心理的特性や学習・生活上の困難を理解する。 
● 特別の支援を必要とする幼児、児童、生徒が園や学校の諸活動のなかで充実した学びができ、生きる力を確

実に身につけていけるよう支援のあり方・支援体制の構築について具体的に考え、理解する。 

学修成果 
到達目標 

● 特別の支援を必要とする幼児、児童および生徒の特性や心身の発達を理解している。インクルーシブ教育シ

ステムを含む特別支援教育の制度や仕組みを理解し、発達障害や様々な障害について基礎的な知識を身につけ

ている。 
● 特別の支援を必要とする幼児、児童および生徒に対する教育課程や支援の方法を理解している。支援計画を

もとに関係機関が連携して支援体制を構築する意義や必要性を理解している。 
● 障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童および生徒の学習上または生活上の困難とその対応を理

解している。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

特別の支援を必要とする子どもの教育を支える理念 ・障害のある子どもと

関わった経験を思い出

し、特別の教育的ニーズ

のある子どもに対する

イメージを膨らませて

おく（1.5 時間） 
・シラバスに目を通し

ておく(0.5 時間) 

・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 

２ 

障害児等の理解と教育・保育における発達の支援(1) 
様々な障害種の理解を中心に 

・知的障害、視覚障害、

聴覚障害、肢体不自由、

病弱または重度重複障

害について概要を調べ

ておく（1.5 時間） 
・授業で配布された資

料を読んでおく（0.5 時

間） 
 

・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 

３ 

障害児等の理解と教育・保育における発達の支援(2) 
発達障害の理解を中心に 

・発達障害について概

要を調べておく（1.5 時

間） 
授業で配布された資料

を読んでおく（0.5 時間） 
 

・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 
・ミニレポート課題に

取り組む(3 時間) 
 

４ 
幼稚園及び保育所等における障害児その他の特別な配慮を要する

子どもの教育・保育の実際 
・授業で提示された課

題に取り組む（2 時間） 
・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 

５ 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育課程や支

援方法 
・授業で提示された課

題に取り組む（2 時間） 
・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 

６ 
家庭及び自治体・関係機関との連携 ・授業で提示された課

題に取り組む（2 時間） 
・参考資料を読み、講義

内容を復習する(1 時間) 

７ 
障害その他の特別な配慮を要する子どもの保育・教育に関わる現状

と課題 
・授業で提示された課

題に取り組む（2 時間） 
・授業で提示された課

題に取り組む（2 時間） 



８ 
まとめとふりかえり ・授業で提示された課

題に取り組む(2 時間) 
・これまでの講義を振

り返って復習する(3 時

間) 
教科書 特定の教科書は使用しない。適宜、レジュメや参考資料を配布する。 

参考書 ● 導入（準備）～標準（基礎） 
「特別支援教育・保育概論－特別な配慮を要する子どもの理解と支援」ISBN-13: 978-4893473202 
尾野明美・小湊真衣・奥田訓子編著、萌文書林 (2019/3/22) 
「新しい特別支援教育のかたち インクルーシブ教育の実現に向けて」ISBN-13: 978-4563052492 
吉利宗久・是永かな子・大沼直樹編著、培風館 (2016/11/1) 
● 発展（応用） 
「子どものための精神医学」ISBN-13: 978-4260030373 
滝川一廣著、医学書院 (2017/3/27) 

成績評価 
方法・基準 

授業における提出課題および授業内での発表（40%）、ミニレポート（20%）、理解度（40%）によって評価する。

講義の中でグループワークやディスカッションを実施するため、積極的な参加を重視する。 

備考 自身の生活体験や実習経験等を振り返り、特別の支援を必要とする子どもについてイメージを膨らませておい

てください。 

 



科目 
コード 61090 ナンバ

リング CHAB205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 こども家庭支援の心理学 

科目英語名 Psychology of Child Family Support 

担当教員 別所 崇 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 乳児期から老年期に至る生涯発達の知見を得て、家族・家庭・親子関係等について発達的な観点から学ぶ。子

どもとその家族を包括的に捉え、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。また、子ど

もの生育環境、精神保健とその課題について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期経験の重要性や発達課題等について理解できる。 
２．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ことができるようになる。 
３．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できる。 
４．子どもの精神保健とその課題について理解できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

ライフサイクルからみた生涯発達のプロセス 1 回生で学習した乳児

期～老年期の発達につ

いて復習しておく（2 時

間） 

授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

２ 

青年期再考：アイデンティティ アイデンティティとは

何か調べておく（2 時

間） 

授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

３ 

成人期再考：自己理解と他者理解 事後学修を十分に行う

こと（0 分） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

４ 

家族とは何か 教科書の第 4 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

５ 

親としての養育サイクルの形成過程 教科書の第 5 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

６ 

子育て環境の社会的変化 教科書の第 6 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

７ 

子育て期のワーク・ライフ・バランス 教科書の第 7 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

８ 
事例検討 事後学修を十分に行う

こと（0 分） 
授業で実施した内容を

まとめておく（2.5 時間） 

９ 

多様な子育て家庭への支援（１）－支援のポイント 教科書の第 8 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

10 
多様な子育て家庭への支援（２）－ロールプレイ 事後学修を十分に行う

こと（0 分） 
授業で実施した内容を

まとめておく（2.5 時間） 



11 

特別な配慮を要する家庭への支援（１）－個別対応 教科書の第 9 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

12 

特別な配慮を要する家庭への支援（２）－関係機関との連携 家庭支援において必要

な公的機関について調

べておく（1.5 時間） 

授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

13 

子どもを取り巻く環境 教科書の第 10 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

14 

子どもの心と健康 教科書の第 11 章を読ん

でおくこと（1.5 時間） 
授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（2.5
時間） 

15 

まとめと振り返り 14 回までの講義内容に

ついいて、質問したいこ

とがあれば、各自リスト

化しておくこと（3.5 時

間） 

期末レポートに向けて、

授業で実施した部分の

教科書と配布資料の内

容をまとめておく（4 時

間） 

 

教科書 本郷一夫・神谷哲司編著「子ども家庭支援の心理学」建帛社（2019） 978-4-7679-5092-1 

参考書 適宜、講義の中で紹介する 

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％）、提出物（30％）、受講態度（20％） 

備考  

 



科目 
コード 61160 ナンバ

リング CAC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 カリキュラム論（こども教育コース） 

科目英語名 Curriculum Studies 

担当教員 盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
・小学校教諭免許取得のための必修科目 
・卒業必修科目 

学修内容 カリキュラムとは、子どもの学習・発達・認識におけるすべての過程に関わる概念である。本授業では、カリ

キュラムの基本理念、編成原理をはじめ、その諸類型、構造、制度、実際の運用に至るまで網羅的に扱う。その

上で、保育や学校現場でのカリキュラム・マネジメントを常に見据えながら、カリキュラムの諸概念を生かす

方途について具体的に検討する。 
学修成果 
到達目標 

１．カリキュラムの基本的概念・思想基盤・編成原理・諸類型について理解する。 
２．カリキュラムが制度的・歴史的にどのような変遷を遂げてきたか、また現在のカリキュラムに関する議論

がどのように展開されているかについての知見を得る。 
３．保育・教育現場におけるカリキュラム運用の実態を知ることを通じて、将来保育・教育現場に立ったとき、

いかにしてカリキュラム・マネジメントを実施するかについての自分なりの視点を獲得する。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
カリキュラムとは何か、カリキュラムの概念について（グループ・

ディスカッション） 
テーマについて調べま

とめておくこと（2 時

間） 

カリキュラムの概念に

ついて整理し理解して

おくこと（2 時間） 

２ 
カリキュラムの思想的基盤 配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を振り返り自

分の考えをまとめる（2
時間） 

３ 

カリキュラムの諸類型と編成の原理 配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を振り返りカ

リキュラムの諸類型の

特徴と機能を整理し理

解しておくこと（2 時

間） 

４ 

カリキュラムの構造 配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を振り返りカ

リキュラムの構造につ

いて整理し理解してお

くこと（2 時間） 

５ 

カリキュラムを編成と学習指導要領（グループ・ディスカッション） 学習指導要領の目次と

前文を読んでおくこと

（2 時間） 

学習指導要領とカリキ

ュラム編成の目的につ

いて整理し理解してお

くこと（2 時間） 

６ 
制度としてのカリキュラム（１）学校の教育とカリキュラム 
 

配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

７ 
制度としてのカリキュラム（２）法令におけるカリキュラム 
 

配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

８ 
幼稚園教育要領の位置付けと歴史的変遷 
 

配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

９ 
９）学習指導要領の位置付けと歴史的変遷 
 

配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

10 
学校におけるカリキュラム編成と教師（１）何を教えるのか（グル

ープ・ディスカッション） 
学習指導要領解説の総

説を読んでおくこと（2
時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

11 
学校におけるカリキュラム編成と教師（２）どのような力をつけた

いのか（グループ・ディスカッション） 
学習指導要領解説の総

説を読んでおくこと（2
時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

12 
学校におけるカリキュラム編成と教師（３）どのような人間に育て

たいのか（グループ・ディスカッション） 
学習指導要領解説の総

説を読んでおくこと（2
時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 



13 
学校におけるカリキュラム編成と教師（４）どのように教えるのか

（グループ・ディスカッション） 
学習指導要領解説の総

説を読んでおくこと（2
時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

14 
学校におけるカリキュラム編成と教師（５）カリキュラム・マネジ

メント（グループ・ワーク） 
配布資料を事前に読ん

でおくこと（2 時間） 
授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

15 
カリキュラム編成の課題 
 

これまでの講義の内容

を総復習する（2 時間） 
授業内容を振り返りな

がら整理しまとめる(2
時間) 

定期試験 

教科書 授業時に適宜資料を配付する。  
小学校学習指導要領（平成 29 年告示） 東洋館出版社 ISBN：9784491034607 
幼稚園教育要領（平成 29 年告示） フレーベル館 ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示） フレーベル館  ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 

参考書 新しい時代の教育課程第３版（田中耕治他著 有斐閣） 
カリキュラム・マネジメント入門（田村学編著 東洋館出版社） 
教育課程論（山田雅彦編 学文社） 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（６０％）、小レポート及び授業参加度（４０％） 

備考 教育・子どもに関する報道には常に関心を持っておくこと。 
授業中は、携帯電話をマナーモードにし、私語を慎むこと。 

 



科目 
コード 61160 ナンバ

リング CAC100 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 カリキュラム論（こども保育コース） 

科目英語名 Curriculum Studies 

担当教員 吉田 香代子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 
卒業必修科目 

学修内容 １．保育内容の充実と質の向上に資する保育の計画と評価について理解する。 
２．教育課程の編成や全体的な計画と指導計画の作成について、その意義や具体的な方法について理解する。 
３．子どもの理解に基づいて、計画、実践、省察・評価、改善の過程についてその全体構造を動態的に捉え、理

解する。 
学修成果 
到達目標 

１．保育内容の充実と質の向上に資する保育の計画と評価について重要事項を説明できる。 
２．教育課程及び全体的な計画と指導計画の作成ができる。 
３．子ども理解に基づき、計画、実践、省察・評価、改善の過程についてその全体構造を動態的に捉えることが

できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
教育・保育の基本（１）カリキュラムの基礎理論 幼稚園教育要領解説「第

1 章 第３節に目を通

す(1 時間） 

本日の講義内容の要約

を作成する（2 時間） 

２ 

教育・保育の基本（２）子どもの育ちと保育 幼稚園教育要領・保育所

保育指針・幼保連携型認

定こども園教育・保育要

領に目を通す 
（2.5 時間） 

資料プリントに本日の

講義の要点を読み取り

書き込む（1.5 時間） 

３ 
「教育課程」・「全体的な計画」と指導計画（幼稚園教育要領・保育

所保育指針） 
教科書の該当範囲を読

む（2 時間） 
資料プリントに本日の

講義の要点を読み取り

書き込む （2 時間） 

４ 
認定こども園における全体的な指導計画（幼保連携型認定こども園

教育・保育要領） 
教科書の該当箇所に目

を通し、不明な点を調べ

る（2 時間） 

資料プリントに本日の

講義の要点を読み取り

書き込む（2 時間） 

５ 
幼稚園の理解（幼稚園教育の役割、教育課程、指導計画） 幼稚園教育要領に目を

通す（2 時間） 
本日の講義内容の要約

を作成し、まとめワーク

をする（2 時間） 

６ 
保育所の理解（保育所の役割、全体的な計画、指導計画） 保育所保育指針に目を

通す（2 時間） 
本日の講義内容の要約

を作成し、まとめワーク

をする（2 時間） 

７ 
指導計画の形式の基本とその方法（１）指導計画の形式、作成手順 前回の講義を踏まえ短

期指導計画を構想する

（2 時間） 

本日の講義内容の要約

を作成する（2.5 時間） 

８ 
指導計画の形式の基本とその方法（２）指導計画の作成方法 前回の講義を踏まえ短

期指導計画を構想する 

（2 時間） 

本日の講義内容の要約

を作成する （2.5 時間） 

９ 
乳児、１・２歳児の特徴と指導計画 ０歳児、１歳児、２歳児

の発達について調べる

（2 時間） 

本日の講義内容の要約

を作成する（2 時間） 

10 
幼児の特徴と指導計画（１）３歳児の特徴と保育 ３歳児の発達について

調べる（2 時間） 
本日の講義内容の要約

を作成する（2 時間） 

11 
幼児の特徴と指導計画（２）４歳児の特徴と保育 ４歳児の発達について

調べる（2 時間） 
本日の講義内容の要約

を作成する（2 時間） 

12 
幼児の特徴と指導計画（３）５歳児の特徴と保育 ５歳児の発達について

調べる（2 時間） 
講義内容の復習をする

（2 時間） 



13 
保育の評価、指導計画と教育課程・全体的な計画の評価 予習：小テストに向け既

習範囲の復習をしてお

く（2.5 時間） 

資料プリントに本日の

講義の要点を読み取り

書き込む（1.5 時間） 

14 
幼稚園・保育所・認定こども園の指導要録の理解と実践評価の方法 教科書の該当範囲を読

む（2 時間） 
資料プリントに本日の

講義の要点を読み取り

書き込む （2 時間） 

15 
総括 これまでの 14 回の講義

の要点をまとめる（2 時

間） 

これまでの講義の内容

を総復習をする（2 時

間） 

 

教科書 「教育課程・保育の計画と評価」 書いて学べる指導計画 ISBN 978-4-89347-314-1 C3037 
岩崎淳子・及川留美・粕谷宣正 （株）萌文書林 2018 年 9 月 19 日発行 
幼稚園教育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 
保育所保育指針 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 

参考書 授業中に適宜資料を配布する。 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％）  理解度（50％）  レポート・課題（30％） 

備考  

 



科目 
コード 63000 ナンバ

リング CAC235 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容総論 

科目英語名 Contents of Nurture and Education 

担当教員 勝田 麻津子、藤田 悦代、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 １．保育の現状、子ども理解を重ね、保育を総合的に捉えて保育内容を総論として理解する重要性を学ぶ。 
２．幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にある保育基本を理解し、保

育内容を子どもの「育ち」や「学び」の視点で総論として捉える。 
３．保育実践を支える理解と方法を保育内容から学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．保育の基本を保育内容との関係性の中で理解し、保育計画の中に反映することができる。 
２．保育内容を総論として捉える必要性を理解し、実地実習や事例学習の中にある保育内容から具体的に自分

の言葉で理解したことを語ることができる。 
３．一人一人の子どもの人格を尊重する意識をもったうえで、保育実践の中にある子どもの育ちや学びを保育

内容から知ろうとする。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

保育内容・カリキュラムの基本構造 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

領のねらいと内容のつ

ながりを読み解く（0.5
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

領のねらいと内容のつ

ながりを整理しておく

（0.5 時間） 

２ 

保育内容・カリキュラムの変遷 幼児教育におけるカリ

キュラム・マネジメント

について調べておく

（0.5 時間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

３ 
世界の保育・カリキュラム 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点をまとめる

（0.5 時間） 

４ 
幼児教育の捉え方 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

５ 

環境を通して行う教育 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

領の総則を読む（0.5 時

間） 

本日の授業内容の要約

を作る（0.5 時間） 

６ 
遊びによる総合的な指導について、模擬保育とその振り返りを行

い、保育を改善する視点を身に付ける 
教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点をまとめる

（0.5 時間） 

７ 
多様な子どもたちが共生し、包摂される保育 インクルーシブ保育に

ついて事前に調べてお

く（0.5 時間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

８ 

家庭・地域・小学校との連携を踏まえた保育 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

領の該当箇所を読む

（0.5 時間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

９ 

発達と学びの連続性を意識した保育 おおむね 6 ヶ月未満か

らおおむね 6 歳までの

発達過程の特徴を確認

する（0.5 時間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 



10 

幼児教育における見方・考え方と保育内容 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書き込む（0.5 時

間） 

11 
保育内容と小学校教科との接続のあり方 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
料プリントに本日の授

業の要点、事例の読み取

りを書き込む（0.5 時間） 

12 
乳児と満３歳までの保育内容 3 歳未満児保育の課題

について調べる（0.5 時

間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

13 

３，４，５歳児の保育内容 予習：小テストに向け既

習範囲の復習をしてお

く（0.5 時間）  
 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

14 
情報機器を活用した主体的で対話的な深い学びと保育内容 アクティブラーニング

について調べておく

（0.5 時間） 

資料プリントに本日の

授業の要点をまとめる 

（0.5 時間） 

15 
幼児期のふさわしい評価のあり方 教科書の該当範囲を読

む （0.5 時間） 
本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

定期試験 

教科書 演習 保育内容総論」(改訂最新版） ―こんなんときあなたならどうするー 萌文書林 酒井 幸子・守 巧 

ISBN10:4893472801 ISBN-13：987-4893472809 
幼稚園教育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 
保育所保育指針 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 
 

参考書 適宜紹介する 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％）   理解度（50％）   課題・レポート（30％） 

備考  

 



科目 
コード 63010 ナンバ

リング CAC200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保育内容（健康） 

科目英語名 Nurture(Health) 

担当教員 大石 祥寛 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 保育内容・健康の領域におけるねらい（①明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう②自分の体を十分に動か

し、進んで運動しようとする③健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける）を達成するために必要な

具体的な知識や援助の仕方を総合的に学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

幼児期の心身の健やかな発達について考える。 
①子どもが自らの健康を育むための正しい生活習慣や態度を身につけさせる知識を身につける 
②身体を動かす楽しさを感じ、自分の身体を大切にすることが必要であることを理解する 
③幼児期の健康について、身体と心の両面から考えることができる 
④保育者や教育者の視点から幼児期の健康教育や安全教育への理解を深める 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
第１回：ガイダンス、健康とは何かについて考える テキストを事前に読み、

大まかに内容を把握す

る（0.5 時間） 

子どもの発達について

整理する（0.5 時間） 

２ 

第２回：領域「健康」について知る 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

３ 

第３回：子どもの健康について 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

４ 

第４回：子どもの発達理解①発育発達の概念、胎児の発達と健康、

乳幼児の体格と生理機能の発達 
前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

５ 

第５回：子どもの発達理解②運動機能の発達、心の発達と健康、人

間関係・社会性の発達と健康 
前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

６ 

第６回：子どものあそびの発達と健康①あそびの発達過程 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

７ 

第７回：子どものあそびの発達と健康②幼児に伝承あそびの楽しさ

を伝える 
前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

８ 

第８回：子どもの体格・運動能力の現状と問題 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

９ 

第９回：子どもの生活スタイル①幼児の生活スタイルの現状と問題

点 
前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 



10 

第１０回：子どもの生活スタイル②幼児の生活習慣の自立と指導 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

11 

第１１回：子どもの体格・運動能力測定法と評価 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

12 

第１２回：子どもの安全管理と安全教育 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

13 

第１３回：子どものけが 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

14 

第１４回：運動体験を広げる体育的行事 前の授業で指定する範

囲のテキストを読み、理

解しておくこと（0.5 時

間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

15 
第１５回：まとめとふりかえり 既習範囲を復習してお

く（0.5 時間） 
これまでの講義内容を

総復習する（0.5 時間） 

 

教科書 『保育内容 健康［新版］』 ISBN978-4-7628-2833-1 民秋言・穐丸武臣 編著 北大路書房 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

理解度（60%） 授業態度（30%） 課題・提出物（10%） 

備考  

 



科目 
コード 63020 ナンバ

リング CAC135 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容（人間関係） 

科目英語名 Nurture(Social Relations) 

担当教員 勝田 麻津子 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 幼児教育の基本を踏まえ、領域「人間関係」のねらい及び内容を理解し、幼児が他の人々と親しみ、支えあっ

て生活するために、自立心を育て、人と関わる力を養えることができるよう、幼児の発達に即した援助や保育

を展開することのできる力を身についける。また、視聴覚教材（DVD)を用いて幼児の姿を保育者の視点から観

察できるようにする。 
学修成果 
到達目標 

（1）領域「人間関係」のねらい及び内容ならびに全体構造を理解している。 
（2）集団生活を通して様々な人と関わる経験の必要性と、小学校以降の生活とのつながりについて理解してい

る。 
（3）領域「人間関係」の特性に応じた現代的課題や保育実践の動向を知り、情報機器及び教材を適切に活用し、

保育構想の向上に取り組みことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
領域「人間関係」における保育及び教育の目標 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

２ 
領域「人間関係」におけるねらいと内容 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

３ 
身近な人との関わりと発達 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

４ 
保育者に求められている人間関係 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

５ 
仲間との関わりと発達 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

６ 
遊びのなかでの保育者の関わりと保育者の役割        
（イメージの共有） 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

７ 
遊びのなかでの保育者の関わりと保育者の役割        
（試行錯誤の過程） 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

８ 
遊びのなかでの保育者の関わりと保育者の役割        
（自己主張・葛藤・育ち合い） 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

９ 
遊びのなかでの保育者の関わりと保育者の役割        
（共同的な遊び） 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

10 
人との関わりが難しい子どもへの支援 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

11 
領域相互の関連性と保育展開 
(指導計画の意義・作成・実践例 ０～２歳児） 

60 分教科書予習 指導案作成（0.5 時間） 

12 
領域相互の関連性と保育展開 
(指導計画の意義・作成・実践例 3 歳児） 
 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

13 
領域相互の関連性と保育展開 
(指導計画の意義・作成・実践例 4 歳児） 
 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

14 
領域相互の関連性と保育展開 
(指導計画の意義・作成・実践例 5 歳児） 
 

60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

15 
領域「人間関係」における諸問題 60 分教科書予習 60 分授業まとめと課題

復習 

定期試験 



教科書 ＜領域＞人間関係ワークブック 田村・室井 著、萌文書林 ISBN978-4-89347-262-5 
幼稚園教育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 
保育所保育指針<平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 

参考書 授業中に適宜資料を配布する。 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％）、提出物（20%）、受講態度（20%） 

備考  

 



科目 
コード 63030 ナンバ

リング CAC115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容（環境） 

科目英語名 Nurture(Environment) 

担当教員 吉田 香代子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 
卒業必修科目 

学修内容 １．教育・保育における環境について理解する。 
２．子どもの育ちと環境との関わりについて学ぶ。 
３．保育者の柔軟で適切な援助の在り方を知る。 

学修成果 
到達目標 

１．教育・保育における環境について説明できる。 
２．子どもの育ちと環境との関わりや子どもの育ちを説明できる。 
３．保育者の柔軟で適切な援助の在り方を考えることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育と「環境」 教科書の第１章、幼稚園

教育要領解説の第１章

を読む（0.5 分） 

環境の要因について整

理する（0.5 分） 

２ 
領域「環境」とは そのまえの授業で指定

する範囲の指定教科書

を事前に読む（0.5 分） 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 分） 

３ 
子どもの育ちと領域「環境」 0 歳児～5 歳児の発達に

ついて調べる（0.5 分） 
本日の授業内容の要約

を作成する（0.5 分） 

４ 

「幼児期の終りまでに育ってほしい姿」、育みたい資質・能力 幼稚園教育要領 
第１章  総則を読む

（0.5 分）  
 

資料プリントに本日の

授業の要点を書き込む

（0.5 分） 

５ 
子どもを取り巻く人的環境 教科書の該当範囲を読

む（0.5 分） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書き込む（0.5 分） 

６ 
子どもを取り巻く物的環境（１）遊びにおける物 教科書の該当範囲を読

む（0.5 分） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書き込む（0.5 分） 

７ 
子どもを取り巻く物的環境（２）数量や図形 教科書の該当範囲を読

む （0.5 分） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書き込む（0.5 分） 

８ 
子どもを取り巻く社会的環境 教科書の該当範囲を読

む（0.5 分） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書き込む（0.5 分） 

９ 
子どもを取り巻く自然環境（１）季節や植物 教科書の該当範囲を読

む（0.5 分） 
本日の授業内容の要約

を作成する（0.5 分） 

10 
子どもを取り巻く自然環境（２）動物や身近な自然 教科書の該当範囲を読

む（0.5 分） 
本日の授業内容の要約

を作成する （0.5 分） 

11 
自立心、好奇心、探究心を育む環境の在り方について模擬保育を行

い、情報機器を活用して保育の改善点を身に付ける 
前回の授業を踏まえ短

期指導計画を構想する

（0.5 分） 

本日の模擬保育の振り

返りを行い、要点をまと

める（0.5 分） 

12 
子どもの生きる力を育てる環境（表現する心、道徳心を育む） 教科書の該当箇所を読

む（0.5 分） 
資料プリントに本日の

授業の要点を書き込む

（0.5 分） 

13 
子どもを守り育てる環境 予習；小テストに向け既

習範囲の復習をしてお

く（1 時間） 

資料プリントに本日の

授業の要点を書き込む

（0.2 分） 



14 
気になる子どもと環境 該当箇所の事例を読み

専門用語の意味を調べ

る（0.5 分） 

資料プリントに本日の

授業の要点を書き込む

（0.5 分） 

15 
環境を通した教育・保育の現在の課題 教科書の該当箇所を読

む（0.5 分） 
本日の授業内容の要約

を作成する（0.3 分） 

 

教科書 「保育内容 環境 あなたならどうしますか？」ISBN 978-4-89347-236-6 C3037 
酒井幸子・守巧  （株）萌文書林  2018 年 12 月 19 日 
幼稚園教育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 
保育所保育指針 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領 <平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 

参考書 授業中に適宜資料を配布する。 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％）     理解度（50％）    レポート・課題（30％） 

備考  

 



科目 
コード 63040 ナンバ

リング CAC120 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容（言葉） 

科目英語名 Nurture(Language) 

担当教員 石上 浩美 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 
卒業必修科目 

学修内容 保育内容領域「言葉」では，「経験したことや考えたことなと?を自分なりの言葉て?表現し，相手 の話す言葉を

聞こうとする意欲や態度を育て 言葉に対する感覚 や言葉て?表現する力を養う」ことを目的とする。

この授業では，保育現場実践に役立つための基礎的な知見と，それらをふまえた実践方法について学ぶために、

遠隔授業手法や協同学習の理念と手法に基づいた話し合い活動（LTD：Learning Through Discusson)，および

情報機器を活用した授業設計を通して，具体的な「言葉」の指導方略を探究する。 
 

学修成果 
到達目標 

?各領域のねらい及び内容：幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、各領域のねらい及び内容を

理解する。 
?保育内容の指導方法と保育の構想：幼児の発達や学びの過程を理解し、具体的な指導場面を想定して保育を構

想する方法を身に付ける。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

【オリエンテーション】 
履修上の諸注意、評価方法・基準の説明、保育内容５領域における

領域「言葉」「言葉」の位置づけについて概説する。 

シラバスの確認 
（1 時間)  
 

「言葉」の定義と意義，

「言葉」と「言語」の違

いについて復習する。 
(2 時間) 

２ 

【幼稚園教育要綱、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領における領域「言葉」について】 
領域「言葉」目的・ねらいの理解，幼稚園・保育所・幼保連携型認

定こども園における内容の比較から、その異同について概説する。 

指定テキスト第 1 章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第 1 章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

３ 

【乳児の言葉の発達についての基礎知識】 
三項関係と愛着形成、クーイング、喃語、ジャーゴンから初語の発

生までの身体発達にともなう発声・発語についての基礎理論の習得

する。 

指定テキスト第２章予

習(1 時間) 
指定テキスト第２章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

４ 

【幼児の言葉の発達についての基礎知識】 
１語文から多語文、話し言葉と書き言葉、ボキャブラリースパート

にいたる２歳児から５歳児頃までの言語発達についての基礎理論

を習得する。 

指定テキスト第３章予

習(1 時間)  
 

指定テキスト第３章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

５ 

【自分の考えや思い・体験を伝えるための言葉】 
表出・伝達言語としての言葉、内省するための言葉、言葉を媒介と

した社会性および社会的関係性の発達についての基礎理論の習得

する。 

指定テキスト第４章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第４章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

６ 

【保育内容「言葉」の指導計画と評価】 
評価の種別・方法についての基礎理論と、幼稚園教育要領に示され

ている評価観点・到達目標水準と評価方法についての基礎知識の習

得する。 

指定テキスト第５章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第５章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

７ 

【保育内容「言葉」の指導方法（１）】 
Power Point や動画による 「言葉遊び・手遊び」の実践事例を視

聴し、それを参考にしながら ICT を用いた授業設計・指導案づく

りを行う。 【情報機器を活用した授業設計】 

指定テキスト第６章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第６章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

８ 

【保育内容「言葉」の指導方法（２）】 
Power Point や動画による 「パネルシアター・エプロンシアター」

の実践事例を視聴し、それを参考にしながら ICT を用いた授業設

計・指導案づくりを行う。【情報機器を活用した授業設計】 

指定テキスト第７章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第７章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

９ 
【保育内容「言葉」の指導方法（３）】 
Power Point や動画による 「絵本」を題材とした読み聞かせや音

指定テキスト第８章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第８章 
復習・ノート整理 



楽表現の実践事例を視聴し、それを参考にしながら ICT を用いた

授業設計・指導案づくりを行う。【情報機器を活用した授業設計】 
中間レポート（3 時間)  
 

10 

【「言葉」の発達と遅れに対する合理的配慮と支援（１）】 
乳児から２歳児を対象とした実践事例・方法の探究。複数の園にお

ける実践指導事例を参考に、「合理的配慮」が必要な子どもも含ま

れるクラスを対象とした実践を想定した指導案作成・発表を行う。

【模擬保育】 
 

指定テキスト第９章第

1 節予習(1 時間) 
指定テキスト第９章 
第 1 節復習・ノート整理

（2 時間)  
 

11 

【「言葉」の発達と遅れに対する合理的配慮と支援（２）】 
３歳児から６歳児を対象とした実践事例・方法の探究。複数の園に

おける実践指導事例を参考に、「合理的配慮」が必要な子どもも含

まれるクラスを対象とした実践を想定した指導案作成・発表を行

う。【模擬保育】 
 

指定テキスト第９章第

2 節予習(1 時間) 
指定テキスト第９章 
第 2 節復習・ノート整理

（2 時間)  
 

12 

【「言葉」の発達と遅れに対する合理的配慮と支援（３）】 
小学校との接続を意図した幼児期の実践事例・方法の探究。複数の

園における実践指導事例を参考に、「合理的配慮」が必要な子ども

も含まれるクラスを対象とした実践を想定した指導案作成・発表を

行う。【模擬保育】 

指定テキスト第９章 
第 3 節予習(1 時間) 

指定テキスト第９章 
第 3 節復習・ノート整理

（2 時間)  
 

13 

【小学校における「言語能力の確実な育成」実践】 
小学校との縦断的なカリキュラム連携事例に関する実践研究・論文

を基に、これからの領域「言葉」の実践・指導についての議論・考

察を行う。 

指定テキスト第 10 章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第 10 章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

14 

【これからの幼児教育の課題と保育内容「言葉」】 
中教審答申・文部科学省通知などを基に、これからの領域「言葉」

の実践・指導についての議論・考察を行う。 

指定テキスト第 11 章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第 11 章 
復習・ノート整理（2 時

間)  
 

15 

【保育内容言葉まとめ】 
幼児教育の現代的課題と領域「言葉」についてのまとめを行う、 

これまでの講義 
ノート整理(1 時間) 

これまでの講義ノート

を基にした 
レポート作成， 
定期試験準備(２時間) 

 

教科書 石上浩美・矢野正編著（2020），保育と言葉（第 3 版） 嵯峨野書院 ISBN:978-4-7823-0774-4 

参考書 幼稚園教育要領(〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） 
ISBN：9784577814246 
その他適宜、配布する 

成績評価 
方法・基準 

・到達目標準拠評価 
・授業参加姿勢（コメントカード記入内容 20％・中間レポート：30％） 
・期末到達度確認テスト：50％ 

備考 保育の言葉に対する基礎知識を得ておくこと。子どもたちが興味関心をもって言葉の獲得ができるようにする

ために、保育者としての知識や指導方法を身につけようとする意識をもって履修すること。 

 



科目 
コード 63050 ナンバ

リング CAC205 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保育内容（表現・音楽） 

科目英語名 Nurture（Expression:Music） 

担当教員 多田 純一、大城 弓恵、奥田 尚子、紺谷 志野、玉井 奈摘、宮田 眞理、山下 玲子 

資格・免許

との関連 
・幼稚園教諭教諭免許取得のための必修科目 
・保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1．こどもの表現や発達の過程を理解し、うたや様々な音楽表現の活動を通して、こどもの感性を豊かに育むこ

とができる力を身につける。 
2．「音楽Ⅰ」「音楽Ⅱ」および「音楽基礎演習Ⅰ」「音楽基礎演習Ⅱ」の学修成果を基盤として、こどもの歌の

表現や楽器を用い、音楽の持つイメージを豊かに広げる方法を学び、幼児の創造性を培う力を身につける。 
3．音楽表現の基礎的な知識や技能を生かし、こどもの年齢に即した表現を生かして保育を構想することができ

る。 
 

学修成果 
到達目標 

1．自然で無理のない発声でこどもの歌を歌うことができる。 
2．こどもの音楽表現を支援するうえで、カデンツやコードネームの理解と習熟を基盤に、適切な伴奏を創作し、

弾き歌いをすることができる。 
3．こどもの心情や思考、動きをイメージしながら表現活動を展開する保育を構想することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 
『幼稚園教育要領』に見る音楽表現 

個人レッスンを受ける

ために、自身が演奏可能

な作品を明確にして練

習してくること。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

２ 
『保育所保育指針』に見る音楽表現 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

３ 
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』に見る音楽表現 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

４ 
こどもの歌と伴奏・弾き歌い（ハ長調） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

５ 
こどもの歌と伴奏・弾き歌い（へ長調） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

６ 
こどもの歌と伴奏・弾き歌い（ト長調） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

７ 
保育における季節の歌（春・夏） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

８ 
コードネームによる弾き歌い（メジャーコード・マイナーコード） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

９ 
コードネームによる弾き歌い（ディミニッシュとオーギュメント） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

10 
イメージと創造性の発展：前奏・間奏・後奏の工夫 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 



11 
イメージと創造性の発展：様々な音色 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

12 
保育における季節の歌（秋・冬） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

13 
保育における行事の歌（入学、卒業） 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

14 
こどもの音楽表現と創造性を育む保育の構想 個人レッスンで各々に

課された課題の練習。 
0.75 時間。 

クラス授業で学んだこ

とを復習する。 
0.25 時間。 

15 
発表会と演奏に対する講評・今後の練習への助言 発表会で演奏する作品

の練習。 
0.9 時間。 

発表会における自身の

演奏を振り返る。 
0.1 時間。 

 

教科書 小林美実編「こどものうた２００」 (チャイルド本社) 978-4-8054-8100-4 
吉田直子編著「なんのうたかな？」（フェウエム ミュージック コーポレーション）978-4-9905887-9-3 

参考書 幼稚園教育要領（平成２９年３月告示 文部科学省）、保育所保育指針（平成２９年３月告示 厚生労働省）、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年３月告示 内閣府 文部科学省 厚生労働省） 

成績評価 
方法・基準 

実技を重視する科目なので定期試験は実施しない。なお、第 15 回目の授業内で行われる発表会演奏における点

数が、成績の習熟度（40％）として評価に含まれる。また、弾き歌いすることができる作品の数や難度によっ

て理解度（40％） が評価される。平常点（20％） 

備考 ピアノ実技を伴う科目は安全のため授業前に短く爪を切っておくこと。   
弾き歌いのレパートリーを増やすことに主軸を置くため、伴奏形やオリジナルの楽譜をピアノで演奏するだけ

でなく、歌うことで 1 曲の完成とする。歌えない場合はレパートリーとして認めない。全 20 曲の完成を単位認

定の前提とする。 

 



科目 
コード 63060 ナンバ

リング CAC125 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容（表現・幼児造形） 

科目英語名 Nurture （Expression:Arts and Craft） 

担当教員 生駒 英法 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 
卒業必修科目 保育（表現・音楽）・保育（表現・表現・幼児造形）・保育（表現・身体表現）から 2
科目選択 

学修内容 子どもの発達と造形表現に関する知識と技能を習得し、造形表現的な活動を楽しむと共に、充実した子どもの

活動として展開できるように、援助者としての関わり方を学ぶ。また、情報機器や教材を適切に活用し、季節

の環境や素材に触れいろいろな表現技法や指導案の立て方を学び、実践的な力を身に付ける。 

学修成果 
到達目標 

(1)造形表現に関する幅広い知識を身に付け、情報機器及び教材を適切に使用し、いろいろな方法で表現するこ

とができる。 
(2)幼児の生活や遊びと造形活動とのかかわりを考え、自らの保育に生かすことができる。 
(3)保育者として必要な美的感覚をもち、造形遊びを豊かにする活動について理解できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

幼児の造形活動について知る（園の１年間の流れ指導計画と造形活

動） 
幼稚園教育要領、保育所

保育指針、幼保連携型認

定こども園教育・保育要

領における表現の捉え

方について意味等を調

べ理解しておく 
(1 時間) 

幼児保発達段階と造形

表現の特徴についてま

とめておく(1 時間) 

２ 

造形表現の内容及び材料・用具の特性について整理する 造形表現の材料、特性に

ついて調べておく 
(1 時間) 

コメント用紙に授業の

内容のポイントをまと

め、自分の意見や調べた

ことを書いておく(1 時

間) 

３ 

クレヨン・パスを使った技法遊びの活動内容を理解する 描画材料の種類につい

て調べておく 
(1 時間) 

コメント用紙に授業の

内容のポイントをまと

め、自分の調べたことや

意見等を書いておく 
(1 時間) 

４ 

水彩絵の具を使った技法遊びの活動内容を理解する 描画の技法について調

べておく 
(1 時間) 

コメント用紙に授業の

内容のポイントをまと

め、自分の調べたことや

意見等を書いておく 
(1 時間) 

５ 

情報機器及び教材を活用し、乳幼児の発達と絵画表現の特徴を考慮

した造形活動の保育内容を考える 
写真撮影できるように

作品の環境構成を考え

ておく 
(1 時間) 

情報社会における造形

表現についてコメント

用紙にまとめておく 
(1 時間) 

６ 

版画遊び・模様つくりのいろいろな表現内容を学び、グループワー

クをする 
ぐぷのテーマについて

考え、素材の準備をして

おく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も書いておく 
(1 時間) 

７ 

遊びを豊かにするプログラムを考え、グループで指導案を作成する 活動の展開を考え指導

案を作成しておく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も指導案に書いておく 



(1 時間) 

８ 

様々な素材を取り上げ、模擬保育の準備をする 活動の展開を考え、事前

に環境構成をしておく 
(1 時間) 

グループの意見をまと

め活動に必要な素材を

準備しておく 
(1 時間) 

９ 

模擬保育を行い、保育実践のふり返りをする 活動の展開を考え、事前

に環境構成をしておく 
(1 時間) 

グループの意見をまと

め指導案に反省・評価を

まとめておく 
(1 時間) 

10 

土粘土の特性について学び、作品を作る 自分のイメージをスケ

ッチブックにまとめて

おく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も指導案に書いておく 
(1 時間) 

11 

身近な素材を使って生活に活かす飾りを制作する 身近な自然物や素材の

収集をし、作りたいイメ

ージを図示しておく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も指導案に書いておく 
(1 時間) 

12 

情報機器と教材を活用し、遊びを豊かにするプログラムを考える

（音や言葉） 
写真撮影できるように

作品の環境構成を考え

ておく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も指導案に書いておく 
(1 時間) 

13 

牛乳パックやペットボトルを使った手作りおもちゃを作る 乳幼児の発達段階を理

解し手づくりおもちゃ

の特徴について調べて

おく 
(1 時間) 

コメント用紙に表現の

ポイントをまとめ、自分

の調べたことや意見等

も書いておく 
(1 時間) 

14 

行事を豊かにする造形表現と適切な教材の選定法を考える 園の行事について意味

や内容をまとめておく 
(1 時間) 

行司の意味や内容につ

いて理解し、行事におけ

る造形表現についてコ

メント要旨にまとめて

おく 
(1 時間) 

15 

作品の鑑賞と遊びを通した造形表現についふりかえりとまとめ コメント用紙に幼児の

表現造形についてまと

めておく 
(1 時間) 

これまでの講義の内容

を総復習する 
(1 時間) 

 

教科書 適宜プリントを配付し、参考文献、参考作品を提示する。 

参考書 幼稚園教育要領(〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 

成績評価 
方法・基準 

造形作品及びレポート（５０％）、表現力（３０％）、 グループでの協同（２０％） 

備考  

 



科目 
コード 63070 ナンバ

リング CAC130 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育内容（表現・身体表現） 

科目英語名 Nurture （Expression:Physical Movement） 

担当教員 大石 祥寛 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 幼児の身体表現を豊かにするために必要とされる基本的な知識や技能の習得に向けて、講義では、領域「表現」

における身体表現の教育的意義や特性について学習し、実技では、実際に自分自身の身体を動かしながら子ど

もの身体表現やその活動に携わる保育者の役割、指導方法（補助や援助の仕方）について理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

１．領域「表現」の目標とねらいを踏まえた身体表現の特性について説明することができる。 
２．発達段階を踏まえた子どもの身体表現を引き出す方法について説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
第１回：領域「表現」の目標とねらい 表現について知ってい

る知識を調べておく

（0.5 時間） 

身体表現について整理

する（0.5 時間） 

２ 
第２回：領域「表現」と身体表現 表現について知ってい

る知識を調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

３ 
第３回：子どもの身体表現の特性と発達（発達段階と運動能力） 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

４ 
第４回：体を動かす楽しさや心地よさを味わう運動遊び 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

５ 
第５回：指あそびから身体表現へ 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

６ 
第６回：絵本から身体表現へ 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

７ 
第７回：道具を用いた遊び（個人） 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

８ 
第８回：道具を用いた遊び（集団） 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

９ 
第９回：イメージを手掛かりにした表現（題材探し） 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

10 
第１０回：イメージを手掛かりにした表現（練習） 実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

11 
第１１回：イメージを手掛かりにした表現（Ａ・Ｂグループの発表

と鑑賞） 
実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

12 
第１２回：イメージを手掛かりにした表現（Ｃ・Ｄグループの発表

と鑑賞） 
実技が行えるよう体調

を整えておく（0.5 時間） 
授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

13 
第１３回：振り返り（自己評価・相互評価） 身体表現について既習

範囲をまとめておく

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 



14 
第１４回：小学校教育への接続（幼小連携と身体表現） 身体表現について既習

範囲をまとめておく

（0.5 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（0.5 時間） 

15 
第１５回：子どもの身体表現を育むために 身体表現について既習

範囲をまとめておく

（0.5 時間） 

授業内容を総復習する

（0.5 時間） 

 

教科書 特に指定するものはない（必要に応じて資料を配付する）。 

参考書 うきうきわくわく身体表現あそび－豊かに広げよう！子どもの表現世界－ 
  高野牧子 編著 同文書院 
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（60%） 課題およびレポート（40%） 

備考  

 



科目 
コード 63080 ナンバ

リング CAC210 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保育表現演習Ⅰ 

科目英語名 Exercises of Expression Ⅰ 

担当教員 増井 啓子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 日常生活の中における遊びや季節を通した表現活動を「つくる・あらわす・楽しむ」をテーマに表現活動のプ

ログラムづくりを体験し、保育者自身に不可欠な実践的、応用的な表現力を身につける。 

学修成果 
到達目標 

１.幼児の発達段階や生活経験を知り、環境とのかかわりから広がる表現活動を計画できる。 
２.幼児の感動を表現活動につなげていく保育者の役割について説明することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

幼稚園教育要領「表現」に見る意味と理解 幼稚園教育要領、保育所

保育指針、幼保連携型認

定こども園教育・保育要

領における表現の捉え

方について意味等を調

べ理解しておく 
(1 時間) 

授業のプリントをまと

め整理しておく 
(1 時間) 

２ 

入園進級の頃の保育① 表現を受け止める 乳幼児の発達について

調べておく 
(1 時間) 
 

乳幼児の発達について

整理しておく 
(1 時間) 

３ 

入園進級の頃の保育② 歌に託す表現 乳幼児の生活と歌につ

いて調べておく 
(1 時間) 

配布プリントを整理し、

乳幼児の生活の歌を歌

えるようにしておく 
(1 時間) 

４ 
入園進級の頃の保育③ 動きであらわす表現 乳幼児の遊びについて

調べておく 
(1 時間) 

感覚遊びについてまと

めておく 
(1 時間) 

５ 

動きの基礎リズム(グループワーク) いろいろな歌からリズ

ム遊びを考える 
(1 時間) 

配布プリントを整理し、

自分でも表現できるよ

うにしておく 
(1 時間) 

６ 

表現を育てる環境と保育者の役割について 教材からの展開を考え

る 
指導案を作成し、保育者

の役割についてまとめ

る 
(1 時間) 

７ 

春の保育① 春の自然の中で 校内の自然環境に触れ、

いろいろな方法で表現

できるようにする 
(1 時間) 

校内の自然環境図を書

き、教材研究をしておく 
(1 時間) 

８ 

春の保育② コミュニケーションとしての表現 
        協同して取り組む(グループワーク) 
 

春の自然環境(虫、小動

物、草花)について調べ

ておく 
(1 時間) 

グループでの学びを整

理しておく 
(1 時間) 

９ 

春の保育③ 様々な素材から音を見つける 生活の中で自然の音や、

素材の音等見つけてお

く 
(1 時間) 

生活の音からいろいろ

なイメージを広げるよ

うにしておく 
(1 時間) 



10 

春の保育④ 思いを作品にする活動 いろいろな描画材料の

特徴を調べておく 
(1 時間) 

作品を環境構成するポ

イントについて整理し

ておく 
(０．５時間) 

11 
夏の保育① 夏の自然の中で 夏の遊びについて調べ

ておく 
(1 時間) 

遊びのねらいや環境に

ついて整理しておく 
(1 時間) 

12 
夏の保育② 生活の中で経験したことを話し合う。 表現が育つ基盤につい

て考えておく 
(1 時間) 

はいぷプリントをまと

め整理しておく 
(0.5 時間) 

13 

夏の保育③ お話の世界を楽しんで表出する心 季節の絵本の教材研究

をしておく 
(1 時間) 

保育者自信も表現する

楽しさを感じ、練習をし

ておく 
(1 時間) 

14 

夏の保育④ 季節の行事から造形表現活動 七夕の行事について調

べておく 
(1 時間) 

子どもたちが出会う行

司について配布プリン

トを整理し、まとめてお

く 
(1 時間) 

15 

まとめとふりかえり（自分表現） 
ドキュメンテーションとポートフォリオ 

子どもの表現が生まれ

る家庭について調べ、理

解しておく 
(1 時間) 

表現活動を生み出す保

育環境や、保育者の役割

について総復習をする 
(1 時間) 

 

教科書 適宜参考資料配布 

参考書 幼稚園教育要領(〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 
 

成績評価 
方法・基準 

演習取り組み態度（20％） グループワーク・発表（50％） 提出物の評価（30％） 

備考 幼児に伝えたい事象を常に考え提供できる準備をしておく。 

 



科目 
コード 63090 ナンバ

リング CAC240 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育表現演習Ⅱ 

科目英語名 Exercises of Expression Ⅱ 

担当教員 藤田 悦代、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 保育の中にある「表現」活動の実際を経験することによって幼児の内にある思いを引き出し、幼児の 
表現力を培う力を身につける。 
 

学修成果 
到達目標 

保育の中にある「表現」活動における幼児の内にある思いを引き出し、幼児の表現力を培うことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

領域「表現」の意味と理解 幼稚園教育要領解説 

感性と表現に関する領

域「表現」を読んでおく

（0.5 時間） 

本日の授業内容をまと

める（0.5 時間） 

２ 
秋の保育① 秋の自然の中で 秋の自然を生かした保

育の事例を調べる（0.5
時間） 

秋の自然物を収集し保

存する（0.5 時間） 

３ 
秋の保育② 生活の中で経験したことを話し合う 秋の季節を生かした保

育事例を考える（0.5 時

間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

４ 
秋の保育③ 自然物を使って制作をする 秋の自然物を収集し制

作へのイメージを膨ら

ます（0.5 時間） 

自然物を使った制作物

を展示し、活用の仕方を

まとめる（0.5 時間） 

５ 
秋の保育④ 経験したことを絵に表す楽しさ 秋の自然の中で五感を

使って、イメージを膨ら

ます（0.5 時間） 

表現内容に合わせた描

画材料についてまとめ

る（0.5 時間） 

６ 
基礎リズムを表現する 基礎リズムの曲や動き

について調べる（0.5 時

間） 

基礎リズムの表現の仕

方をまとめる（0.5 時間） 

７ 
歌ったり、楽器遊びをする 4 歳児・5 歳児の発達に

応じた季節の歌や曲に

ついて調べる（0.5 時間） 

本日の授業内容をまと

める（0.5 時間） 

８ 
紙制作をする クリスマスをイメージ

した紙制作を調べる

（0.5 時間） 

制作物を展示し雰囲気

づくりをする（0.5 時間） 

９ 
冬の保育① 冬の自然の中で 冬の自然の中で身体を

動かして遊ぶ遊び方に

ついて調べる（0.5 時間） 

本日の授業内容をまと

める（0.5 時間） 

10 

冬の保育② 絵本を読んだり、お話を作ったりする 3 歳児・4 歳児・5 歳児

の発達年齢に応じた絵

本について、図書館で調

べる（0.5 時間） 

本日の授業内容の要点

をまとめる（0.5 時間） 

11 
冬の保育③ 子どもの思いが生きる生活発表会を考える 劇ごっこから発表会へ

の進め方について図書

館で調べる（0.5 時間） 

本日の授業内容をもと

に脚本をつくる（0.5 時

間） 

12 
冬の保育④ お話遊びに必要なものを作る 劇遊びに必要な大道具、

小道具について考える

（0.5 時間） 

イメージを共有してい

く過程についてまとめ

る（0.5 時間） 



13 

友達と体で表現する イメージを豊かにし、

様々な表現を楽しむこ

とができるように考え

る（0.5 時間） 

イメージを共有してい

く過程についてまとめ

る（0.5 時間） 

14 

発表会（自己表現・グループ表現） 他のグループの表現に

触れ、自己表現の在り方

をについて調べる（0.5
時間） 

子どもの思いが生きる

発表会にするための保

育内容についてまとめ

る（0.5 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ これまでの 14 回の授業

の要点をまとめる（0.5
時間） 

これまでの授業の内容

を総復習する（0.5 時間） 

 

教科書 適宜参考資料を配布 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

演習読み取り態度（20％）   実技評価（80％） 

備考  

 



科目 
コード 63150 ナンバ

リング CAC250 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育教育相談支援（こども教育コース） 

科目英語名 Advice on Childcare and Education 

担当教員 勝田 麻津子 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士取得のための必修科目 

学修内容 保育教育相談の理論とその意義について理解する 
子ども支援・保護者支援の基本および具体的な方法・技術について修得する 
保育教育相談を実施するにあたって必要な人的資源や連携機関について理解する 

学修成果 
到達目標 

教育相談の理論とその意義、および対象や方法についての基本的な知識を学ぶ。 
(1)学校において教員が行う、教育相談の理論とその意義について、臨床心理学の考え方を踏まえながら、理解

することができる。 
(2)教育相談を実施するにあたって必要な、対象ごとの見立てと対応、カウンセリングの技術、等について理解

することができる。 
(3)教育相談の進め方や、スクールカウンセラー等の専門職や外部機関との連携について、教育相談に必要な組

織的な取り組みについて理解することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
教育相談の定義と意義 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

２ 

教育相談の体制作り 1 時間半、講義で配布す

る次回の内容の資料に

ついて、各自読んでお

く。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

３ 

教育相談の進め方Ⅰ：対象と場面 1 時間半、講義で配布す

る次回の内容の資料に

ついて、各自読んでお

く。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

４ 

教育相談の進め方Ⅱ：実施者の立場による違い 1 時間半、講義で配布す

る次回の内容の資料に

ついて、各自読んでお

く。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

５ 
不登校児童の現状と課題 5 時間、不登校児童の現

状と課題について、各自

調べておく。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

６ 

不登校児童への対応 1 時間半、前回の講義の

内容について、小学校教

諭としてどのような対

応をすべきか、各自考え

ておく。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

７ 
いじめ問題の現状と課題 5 時間、いじめ問題の現

状と課題について、各自

調べておく。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

８ 

いじめ問題への対応 1 時間半、前回の講義の

内容について、小学校教

諭としてどのような対

応をすべきか、各自考え

ておく。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

９ 
様々な心身の問題の理解 5 時間、小学校現場にお

ける様々な心身の問題

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて



の現状と課題について、

各自調べておく。 
おく。 

10 

特別な支援を要する児童への対応 90 分、前回の講義の内

容について、小学校教諭

としてどのような対応

をすべきか、各自考えて

おく。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

11 
事例検討 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

12 

教育相談で用いられるカウンセリング技法 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
2 時間、授業で実践した

ことについて、振り返り

と省察を行っておくこ

と。 

13 

教育相談の実際：カウンセリング体験学習 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
2 時間、授業で実践した

ことについて、振り返り

と省察を行っておくこ

と。 

14 

スクールカウンセラーや関係諸機関との連携 1 時間半、スクールカウ

ンセラーやスクールソ

ーシャルワーカー、その

他の学校に関わる連携

機関について調べてお

く。 

2 時間、授業で実施した

内容について、まとめて

おく。 

15 

まとめと振り返り 1 時間半、14 回までの

講義内容について、質問

したいことがあれば、各

自リスト化しておくこ

と。 

5 時間、期末レポートに

向けて、授業で実施した

部分の配布資料の内容

をまとめておく。 

 

教科書 文部科学省（2011）『生徒指導提要』 教育図書 978-4877302740 

参考書 適宜、講義の中で紹介する 

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％）、提出物（30％）、受講態度（20％） 

備考 準備学習：テレビ・新聞・インターネット等で発信される、子どもの障がい・いじめ・虐待・不登校・登園渋り

といった内容のニュースに、常に目を向けるようにしておくこと。 

 



科目 
コード 63150 ナンバ

リング CAC250 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育教育相談支援（こども保育コース） 

科目英語名 Advice on Childcare and Education 

担当教員 別所 崇 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １.保育相談支援の意義について理解する。 
２.気になる子どもへのかかわりについて、具体的な事例に基づきながら理解する。 
３.保護者支援の基本および具体的な方法・技術について修得する。 

学修成果 
到達目標 

保育相談支援の意義について説明することができる。 
気になる子どもへのかかわりについて、援助方法を考えることができる。 
保護者支援の具体的な方法・技術について説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育相談支援とは 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

２ 
子育て支援の構造と社会の変化 30 分、教科書の第 1 章

を読んでおくこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

３ 
保育における今日的課題 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

４ 
人間理解の方法 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

５ 
保育相談支援の体系 30 分、教科書の第 3 章

を読んでおくこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

６ 
保育相談支援の進め方Ⅰ：子ども対象 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

７ 
保育相談支援の進め方Ⅱ：親対象 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

８ 
保育者の倫理 30 分、教科書の第 11 章

を読んでおくこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

９ 
保育者の専門性を生かした支援 30 分、教科書の第 16 章

と第 17 章を読んでおく

こと。 

40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

10 
保育相談支援の実際－ロールプレイ 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

11 
気になる子どもへのかかわりⅠ：かかわり方と支援方法 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

12 

気になる子どもへのかかわりⅡ：事例を通した理解 40 分、前回の講義の内

容について、質問したこ

とがあれば、各自リスト

化しておくこと。 

40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

13 
事例検討－グループワーク 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

14 
専門機関との連携 0 分、事後学修を十分に

行うこと。 
40 分、講義の内容を各

自まとめておくこと。 

15 

まとめと振り返り 60 分、14 回までの講義

内容について、質問した

いことがあれば各自リ

スト化しておくこと。 

2 時間、期末レポートに

向けて、講義の内容を各

自まとめておくこと。 



 

教科書 子ども家庭福祉専門職のための子育て支援入門 才村純・芝野松次郎・新川泰弘・宮野安治編著 ミネルヴァ

書房 2019 年 
ISBN9784623082124 

参考書 適宜、講義の中で紹介する 

成績評価 
方法・基準 

理解度（50％）、提出物（30％）、受講態度（20％） 

備考  

 



科目 
コード 61140 ナンバ

リング CAB200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 幼児理解の理論と方法 

科目英語名 Theories and methods of Understanding Early Childhood 

担当教員 勝田 麻津子 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 １．「子どもに心を寄せる」、「保育者の温かなまなざし」など、保育者の姿勢を学ぶ。 
２．発達の過程を理解した適切な指導や援助について理解する。 
３．子どもの理解の方法を理解する。 
４．保育における評価の意味や評価を行う必要性を理解し、子育て支援や保育相談の在り方を説明する。 

学修成果 
到達目標 

１．「子どもに心を寄せる」、「保育者の温かなまなざし」など、保育者の姿勢を理解し心がけることができる。 
２．発達の過程を理解した適切な指導や援助を考えることができる。 
３．子どもの理解の方法に基づく援助の在り方を考えることができる。 
４．保育における評価の意味や評価を行う必要性を理解し、子育て支援や保育相談の在り方を説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

幼児理解の意義 教科書の「はじめに」の

範囲を読む 
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

領の基本原則を読む

（0.5 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

領の基本原則の要因に

ついて整理する（0.5 時

間） 

２ 
個と集団の関係を捉える意義や方法 該当箇所の事例を読み

不明な点を調べる（0.5
時間） 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 時間） 

３ 

子どもの発達する姿を捉える（事例） 教科書の該当範囲を読

む 
幼稚園教育要領・保育所

保育指針の該当範囲を

読む 
（0.5 時間） 
 

資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

４ 

子ども理解をするための保育者の姿勢（１）肯定的に「みる」 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
 

資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

５ 

子ども理解をするための保育者の姿勢（２）行為の意味を考えて「み

る」 
教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ （0.5
時間） 

６ 

子ども理解をするための保育者の姿勢（３）長い目で「みる」 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

７ 
子ども理解のためのカウンセリングマインド 該当箇所の事例を読み

専門用語の意味を調べ

る（0.5 時間） 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 時間） 

８ 

子ども理解の方法（１）観察を通して（共に活動しながら） 該当箇所の事例を読み

専門用語の意味を調べ

る（0.5 時間） 

資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ （0.5
時間） 



９ 

子ども理解の方法（２）記録を通して（保育者間の情報共有、家庭

との連携 
教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

10 
子ども理解に基づく保育者の援助（１）遊び、生活、クラス全体の

活動場面の事例を通して考える 
教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 時間） 

11 
子ども理解に基づく保育者の援助（２）特別な支援を必要とする幼

児と共に 
該当箇所を読み専門用

語の意味を調べる（0.5
時間） 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 時間） 

12 

子ども理解に基づく保育者の援助（３）保育者の学びあい 該当箇所の事例を読み

専門用語の意味を調べ

る （0.5 時間） 

資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

13 

子育て支援と保育相談（１）育児不安の現状、背景と支援の在り方 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ（0.5 時

間） 

14 

子育て支援と保育相談（２）保育相談の進め方 教科書の該当範囲を読

む（0.5 時間） 
 

資料プリントに本日の

授業の要点、事例の読み

取りを書きこむ （0.5
時間） 

15 
子育て支援と保育相談（３）地域の医療・福祉・心理等の専門機関

との連携 
該当箇所を読み専門用

語 の 意 味 を 調 べ る 

（0.5 時間） 

本日の授業内容の要約

を作成する 
（0.5 時間） 

定期試験 

教科書 幼稚園教育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814222 
保育所保育指針<平成 29 年告示> ISBN 9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領<平成 29 年告示> ISBN 9784577814246 
毎回の授業で使用する「事例」および「解説資料」を配布して授業を進める。 
（指定教科書は追って指定します） 

参考書 「教職入門」講義ノート 
著者 神野英雄、弘報印刷出版 ISBN978-4-907510-50-3C0037 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） 試験成績（70％） 

備考  

 



科目 
コード 63170 ナンバ

リング CAC245 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 教育方法の理論と実践 

科目英語名 Educational Methodology 

担当教員 盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
・幼稚園教諭、小学校教諭免許取得のための必修科目 
・卒業必修科目 

学修内容 教育方法とは、教育実践の様式と技術を原理的に探究するものである。本授業ではまず、これまでの教育思想

を辿りながら教育実践についての考え方を論じる。その上で、主なトピックを現代における教育実践の諸問題

に設定し、いま教育現場で起こっているホットな話題、また授業を実際にどのように構想・分析したらよいか、

また子どもたちが抱える現実的問題の解決方法など具体的な内容を取り上げる。 
学修成果 
到達目標 

１．教育方法の概念について西洋および日本の思想と関連づけながら考察できる。 
２．授業の実際を詳しく検討することを通じ、いま子どもと学校現場が抱えている課題や困難について自分な

りに問題意識を感じられる。 
３．その問題意識についてさらに深く吟味し、様々な先行事例を幅広く学びながら、将来保育・学校現場で取

り組むべき課題を具体的に想定できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
教育方法とは何か 「教育とはなにか」考え

てまとめておくこと

（1.5 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2.5 時間） 

２ 

教育目標・教育目的と教育方法 学習指導要領に示され

ている教科の目標を確

認しておくこと（2 時

間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

３ 

教育評価と教育方法 学習指導要領に書かれ

ている教育評価につい

て読んでおくこと（2 時

間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

４ 

これまでの教授学習理論 配布資料を読み、必要に

応じて図書館等で専門

用語の意味を調べ理解

しておくこと（2 時間） 

授業内容を踏まえなが

らそれぞれの教授学習

理論について整理し理

解しておく（2 時間） 

５ 

現代の教授学習理論 配布資料を読み、必要に

応じて図書館等で専門

用語の意味を調べ理解

しておくこと（2 時間） 

授業内容を踏まえなが

らそれぞれの教授学習

理論について整理し理

解しておく（2 時間） 

６ 

学力と学習の自己責任（グループ・ディスカッション） 配布資料を読み、必要に

応じて図書館等で専門

用語の意味を調べ理解

しておくこと（2 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

７ 
教育メディア（１）教材・教具としての教育メディア（グループ・

ワーク） 
指導手段としてのいろ

いろなメディアを調べ

ておくこと（2 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

８ 
教育メディア（２）学習環境としての教育メディア（グループ・ワ

ーク） 
指導手段としてのいろ

いろなメディアを調べ

ておくこと（2 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

９ 

９）授業の世界と学習の世界（グループ・ディスカッション） 自分が受けてきた授業

で「記憶に残っている授

業」について考えておく

こと（2 時間） 

記憶に残っている授業」

とはどのような展開の

ものであったか検証し

まとめる（2 時間） 

10 
授業をデザインし創造する─教師・子ども・教材の関係─ 配布資料を読んでおく

こと（1.5 時間） 
改めて「記憶に残ってい

る授業」について考察し

まとめる（2.5 時間） 



11 
教育実践から幼稚園での保育・教育を学ぶ（グループ活動） 配布資料を読んでおく

こと（2 時間） 
授業内容を整理しまと

めておくこと（2 時間） 

12 
教育実践から小学校での授業・教育活動を学ぶ（グループ活動） 配布資料を読んでおく

こと（2 時間） 
授業内容を整理しまと

めておくこと（2 時間） 

13 
校種間連携―「保幼小連携」（１）保幼小連携の必要性 「保幼小連携」という語

について調べ理解して

おく（2 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

14 

校種間連携―「保幼小連携」（２）発達の連続性から考える（クルー

プ・ディスカッション） 
配布資料を読み、必要に

応じて図書館等で専門

用語の意味を調べ理解

しておくこと（2 時間） 

授業内容を整理し理解

しておくこと（2 時間） 

15 

校種間連携―「保幼小連携」（３）学びの連続性から考える（クルー

プ・ディスカッション） 
配布資料を読み、必要に

応じて図書館等で専門

用語の意味を調べ理解

しておくこと（1.5 時間） 

第 13～15回の授業内容

を復習して「保幼小連

携」について理解してお

くこと(2.5 時間) 

定期試験 

教科書 授業時に適宜資料を配付する。 

参考書 新しい時代の教育方法（田中耕治他著 有斐閣） 
教育の方法（佐藤学著 左右社） 
授業研究入門（稲垣忠彦・佐藤学） 
教育の方法と技術（西之園晴夫・宮寺晃夫編著 ミネルヴァ書房）  
小学校学習指導要領（平成 29 年告示） 東洋館出版社 ISBN：9784491034607 
幼稚園教育要領（平成 29 年告示） フレーベル館 ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示） フレーベル館  ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）Ｉ 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（６０％）、小レポート及び授業参加度（４０％） 

備考 教育・子どもに関する報道には常に関心を持っておくこと。  
授業中は、携帯電話をマナーモードにし、私語を慎むこと。 

 



科目 
コード 63180 ナンバ

リング CAF215 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 教職実践演習(幼・小) 

科目英語名 Practical Seminar for Teaching Profeesion 

担当教員 勝田 麻津子、吉田 香代子、石上 浩美、大石 祥寛、生駒 英法、加藤 慎一、福鹿 慶子 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許・幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 本科目では、これまで学んできた教育・保育の理論や技術、教育実習や保育実習で得た学びを、個別の履修カ

ルテを通して振り返り、自己の課題と学習内容を明確にすることを目的とする。また、教育者・保育者に求め

られる資質能力や使命感・責任感、子どもの理解や保育活動における指導力が確かなものとなるよう、各自が

事例研究やロールプレイングを通して、教育者・保育者としての意識の向上を図る。 
学修成果 
到達目標 

１．保育士・幼稚園教諭として必要な保育に関する専門的知識及び技術、幅広く深い教養及び総合的な 
  判断力、専門職としての倫理観等が習得、形成されたか、自らの学びを振り返り把握する。 
２．保育実習・教育実習（小学校・幼稚園）等を通じた自らの体験や収集した情報に基づき、教育・保育に 
  関する現代的課題についての現状を分析し、多様な視点から対応できる。 
３. 幼保小連携についての重要事項を理解し、連携プログラムの構築ができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
履修カルテの確認、講義の目的、について 60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

２ 
教育者・保育者の意義や役割・職務内容・子どもに対する責任・倫

理の観点から振り返り 
60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

３ 
グループ発表とディスカッション 60 分自分の意見をまと

めておく 
60 分授業内容のまとめ

復習 

４ 
社会性・対人関係能力の観点から自己課題の振り返り 60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

５ 
「子どもやその家庭の理解・職員間の連携・関係機関との連携」の

観点から、自己課題を振り返り 
60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

６ 
保育力・授業力の振り返り 
(教材研究） 

60 分指導案の復習 60 分授業内容のまとめ

復習 

７ 
保育力・授業力の振り返り 
(保育技術・教育技術） 

60 分指導案の改善 60 分授業内容のまとめ

復習 

８ 
保育・教育実践力 保育・教育の形態、現場の理解 60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

９ 
配慮がいる子どもへの理解力  
（学級計画・個別の指導計画） 

60 分個別計画作成 60 分授業内容のまとめ

復習 

10 
教育現場(幼稚園）での現状と課題（ゲストスピーカー）及びディ

スカッション 
60 分質問事項まとめ 60 分授業内容のまとめ

復習 

11 
教育現場(小学校）で求められる保育者の資質（ゲストスピーカー）

及びディスカッション 
60 分質問事項まとめ 60 分授業内容のまとめ

復習 

12 
保育・教育実践力  
(保護者への対応） 
 

60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

13 
保育・教育実践力 
(模擬授業・模擬保育） 
 

60 分指導案作成 60 分授業内容のまとめ

復習 

14 
保育・教育実践力 
(園内・校内・関連機関との連携） 

60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

15 
まとめ 資質能力の確認 60 分自己課題確認 60 分授業内容のまとめ

復習 

 



教科書 適宜参考資料を配布 

参考書 幼稚園教育要領(〈平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 

成績評価 
方法・基準 

授業への積極的参加（20％)、「履修カルテ」内容および課題レポート作成（50％） 実践発表力及びコミュニ

ケーション力（30％） 

備考  

 



科目 
コード 61000 ナンバ

リング CAA110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会福祉 

科目英語名 Social Welfare 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １ 社会福祉を学び始める学生が、社会福祉における分野・職種・現場、ＳＷの視点、専門職・資格、援助実践

の実際や本質など、広範囲にわたる基礎的内容を学ぶ。 
２ 現場実習における実践の学びの基礎となるように、社会福祉の各領域における現場、専門職、専門性につ

いて具体的に学ぶ。 
３ 上記の基礎的理解から展開して、社会福祉のとらえ方、法制度サービス、歴史的な観点と変遷、ＳＷのモ

デルやアプローチを学び、社会福祉についての理解を深める。 
学修成果 
到達目標 

１ 保育士に必要となる社会福祉の機能や専門性、社会的な内容など基礎的な知識を身に着ける。 
２ ソーシャルワーカーとして現場や地域において、その専門性が発揮できるための基礎知識を体得する。 
３ 将来、対人援助職を目指す学生として、社会的な内容とともに、人間観、援助間などを講義を通じて学び、

理解できる。 
４ 保育士、ソーシャルワーカーを養成する学科における基礎科目としては、特に児童福祉についての基礎的

な理解から保育実習、教育実習、ＳＷ実習に対応できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
社会福祉を学ぶこと（オリエンテーション） 新聞等で社会福祉に関

連すると思う箇所を調

べる（1 時間） 

授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

２ 
社会福祉を取り巻く状況 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

３ 
社会福祉の視点、社会福祉の対象とニーズ 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

４ 
社会福祉の法制度の概要 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

５ 
児童領域における社会福祉現場と実践 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

６ 
児童・障がい児の領域における社会福祉の課題と展望 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

７ 
高齢者福祉と介護保険 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

８ 
介護保険制度の現状と課題 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

９ 
障がい者福祉の領域 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

10 
地域福祉の実践と社会資源 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

11 
貧困と生活保護 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

12 
社会福祉における援助の原理 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

13 
社会福祉における価値と倫理 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

14 
社会福祉の国際化 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

15 
社会福祉における利用者保護 教科書の関連部分を確

認する。（1 時間） 
授業中の板書や予習内

容を整理する。（1 時間） 

定期試験 



教科書 『社会福祉』みらい ISBN：9784860155117 

参考書 志濃原亜美編『みらい×子どもの福祉ブックス 社会福祉』みらい 近刊 

成績評価 
方法・基準 

授業参加度：20 パーセント、定期試験：80 パーセント 
授業参加度は、授業内で行うアクティブ・ラーニング（リアクションペーパーや拍手等による意思表示等）で

測定する。 なお、小テストを行う場合もあり、その結果も授業参加度として評価する。 

備考  

 



科目 
コード 53320 ナンバ

リング CHAD100 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助演習Ⅰ 

科目英語名 Seminar in Social Work Ⅰ 

担当教員 別所 崇 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容  本科目では、演習を通じ社会福祉士として必要な技術を学んでいく。しかしながら、社会福祉士における対

人援助技術は高度な内容であり、段階を分けて学んでいく必要がある。当該科目の相談援助演習Ⅰでは、自己

覚知および、言語的コミュニケーション等のコミュニケーション技術について、導入部分を学んでいく。 

学修成果 
到達目標 

１ 演習を通じて相談援助における自己覚知について説明することができる。 
２ 演習を通じて相談援助における言語的コミュニケーション等のコミュニケーション技術を説明することが

できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション（授業の進め方と援助技術の導入） 相談援助とは何かにつ

いて自分なりのイメー

ジを作る。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

２ 

援助者の自己覚知と利用者の自己決定の重要性 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

３ 

援助者の自己覚知と価値観の理解 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

４ 

援助における自己開示 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

５ 

自己と他者の違い（価値観の相違を知る） 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

６ 

面接場面におけるクライアントの理解 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

７ 

クライアントが暮らす環境の理解（ミクロ、メゾ、マクロでの位置

づけ） 
前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

８ 

援助における価値のジレンマ 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

９ 

言語的コミュニケーションによる援助技術 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 



10 

準言語コミュニケーションによる援助技術 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

11 

非言語コミュニケーションによる援助技術 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

12 

社会福祉士の倫理綱領を題材にしたグループディスカッション 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

13 

新聞等で話題になっている社会的事象へのグループディスカッシ

ョン 
前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

14 

社会福祉士と保育士における援助の視点の違い 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

15 

まとめとふりかえり 前回の演習を確認する

とともに、指示した場所

を読む。（0.2 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

 

教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

グループを作成し、演習を行うので次の通りとする。 
グループ内での発言：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 演習科目という性格上、予習を行うことは難しいと予想できる。したがって、授業で学んだことを復習するこ

との重要性を指摘したい。 

 



科目 
コード 53341 ナンバ

リング CHAD105 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅱ① 

科目英語名 Consultation and Support Practice Ⅱ① 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 ・社会福祉で展開される相談援助技術について基本から実践的な技術や知識について理解を深める。 
・相談援助場面におけるあらゆる福祉的状況を考え、個人・施設・地域など幅広く実践を想定した演習を行う。 
・ロールプレイ・事例検討など個別指導、集団指導を交えて行う。 

学修成果 
到達目標 

１．ソーシャルワーク実践の価値と倫理について説明できる。 
２．相談援助場面において必要な知識と技術について説明できる。 
３．相談援助場面に必要な基本的コミュニケーションを実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
自己覚知① 自己覚知とは 

自己覚知について調べ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

２ 
自己覚知② 自己覚知の必要性 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

３ 
自己覚知③ 個人ワーク 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

４ 
ソーシャルワークの視点① 導入編・ＳＷとは ソーシャルワークの基

本について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

５ 
ソーシャルワークの視点② 基礎編・事例 前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

６ 
相談援助場面におけるラポールの形成① ラポールの形成とは ラポールについて調べ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

７ 
相談援助場面におけるラポールの形成② ラポールの形成の必要性 前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

８ 
相談援助場面におけるラポールの形成③ ソーシャルワーカーとし

てのラポールの形 
前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

９ 
基本的コミュニケーション技術① 傾聴 傾聴について調べてお

く（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

10 
基本的コミュニケーション技術② 質問の技法 コミュニケーション技

法について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

11 
基本的コミュニケーション技術③－１ 共感とは何か 共感について調べてお

く（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

12 
基本的コミュニケーション技術③－２ 共感（グループワーク） コミュニケーション技

法について調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

13 
基本的コミュニケーション技術④－１ 非言語的コミュニケーショ

ンとは何か 
前回の授業を振り返っ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

14 
基本的コミュニケーション技術④－２ 非言語的コミュニケーショ

ンの実践（グループワーク） 
前回の授業内容を振り

返っておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

15 
ふりかえりとまとめ 授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 
授業の内容を振り返り

整理しておく（0.5 時間） 

 



教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

グループを作成し、演習を行うので次の通りとする。 
グループ内での発言：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 演習科目という性格上、予習を行うことは難しいと予想できる。したがって、授業で学んだことを復習するこ

との重要性を指摘したい。   
 

 



科目 
コード 53342 ナンバ

リング CHAD105 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅱ② 

科目英語名 Consultation and Support Practice Ⅱ 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 ・社会福祉で展開される相談援助技術について基本から実践的な技術や知識について理解を深める。  
・相談援助場面におけるあらゆる福祉的状況を考え、個人・施設・地域など幅広く実践を想定した演習を行う。  
・ロールプレイ・事例検討など個別指導、集団指導を交えて行う。 

学修成果 
到達目標 

１．社会福祉士の専門性について説明できる。  
２．相談援助演習場面において必要な知識と技術について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
バイスティックの７原則① 個別化の原則・意図的な感情表出の原

則 
バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

２ 
バイスティックの７原則② 統制された情緒的関与の原則・受容の

原則 
バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

３ 
バイスティックの７原則③ 非審判的態度の原則・自己決定の原則 バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

４ 
イスティックの７原則④ 秘密保持の原則 バイスティックの 7 原

則について調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

５ 
こどもフェスタ・福祉フェスタの準備 こどもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備を行う

（0.5 時間） 

こどもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備（0.5 時間） 

６ 
こどもフェスタ・福祉フェスタ こどもフェスタ・福祉フ

ェスタの準備を行う

（0.5 時間） 

レポートの記入（0.5 時

間） 

７ 
援助の展開① インテーク アセスメント (こどもフェスタ・福祉フ

ェスタ) 
基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

８ 
援助の展開② プランニング(こどもフェスタ・福祉フェスタ) 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

９ 
援助の展開③ 支援の実施 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

10 

援助の展開④ モニタリング 効果測定 終結 基本的な援助の展開方

法を調べておく（0.5 時

間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

11 
相談援助職の専門性① 援助の意味 相談援助職の役割につ

いて調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

12 
里親の会 クリスマス 里親の会クリスマスの

準備を行う（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

13 
相談援助職の専門性② 援助の原理 相談援助職の役割につ

いて調べておく（0.5 時

間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 



14 
事例研究発表会 事例研究集を読んでお

く（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

15 
成果発表会（当該発表会に参加し、社会福祉士の役割を理解する） 今までの授業内容を振

り返っておく（0.5 時間） 
レポートの記入（0.5 時

間） 

 

教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

グループを作成し、演習を行うので次の通りとする。 
グループ内での発言：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 演習科目という性格上、予習を行うことは難しいと予想できる。したがって、授業で学んだことを復習するこ

との重要性を指摘したい。 

 



科目 
コード 53351 ナンバ

リング CHAD200 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助演習Ⅲ① 

科目英語名 Consultation and Support Practice Ⅲ① 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 社会福祉士に必要な相談援助技術を身に付けるために、演習を通して相談援助実践の価値・知識・技術を具体

的に学ぶ。ここでは、高齢者福祉や地域福祉におけるあらゆる場面を想定し、事例検討などを行う。 

学修成果 
到達目標 

１．相談援助の基本的な視点と知識に基づいてクライエントの状況を多面的に理解し、援助計画を立てること

ができる。 
２．相談援助技術を用いて、相手にわかりやすく説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
高齢者福祉における相談援助① 高齢者の社会参加 

高齢者に関する最近のニュ

ースや話題を調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

２ 
高齢者福祉における相談援助② ケアマネジメント 介護保険制度について調べ

ておく（0.5 時間） 
授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

３ 
高齢者福祉における相談援助③ 地域包括ケアシステム 介護保険制度の改正につい

て調べておく（0.5 時間） 
授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

４ 
事例検討① 社会的孤立 
（グループワーク） 

社会的孤立について調べて

おく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

５ 
事例検討② 高齢者虐待 
（グループワーク） 

高齢者虐待について調べて

おく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

６ 
事例検討③ 多重介護 
（グループワーク） 

多重介護について調べてお

く（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

７ 
地域福祉における相談援助① 社会的排除に関する相談援助 地域福祉に関する最近の話

題やニュースを調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

８ 
地域福祉における相談援助② 災害時の相談支援 最近の災害時の避難所やボ

ランティアについて調べて

おく（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

９ 
地域福祉における相談支援③ 在住外国人への相談支援 日本における外国人の受け

入れについて調べておく

（0.5 時間） 

授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

10 
事例検討④ ホームレス 
（グループワーク） 

ホームレスについて調べて

おく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

11 
事例検討⑤ 防災・防犯 
（グループワーク） 

地域防災・防犯について調

べておく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

12 
事例検討⑥ ひきこもり 
（グループワーク） 

ひきこもりについて調べて

おく（0.5 時間） 
レポートを記入する

（0.5 時間） 

13 
課題調査（グループワーク） 課題について情報収集する

（0.5 時間） 
発表資料を作成する

（0.5 時間） 

14 
発表 発表準備を行う（0.5 時間） レポートを記入する

（0.5 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの内容を整理してお

く（0.5 時間） 
授業の内容を整理して

おく（0.5 時間） 

 



教科書 必要時資料を配布します 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度 50％ 
理解度 50％ 

備考  

 



科目 
コード 53352 ナンバ

リング CHAD200 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助演習Ⅲ② 

科目英語名 Consultation and Support Practice Ⅲ② 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士資格取得のための必須科目 

学修内容 ・社会福祉で展開される相談援助技術について基本から実践的な技術や知識について理解を深める。  
・相談援助場面におけるあらゆる福祉的状況を考え、個人・施設・地域など幅広く実践を想定した演習を行う。  
・ロールプレイ・事例検討など個別指導、集団指導を交えて行う。 

学修成果 
到達目標 

１．社会福祉で展開される相談援助技術の基礎となる概念について説明できる。  
２．福祉的な事例に対して、個人・施設・地域等に対するアセスメントについて説明できる。  
３．福祉的な事例に対して、個人・施設・地域等に対する支援方法について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
子ども家庭福祉における相談援助① 子どもを取り巻く社会状況 

子ども家庭福祉に関す

るニュース等を調べて

おく（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

２ 
子ども家庭福祉における相談援助② 子育て支援における制度 子ども家庭福祉に関す

る制度を調べておく

（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

３ 
子ども家庭福祉における相談援助③ 児童虐待の現状 児童虐待について調べ

ておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

４ 
事例検討 子ども家庭福祉① 児童虐待 （グループワーク） 児童虐待に関するニュ

ース等を調べておく

（0.5 時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

５ 
事例検討 子ども家庭福祉② 障がいのある子ども （グループワー

ク） 
障がいのある子どもに

関するニュース等を調

べておく（0.5 時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

６ 
事例検討 子ども家庭福祉③ 家庭内暴力 ＤＶ （グループワーク） グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

７ 

事例検討 子ども家庭福祉④ ひきこもり （グループワーク） ひきこもりに関するニ

ュース等を調べておく

（0.5 時間） 

演習を通じて学んだこ

と（板書や自分の考え）

をノートに記載し、復習

する。（0.8 時間） 

８ 
障がい者福祉における相談援助① 障がい者を取り巻く社会状況 障がい者福祉に関する

ニュース等を調べてお

く（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

９ 
障がい者福祉における相談援助② 障害者福祉の制度 障がい者に関する福祉

制度について調べてお

く（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

10 
障がい者福祉における相談援助③ 障がい者虐待の現状 障がい者の虐待に関す

るニュース等を調べて

おく（0.5 時間） 

授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

11 
事例検討 障がい者をめぐる問題① 障害者総合支援法 （グループ

ワーク） 
障害者総合支援法につ

いて理解しておく（0.5
時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

12 
事例検討 障がい者をめぐる問題② ソーシャルインクルージョン 
（グループワーク） 

ソーシャルインクルー

ジョンの概念について

理解しておく（0.5 時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 



13 
事例検討 障がい者をめぐる問題③ 社会的排除 （グループワーク） 社会的排除の現状につ

いて調べておく（0.5 時

間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

14 
事例検討 障がい者をめぐる問題④ 障がい児虐待 （グループワー

ク） 
障がい児に関するニュ

ース等を調べておく

（0.5 時間） 

グループワークの内容

をまとめレポートを記

入する（0.5 時間） 

15 
まとめとふりかえり 今までの授業を振り返

っておく（0.5 時間） 
授業内容を振り返り整

理しておく（0.5 時間） 

 

教科書 一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（2015）『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規 
ISBN 978-4-8058-5123-4 

参考書 授業内で、資料を配ることで参考資料とする。 

成績評価 
方法・基準 

グループを作成し、演習を行うので次の通りとする。 
グループ内での発言：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 演習科目という性格上、予習を行うことは難しいと予想できる。したがって、授業で学んだことを復習するこ

との重要性を指摘したい。 

 



科目 
コード 61020 ナンバ

リング CHAA215 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 障害者福祉 

科目英語名 Social Welfare for People with Disabilities 

担当教員 李 仙恵 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目、保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 障害の理解と障害者支援の基礎知識を得ることをねらいとし、障害をめぐる思想、概念、モデルを理解し、暮

らしの中での障害の現状、所得保障制度、障害者の地域生活支援等を学習する。とりわけ、本講義では障害者

を取り巻く社会問題について受講生が主体的に調べて検討し、プレゼンテーションする機会を設ける予定であ

る。 
学修成果 
到達目標 

１．障害学を理解し、障害者の暮らしにおける諸問題が説明できる 
２．障害者福祉の関連分野の問題を詳細に調べ、障害者問題の構造を具体的に説明できる 
３．障害者とのかかわりや支援のスキルを活用できる 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
障害の社会モデル 個人モデルと社会モデ

ルを整理しておく(2 時

間) 

ユニバーサルデザイン

の商品を調べておく(2
時間) 

２ 
障害と障害者の定義（グループワーク） 障害の表記をめぐる議

論を整理しておく(2 時

間) 

ICF を調べておく(2 時

間) 
 

３ 
機器開発とユーザ視点 配慮設計指針を調べて

おく(2 時間) 
ユーザビリティーを調

べておく(2 時間) 

４ 
工学技術と障害者の暮らし（グループワーク） 
 

福祉機器を調べておく

(2 時間) 
聴覚障害と支援技術を

調べておく(2 時間) 

５ 
暮らしの中での障害 Ⅰ 
障害者の暮らしと社会（ディベート） 

障害者欠格条項を調べ

ておく(2 時間) 
視覚障害と子育てを調

べておく(2 時間) 

６ 
暮らしの中での障害  Ⅱ 
子育て、家族、障害者運動（ディベート） 

障害者の性の問題を理

解しておく(2 時間) 
在宅就労の問題点を調

べておく(2 時間) 

７ 
暮らしの中での障害 Ⅲ 見えにくい障害 高次脳機能障害を整理

しておく(2 時間) 
次回のプレゼンテーシ

ョンの準備をしておく

(2.5 時間) 

８ 
支援の現場と支援の仕事（グループ・ディスカッション） プレゼンテーションの

準備をしておく(2 時間) 
アジアの障害問題を読

んでおく(2 時間) 

９ 
合理的配慮と脱施設化 合理的配慮の例を調べ

ておく(2 時間) 
世界の脱施設化の現状

を調べておく(2 時間) 

10 
所得保障制度 障害年金制度を調べて

おく(2 時間) 
その他の所得保障を調

べておく(2 時間) 

11 
障害者の雇用 障害者雇用の問題点を

整理しておく(2 時間) 
自立生活運動を整理し

ておく(2 時間) 

12 
精神障害者のための制度（グループ・ディスカッション） 精神障害者の処遇の歴

史を読んでおく(2 時間) 
障害者総合支援法を整

理しておく(2 時間) 

13 
地域生活支援（ディベート） 社会的入院の現状を調

べておく(2 時間) 
次回のプレゼンテーシ

ョンの準備をしておく

(2.5 時間) 

14 
障害と文化（グループ・ディスカッション） プレゼンテーションの

準備をしておく(2 時間) 
これまでの講義の内容

を総復習する(2.5 時間) 

15 
障害の普遍性モデル（グループ・ディスカッション） 脱親の思想を理解して

おく(2.5 時間) 
 

 



教科書 「よくわかる障害学」ISBN978-4-623-06794-7 小川喜道・杉野昭博編・ミネルヴァ書房・2015 年初版第 2 刷 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30％） プレゼンテーション力（40％） 理解度（30％） 

備考 受講生自身が興味のある障害者問題を調べてプレゼンテーションする参加型授業となるので、主体的に参加す

る姿勢を求める 

 



科目 
コード 61030 ナンバ

リング CHAA205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 こども家庭福祉 

科目英語名 Child and Family Welfare 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．こどもや家庭を取り巻く社会状況に対する福祉実践と、それを支える法制度、行財政の重要性を学習して

いく。 
２．実践が培われてきた歴史、制度・政策、法律等の知識と実践に即した課題、とくに、児童虐待、こどもの権

利、こどもの貧困に注目しながら、授業で扱っていく。 
３．児童家庭福祉で重視される理念「こどもの最善の利益」、「個人と環境の相互作用」などを念頭に置き、少

年非行、母子保健、子育て支援などのテーマを学んでいく。 
学修成果 
到達目標 

１．現代社会におけるこども家庭福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 
２．こどもの人権擁護について理解する。 
３．こども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。 
４．こども家庭福祉の現状と課題について理解する。 
５．こども家庭福祉の動向と展望について理解する。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
現代社会におけるこども家庭福祉の意義と歴史的変遷 教科書目次、はじめにつ

いて読んでおく(30 分) 
児童福祉の概念につい

てを理解する(60 分) 

２ 

こどもを取り巻く社会状況と背景 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
法律ごとの対象年齢の

把握、子どもの権利条約

の内容を把握しておく

(120 分) 

３ 
こどもの人権擁護 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こどもの貧困の現状に

ついて学んでおく(120
分) 

４ 
子どもの権利条約と児童家庭福祉の歴史 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
教科書の歴史部分につ

いて内容を把握してお

く(120 分) 

５ 
こども家庭福祉の法制度体系と行財政 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
法体系について理解す

る(120 分) 

６ 

こども家庭福祉の実施体系～こども家庭福祉の専門職など 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こども家庭福祉の行財

政施設の内容について

を理解しておく。(120
分) 

７ 
こども家庭福祉の施設①児童福祉施設 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
こども家庭福祉の専門

職の内容についてを理

解しておく。(120 分) 

８ 
こども家庭福祉の施設②子育て支援の施設 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

９ 
児童虐待の動向と支援①基礎知識 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

10 
児童虐待の動向と支援②早期発見と対応 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 

11 
児童相談所および福祉事務所の役割 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 

12 
こども家庭福祉の現状と課題①母子保健、ひとり親家庭の支援 教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

13 
こども家庭福祉の現状と課題②こども虐待・ＤＶ（ドメスティック

バイオレンス）とその防止 
教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する(120 分) 



14 
こども家庭福祉の現状と課題③障害のあるこどもへの対応、少年非

行等への対応、貧困家庭、外国籍のこどもとその家庭への対応 
教科書該当箇所につい

て読んでおく(120 分) 
施設の内容についてを

理解する。(120 分) 

15 
こども家庭福祉の動向と展望～諸外国の動向など これまでの配布プリン

トや教科書を読んでお

く(180 分) 

試験勉強(210 分) 

定期試験 

教科書 『子ども家庭福祉』みらい 
（ISBN 9784860154998 ） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％） 理解度小テスト（30％） 授業内小レポート（10％） 
その他、平常点の反映や授業中にテーマを提示するレポート等も加点の対象とする。 
 

備考 保育士資格の必修科目、介護福祉士資格の選択科目、社会福祉士受験資格の科目にもあたります。 
実践現場や社会でいかせる福祉的な知識、スキル、態度等を磨くトレーニングを授業内でします。 
受講生の希望によって、発表、福祉現場を感じる内容なども考えています。 
 

 



科目 
コード 61200 ナンバ

リング CHAD210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 地域福祉の理論と方法 

科目英語名 Methodology on Community Welfare 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 地域福祉の基本的な考え方について理解し、実習主体と対象について学びます。 
地域福祉に係る組織や団体、そこで働く専門職の役割と実際について理解し、連携の意義と方法について学び

ます。そして様々な地域の課題を考え、解決に導く方法を考えます。 

学修成果 
到達目標 

１．地域福祉に係る組織や団体、専門職の役割について説明できる。 
２．地域の課題を知り、住民主体の新たな解決策を考えることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 
地域福祉とは何か 

テキスト第 1 章を読ん

で分からない語句は調

べておく（2 時間） 

重要箇所を整理してお

く（2 時間） 

２ 
地域福祉の歴史から学ぶこと（海外） テキスト第 2 章を読み

課題を調べておく（2 時

間） 

発表資料をまとめる（２

時間） 

３ 
地域福祉の歴史から学ぶこと（日本） テキスト第 2 章を読み

課題を調べておく（2 時

間） 

発表内容を整理してお

く（2 時間） 

４ 
地域福祉の枠組み テキスト第 3 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

課題を調べておく（２時

間） 

５ 
コミュニティソーシャルワークとは テキスト第 4 章を読ん

でおく（２時間） 
レポートを記入する（２

時間） 

６ 
地域福祉推進のための技法（福祉教育・ボランティア） テキスト第 5 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

７ 
地域福祉推進のための技法（ネットワーキング・アウトリーチ） テキスト第 5 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

重要箇所を整理してお

く（２時間） 

８ 
高齢者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（健康増進と地域にお

ける支援活動） 
テキスト第 6 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（2 時間） 

課題を行う（２時間） 

９ 
高齢者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（認知症と地域におけ

る支援活動） 
認知症について調べて

特徴を整理しておく（2
時間） 

レポートを記入する（2
時間） 

10 
障がい児者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（バリアフリー） テキスト第 7 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

11 
障がい児者福祉領域を中心とした地域福祉の実際（精神障害と地域

における支援活動） 
テキスト第 7 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

12 
子ども家庭福祉領域を中心とした地域福祉の実際 テキスト第 8 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

13 
現代的福祉課題を中心とした地域福祉の実際（生活困窮者・ホーム

レス） 
テキスト第 9 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 



14 
現代的地域福祉課題を中心とした地域福祉の実際（災害への取り組

み） 
テキスト第 9 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

レポートを記入する（２

時間） 

15 
これからの地域福祉の方向性と課題 テキスト第 10 章を読み

分からない語句は調べ

ておく（２時間） 

前期授業を振り返り資

料を整理しておく（２時

間） 

定期試験 

教科書 藤井 博志 編著「地域福祉のはじめかた 事例による演習で学ぶ地域づくり」ミネルヴァ書房（2019） 
ISBN9784623086801 

参考書 岩間伸之、野村恭代、山田英孝、切通堅太郎著(2019)『地域を基盤としたソーシャルワーク  
―住民主体の総合相談の展開』中央法規出版 ISBN978-4-8058-5981-0  
 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（20％） 提出物の内容（30％） 定期試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 61210 ナンバ

リング CHAD205 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保健医療サービス 

科目英語名 Health and Medical Service 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 1．保健医療についてのさまざまなサービス内容および多職種協働について学ぶ。 
2．保健医療サービスが利用者の生活の質の向上に貢献できる社会福祉の視点について学ぶ。 
3．医療ソーシャルワーカーの機能と役割について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

1．保健医療サービスを提供する施設とシステムについて説明することができる。 
2．保健医療サービスにおける専門職の機能と役割について説明することができる。 
3．保健医療サービスおける医療ソーシャルワーカーの役割について説明することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

保健医療サービスとその構成要素 教科書の第 1 章を読む

（2 時間） 
保健医療サービスの基

本体系と構成要素につ

いて整理しておく（2 時

間） 

２ 

保健医療サービス専門職の役割 保健医療サービスに関

わる専門職について指

定教科書を事前に読み

理解しておく（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

３ 

保健医療サービスと社会福祉士・精神保健福祉士 保健医療サービスにお

ける福祉職の役割につ

いて整理しておく（2 時

間） 

授業内容を復習してお

く（１時間） 
また、授業において 3 回

のレポートを課す（1 レ

ポート 2 時間） 

４ 

医療法による医療施設の機能・類型 医療施設についてまと

めておく（2 時間） 
医療施設についてまと

め、どのような相談援助

ができるか考え、まとめ

る(2 時間） 

５ 

医療保険制度と診療報酬制度の概要 保健医療制度と診療報

酬制度について、事前に

指定教科書を読み理解

しておく（2 時間） 

前回と今回の授業内容

を復習しておく（2 時

間） 

６ 
介護保険法における施設等の機能・類型 介護保険法を調べて理

解しておく（2 時間） 
授業内容を復習してお

く（2 時間） 

７ 

介護保険制度と介護報酬制度の概要 それぞれの学生の出身

地の介護保険サービス

について調べてまとめ

ておく（2 時間） 

小テストに向け、既修得

範囲の復習をしておく

（2 時間） 

８ 
地域ケアアシステムと在宅医療医療 地域ケアシステムにつ

いて調べて、理解してお

く（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

９ 

業務の内容１―ミクロのソーシャルワーク 医療ソーシャルワーカ

ーの業務指針について

調べて理解しておく（2
時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

10 
業務の内容２―ミクロからメゾのソーシャルワーク 指定教科書を読見、不明

な点は調べて理解して

おく（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 



11 
業務の内容３―メゾからマクロのソーシャルワーク 指定教科書を読見、不明

な点は調べて理解して

おく（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

12 
保健医療の専門職との連携方法と基礎知識 指定教科書を読見、不明

な点は調べて理解して

おく（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

13 
保健医療の専門職との連携の実際 指定教科書を読見、不明

な点は調べて理解して

おく（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

14 

保健医療サービスにおける地域の社会資源との連携と実践 それぞれの学生の境地

の医療サービスについ

て調べてまとめておく

（2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

15 
まとめとふりかえり  これまでの学習内容を

総復習する（2 時間） 

定期試験 

教科書 「保健医療サービス」第 4 版 社会福祉士養成講座編集委員会・編  
  新・社会福祉士養成講座 第 17 巻  中央法規 ISBN9784805839355 
 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

授業参加態度（10％） レポート（30％） 筆記試験（60％） 

備考  

 



科目 
コード 61050 ナンバ

リング CAA105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 保育原理 

科目英語名 Principles of  Pre-school Education and Care 

担当教員 石上 浩美 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1)「保育とは何か」という基本的な問いに対する自分なりの答えを見出すために，保育・教育の理念，歴史的変

遷，保育内容や技法についての基礎的な知識を理解・習得する。 
2）遠隔授業や LTD 活動（話し合い学習法）を通して，将来保育士・幼稚園教諭として必要と 
される基礎知識を理解・修得する。 
3）現代社会における保育・教育課題（発達，愛着形成・虐待・子育て支援・スマホ育児等）について論理的に

探究・省察する。 
 

学修成果 
到達目標 

1．保育・教育の理念について教育思想史に関する基礎知識をふまえた説明ができる 
2．保育・教育の内容や方法と幼稚園教育要領や保育所保育指針の関係について説明できる 
3．子どもの発達過程と保育の関係について説明できる 
4．現代社会における保育の位置づけと課題について説明できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 保育理念とは  授業の目的・目標，内容およ

び計画，授業の進め方，評価観点および方法の説明を行う。 
シラバスの確認（1 時間) 他の参考文献などもふ

まえて保育理念につい

て復習する（2 時間) 

２ 
保育・教育の目的・目標と教育課程の編成：保育・教育とは何か，

目的とその方法，保育所保育指針による教育課程（カリキュラム）

の編成についての基礎理論を整理・考察する。 

指定テキスト第 1－２

章予習(1 時間) 
指定テキスト第 1－２

章復習・ノート整理((2
時間) 

３ 

西洋の教育１（古代から中世）：古代ギリシャ・ローマ（ソクラテ

ス，プラトン，アリストテレス）から中世教会学校までの教育思想

をふまえて，「教える－学ぶ」の関係性，教育のあり方について考

える。 

指定テキスト第５章予

習 1 時間) 
指定テキスト第５章復

習・ノート整理（2 時間) 

４ 

西洋の教育２（近代１）：コメニウス，ベーコン以降の近代哲学の

流れを整理し，ロック，ルソー，ペスタロッチ，カント，ヘルバル

トらの教育思想をふまえて，近代以降の教育のあり方，子どもの発

達と教育に与えた影響について考える。 

指定テキスト第６章予

習(1 時間) 
指定テキスト第６章復

習・ノート整理(2 時間) 

５ 

西洋の教育３（近代２）： 19 世紀以降の新教育運動の中心であっ

たデューイ，モンテッソーリらの教育思想による児童中心主義教育

思想をふまえた教育方法の開発（メソッド）と近代公教育制度に与

えた 影響について考える。 

指定テキスト第７章第

１－２節予習（１時間) 
指定テキスト第７章第

１－２節復習・ノート整

理（2 時間) 

６ 

西洋の教育４（現代）：ブルーナー，ラングランなどの教育思想を

ふまえて，1960 年代以降 
の高度経済化，国際競 争化の流れをふまえた公教育改革の流れを

理解し，フレイレ，イリイチらの 
脱学校化教育思想やオルタナティブ教育のあり方についても理解

する。 

指定テキスト第７章第

３－４節予習(1 時間) 
指定テキスト第７章第

３－４節復習・ノート整

理（2 時間) 

７ 
日本の保育・教育１（古代から中世）：古代律令国家の成立から貴

族・武士社会における教育のあり方について整理し，教育の目的・

目標や意義についての知識・理解を深化する。 

指定テキスト第８章予

習(1 時間) 
指定テキスト第８章復

習・ノート整理（3 時間) 

８ 
日本の保育・教育２（近世から第二次世界大戦以前） 明治以降第

二次世界大戦までの日本の公教育制度の変遷を整理し，学校教育の

意義について考える。 

指定テキスト第９章予

習(1 時間) 
指定テキスト第９章復

習・ノート整理（2 時間) 

９ 
日本の保育・教育３（第二次世界大戦以降 1980 年代まで） S22
年学習指導要領（試案）以降の学校教育制度の変遷を整理し，教育

の義務制について考える。 

指定テキスト第 10 章予

習（1 時間) 
指定テキスト第 10 章復

習・ノート整理，中間レ

ポート(３時間) 



10 

日本の保育・教育４（1990 年代以降現在まで） 1987 年中教審答

申などをふまえた現代の教育改革の方向性や基礎知識について理

解する。 

幼稚園教育要領総則・保

育所保育指針ねらいの

予習(1 時間) 

幼稚園教育要領総則・保

育所保育指針ねらいの

復習・ノート整理（2 時

間) 

11 
現代の保育・教育課題（１）H29 改訂保育所保育指針の目的・目

標，内容と方向性および現代の保育・教育実践における取り組みに

ついて理解する 

指定テキスト第 11 章予

習(1 時間) 
指定テキスト第 11 章復

習・ノート整理(2 時間) 

12 
現代の保育・学校教育課題（２） 学校間連携，学校と家庭・地域，

学校と学校外組織との連携・協力関係を構築するために必要とされ

る基礎知識について理解する 

指定テキスト第 12 章予

習(1 時間) 
指定テキスト第 12 章復

習・ノート整理(2 時間) 

13 
現代の学校教育課題（３） 子どもの虐待・貧困・子育て支援など，

保育・学校臨床課題について理解する。 
指定テキスト第 13 章予

習(1 時間) 
指定テキスト第 13 章復

習・ノート整理(2 時間) 

14 
現代の学校教育課題（４） スマホ育児など ICT の推進とネット

モラル，道徳性の課題について理解する。 
指定テキスト第２－３

章予習(1 時間) 
指定テキスト第２－３

章復習・ノート整理，定

期試験準備（3 時間） 

15 
保育原理まとめ 習熟度到達テスト これまでの講義ノート

整理(1 時間) 
これまでの講義ノート

を基にしたレポート作

成，定期試験準備 

定期試験 

教科書 石上浩美（2018）教育原理―保育・教育の現場をよりよくするために ，嵯峨野書院、 
ISBN-13: 978-4782305744 

参考書 文部科学省(2018)，幼稚園教育要領解説，フレーベル館，ISBN-13: 978-4577814475 
厚生労働省(2018)，保育所保育指針解説，フレーベル館，ISBN-13: 978-4577814482 

成績評価 
方法・基準 

5 段階到達目標準拠評価  
定期試験(50%) ，中間レポート(30%) ，復習ノート記述内容(20%) 

備考  

 



科目 
コード 61060 ナンバ

リング CHAA115 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 社会的養護Ⅰ 

科目英語名 Social Care Ⅰ 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．社会的養護の意義について理解し、児童福祉との関連性を理解する。 
２．児童の権利や自立支援について理解する。 
３．社会的養護の制度を理解したうえで現状と今後の課題について理解する。 

学修成果 
到達目標 

１．児童養護に関する社会的な問題に興味を持ち、制度について説明することができる。 
２．保育者として求められる児童養護の知識を修得する。 
３．児童養護に関する社会問題や事件に常に関心を持ち、自分の考えを持つことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

社会的養護の考え方について 巻末の「「さくいん」」で

項目を調べる。（以下「さ

くいん」）。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

２ 

社会的養護の歴史的変遷Ⅰ（第 2 次世界大戦以前） 社会福祉の著名人を５

人以上調べて事前学修

しておく。（２時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

３ 

社会的養護の歴史的変遷Ⅱ（第 2 次世界大戦中とその後） 戦争中の児童疎開、戦後

の児童の暮らしの変化

を調べる。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

４ 

現代社会と社会的養護Ⅰ 
児童福祉法 
 

児童福祉法の各条文を

調べて法律の理念を理

解する。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

５ 

現代社会と社会的養護Ⅱ 
児童の権利 
 

児童の権利条約を調べ

て条約の役割を理解す

る。 
（2 時間） 
 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

６ 

現代社会と社会的養護Ⅲ 
児童虐待 
 

児童虐待に関する書籍

や新聞記事を調べて背

景を理解する（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

７ 

社会的養護の仕組み 
（中間まとめ） 
 

これまでの小テストを

総復習する。（2 時間） 
中間まとめを復習し、で

きなかった 
ところを再学修する。

（２時間） 
 

８ 
措置を基本とする施設 措置施設について事前

に調べて、その特徴を理

小テストの復習（0.5 時

間）と 



解する。（2 時間） 「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

９ 

利用・契約を基本とする施設 利用・契約施設を事前に

調べてその特徴を理解

する。 
（2 時間） 
 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

10 

支援の実際 支援に従事する職員を

事前に調べて仕事の内

容を理解する。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

11 

ソーシャルワークと家庭支援 ソーシャルワークで大

切な基礎的用語を調べ

て理解する。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

12 

里親制度と家庭支援 里親の種類を事前に調

べて違いを理解する。（2
時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

13 

児童福祉施設の運営管理 措置施設の復習をして、

運営管理の基本を事前

に理解する。（2 時間） 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

14 

社会的養護の基礎的視点 「愛着障害」など基本的

な考え方を整理し、理解

する。 
（2 時間） 
 

小テストの復習（0.5 時

間）と 
「さくいん」の要約を記

載（1.5 時間） 
 

15 
社会的養護の振り返り学習 まとめテストにむけて

復習する。（2 時間） 
「さくいん」を総点検す

る（2.0 時間） 

定期試験 

教科書 『社会的養護Ⅰ』みらい ISBN：9784860154981  
 

参考書 喜多 一憲 監修・堀場 純矢 編集（2019）みらい×子どもの福祉ブックス 『社会的養護Ⅱ』みらい 
ISBN9784860154677 

成績評価 
方法・基準 

講義内に実施する課題等（50％）講義への参加姿勢（10 ％）.試験（40％） 

備考 日頃から新聞等で社会的養護の記事に目を向けるなど関心をもつこと 

 



科目 
コード 63140 ナンバ

リング CHAC225 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会的養護Ⅱ 

科目英語名 Social Care Ⅱ 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．社会的養護の知識を実践で使えるようになる。 
２．子どもと家族の支援ができるようになる。 
３．援助（支援）者として身につけておくべき専門性を学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

１．基礎理論を児童福祉施設等で実践する応用力を修得し、活用することができる。 
２．要保護児童に対して自ら関わっていけるようになる。 
３．家族等児童をとりまく人と連携、支援ができるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
社会的養護内容の考え方について 教科書「はじめに」熟読

（0.5 時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

２ 
社会的養護における児童の権利 児童権利条約確認（0.5

時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

３ 
子どもの理解と支援の基本 発達曲線の復習（0.5 時

間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

４ 
保育士等の専門性 自分の倫理観確認（0.5

時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

５ 
児童福祉施設の体系 措置施設の確認（0.5 時

間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

６ 
施設養護・家庭養護の生活特性と支援 施設養護・家庭養護の生

活特性と支援 
小テストの復習（0.5 時

間） 

７ 
グループワーク（発表に向けて） 課題テーマを選定（0.5

時間） 
テーマの発表構成確認

（0.5 時間） 

８ 
グループ課題の発表（被虐待児等） 発表の手順確認（0.5 時

間） 
テーマの発表構成確認

（0.5 時間） 

９ 
グループ課題の発表（発達障害児） 発表の手順確認（0.5 時

間） 
発表の振返り感想作成

（0.5 時間） 

10 
保育者の専門性に関わる知識と技術心を育むための援助 児童虐待の類型を確認

（0.5 時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

11 
親子関係の調整 家庭の機能を確認（0.5

時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

12 
相談援助の知識・技術とその応用 相談援助技法を確認

（0.5 時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

13 
地域の連携と家庭支援 家庭の機能を確認（0.5

時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

14 
地域住民と施設 「福祉」の概念を確認

（0.5 時間） 
小テストの復習（0.5 時

間） 

15 
社会的養護内容の振り返り学習 小テストの総復習（0.5

時間） 
小テストの総復習（0.5
時間） 

 

教科書 喜多 一憲 監修・堀場 純矢 編集（2019）みらい×子どもの福祉ブックス 『社会的養護Ⅱ』みらい 
ISBN9784860154677 



参考書 喜多 一憲 監修・堀場 純矢 編集（2017）みらい×子どもの福祉ブックス 『社会的養護』みらい 
ISBN9784860154189 

成績評価 
方法・基準 

講義内外に実施する課題（40％） 演習への参加姿勢（30％） 講義への参加姿勢（30％） 
講義内に実施する課題とは、個人ワークや小レポートであり、講義や演習への参加姿勢とは、グループによる

発表や討論を意味している。 

備考 グループでの学び合い（グループ発表）を中心とする 

 



科目 
コード 61100a ナンバ

リング CAB110 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 こどもの理解と援助 

科目英語名 Child understanding and Support 

担当教員 別所 崇 

資格・免許

との関連 

保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 子ども一人ひとりの心身の発達や学びを知ることの意義について理解する。 

子どもを理解する上での基本的な心理学の考え方を学び、子どもを理解するための具体的な方法を理解する。 

子どもの理解に基づく保育者の援助や基本的態度について理解する。 

学修成果 

到達目標 

１．子ども理解の基本的な考え方を説明することができる。 

２．子どもを理解する視点や、子どもを理解する方法について、保育者の立場から考えることができる。 

３．子どもの発達課題に応じた援助と関わりを実践できるだけの知識を身につけることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育における子ども理解の意義 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

２ 
子どもを理解する視点Ⅰ：保育と心理学の関係 20 分、教科書の第 1 章を

読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

３ 
子どもを理解する視点Ⅱ：発達の基礎理論 20 分、教科書の第 2 章を

読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

４ 
子どもを理解する視点Ⅲ：身体・運動・言葉 20 分、教科書の第 3 章第

2 節を読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

５ 
子どもを理解する視点Ⅳ：子どもの対人関係 20 分、教科書の第 3 章第

4 節を読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

６ 
子どもを理解する視点Ⅴ：子どもの感覚、創造力と創造性 20 分、教科書の第 8 章を

読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

７ 
子どもを理解する視点Ⅵ：事例検討 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

８ 
子どもを理解する方法Ⅰ：観察・記録・評価 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

９ 
子どもを理解する方法Ⅱ：多角的理解 20 分、教科書の第 9 章を

読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

10 
ASD（自閉症スペクトラム障がい）の理解と支援 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

11 
AD/HD、その他の発達障がいの理解と支援 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

12 
知的障がいの理解と支援 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

13 
子どもを取り巻く環境の構成と理解 0 分、事後学修を十分に行

うこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

14 
発達の連続性と就学への支援 20 分、教科書の第 10 章を

読んでおくこと。 

40 分、講義の内容を各自

まとめておくこと。 

15 

まとめと振り返り 1 時間 20 分、14 回までの

講義内容について、質問し

たいことをあれば、各自リ

スト化しておくこと。 

2 時間、期末レポートに向

けて、講義の内容を各自ま

とめておくこと。 

教科書 理論と子どもの心を結ぶ 保育の心理学 大橋喜美子編著 保育出版社 2014 年 

ISBN9784938795993 



参考書 適宜、講義の中で紹介する 

成績評価 

方法・基準 

理解度（50％）、提出物（30％）、受講態度（30％） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 学校心理士・臨床心理士として、0 歳～成人までを対象に、カウンセリングや行動観察の経験のある教員が、

心理学全般の知見を保育の現場向けに応用して、子どもを理解するための理論や方法論について解説する。 



科目 
コード 61110 ナンバ

リング CAB105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 こどもの保健 

科目英語名 Child Health 

担当教員 大越 幸代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．こどもの健康とこどもを取り巻く環境について理解できる。 
２．こどもの発育と発達について理解できる。 
３．こどもの健康状態の把握について理解できる。 
４．こどもの病気の予防と適切な対応について理解できる。 

学修成果 
到達目標 

１．こどもの健康とこどもを取り巻く環境について説明できる。 
２．こどもの発育と発達について説明できる。 
３．こどもの健康状態の把握について説明できる。 
４．こどもの病気の予防と適切な対応について説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
こどもの健康とこどもを取り巻く環境 第 1 章第 1 節を読んで、

理解しておく(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

２ 
健康と健康指標 健康指標について調べ

てまとめておく(2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

３ 
こどもを取り巻く環境 少子社会の要因につい

て調べてまとめておく

(2 時間） 

授業内容を復習する(2
時間） 

４ 
地域社会と保育所 家族構成の変化につい

て調べてまとめておく

(2 時間） 

児童虐待について調べ

ておく（2 時間） 

５ 
こどもの身体発育 小テストに向け、既習範

囲を復習する(2 時間） 
子どもの身体について

まとめる(2 時間） 

６ 
こどもの発達 子どもの発達について

まとめる（2 時間） 
授業内容を復習する(2
時間） 

７ 

こどもの生理機能の特徴 生理的機能の特徴につ

いてまとめる。専門用語

などは図書館で調べて

理解しておく(2 時間） 

授業内容を復習する(2
時間） 

８ 
こどもの健康状態のみかた 小テストに向けて、既習

範囲を復習しておく(2
時間） 

子どもの健康状態のみ

かたをまとめておく(2
時間） 

９ 
体調の良くないこどもへの対応 体調の良くないこども

への対応についてまと

めておく(2 時間） 

授業内容を復習してお

く（2 時間） 

10 
こどもの発育と発達の評価とその診断基準 子どもの身体測定の方

法を理解してまとめて

おく（2 時間） 

発達の評価についてま

とめておく(2 時間） 

11 
保護者との情報共有とその方法 保育者との情報共有の

方法について調べてま

とめておく(2 時間） 

授業内容を復習してお

く(2 時間） 

12 
おもな病気の特徴と対応、予防について 小テストに向けて復習

しておく(2 時間） 
授業内容をまとめてお

く(2 時間） 

13 
保育所で良く見かける病気 保育所で良く見かける

病気について調べて理

解しておく(2 時間） 

感染症についてまとめ

ておく(2 時間） 



14 

予防できる疾患に対する対策 予防接種について調べ

てまとめ、自分の予防接

種記録を作成する(２時

間） 

授業内容を復習してお

く(2 時間） 

15 
振り返りとまとめ 小テストに向けて復習

をする(2 時間） 
これまでの講義の内容

を総復習する(2 時間） 

定期試験 

教科書 「保育者のためのわかりやすい 子どもの保健」日本小児医事出版社  ISBN9784889242645 
 

参考書 「子どもの保健」新基本保育シリーズ 11 中央法規  ISBN9784805857915 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（80%）受講態度等（20%） 

備考  

 



科目 
コード 63120 ナンバ

リング CHAC215 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 こどもの健康と安全 

科目英語名 Health and safety of children 

担当教員 森田 婦美子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 子どもの健やかな成長・発達を支援し、いのちを預かる保育者として、子どもの心身の健康増進を図る保健活

動の意義を理解し、保育者として保健活動を行うための応用能力を獲得することを教育目的とする。さらに、

獲得した保健活動に関する知識が実践に生かせるまでに理解を深め、保育者として適切な判断や対応ができる

ことを目指す。 
学修成果 
到達目標 

１． 子どもの成長と発達、生理的機能の観察について理解し、健康状態の把握ができる。 
２． 子どもの病気・起こりうる事故を理解し、初期対応ができる  
３． 日常生活の養護にかかわる健康教育を説明することができる。 
４． 子どもの安全と事故防止、応急手当や救急蘇生法を理解し、行動できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育環境 子どもの保健の復習 

(0.5 時間） 
授業内容をまとめてお

く(0.5 時間） 

２ 
保育における健康安全管理の実際 教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

３ 
子どもの体調不良などへの対応 
子どもと薬 

教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

４ 
子どもの事故と応急手当の方法 教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

５ 
子どもの心肺蘇生法 教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

６ 
子どもの病気と特徴① 感染症 
感染症予防と対策 

教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

７ 
子どもの病気と特徴② アレルギー・糖尿病 教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

８ 
子どもの病気と特徴③ 消化器疾患・けいれん 教科書の該当箇所を読

み、わからない語句を調

べておく(1 時間） 

授業内容をまとめてお

く(1 時間） 

９ 
健康だより作成①－感染症対策 （個人ワーク） 感染症対策を調べてお

く（2 時間） 
健康だより作成を完成

させる（2 時間） 

10 
健康だより作成②－日常生活指導（個人ワーク） 子どもの日常生活のポ

ントを学習しておうこ

と（2 時間） 

健康だより作成を完成

させる（2 時間） 

11 
保健指導の実際 プレパレーション①－手洗い指導 
（グループワーク） 

手洗い指導のポイント

を待てめておくこと（2
時間） 

プレパレーションを完

成させる（2 時間） 

12 
保健指導の実際 プレパレーション②－歯磨き指導 
（グループワーク） 

子どもへの歯磨き指導

ポイントをまとめてお

くこと（2 時間） 

プレパレーションを完

成させる（2 時間） 

13 
子どもの健康及び安全に係る保健活動の計画と評価－保健活動の

計画の作成－災害（グループワーク） 
既習の災害の項を学習

しておく（2 時間） 
発表内容を完成させる

（2 時間） 



14 
子どもの健康及び安全に係る保健活動の計画と評価－保健活動の

発表と評価－交通安全（グループワーク） 
既習の交通安全の項を

学習しておく（2 時間） 
発表内容を完成させる

（2 時間） 

15 
グループワークの発表 発表原稿の作成をおこ

なう（2 時間） 
試験対策をおこなう 

定期試験 

教科書 「保育者のための わかりやすい 子どもの保健」稲吉由子・本田順子・八木麻理子編集 日本小児医事出版社   
ISBN 9784889242645 

参考書 「子どもの健康と安全」松田博雄・金森三枝 中央法規 2019 
「子どもの保健・実習（第２版）」兼松百合子・荒木暁子・羽室俊子編著 同文書院 2013． 
「子どもの保健Ⅱ」佐藤益子著，ななみ書房 2013． 
心とからだを育む「子どもの保健Ⅱ（実習）」高内正子編著 保育出版社 

成績評価 
方法・基準 

授業態度と課題（50％） 試験（50％） 

備考  

 



科目 
コード 61120 ナンバ

リング CAB210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 こどもの食と栄養 

科目英語名 Nutrition Science for Child 

担当教員 堀 祥子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 こどもが健康に成長するためには日々の食生活の果たす役割が重要である。豊かな人間性を育て、生きる力を

育み、健康な体を作るための”食と栄養”について正しい知識を習得し、学んだ知識を保育の実践的活動へと発

展できるようにする。 

学修成果 
到達目標 

新しい時代の保育に求められている「食育」について計画・実践できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
子どもの健康と食生活の意義 教科書の第一講を読む

(60 分) 
最近の食の安全に関す

る出来事を調べる(120
分) 

２ 
栄養の基本的概念 教科書の第二講を熟読

(60 分) 
三大栄養素の消化のし

くみを復習し、理解を深

める(120 分) 

３ 
栄養素の種類と機能 加工食品の栄養成分表

示を観察(120 分) 
保健機能食品を分類別

に調査し商品名を記載

する(120 分) 

４ 
日本人の食生活の目標 自分の食生活の状況を

記録(90 分) 
生活習慣病となる原因

を整理する(120 分) 

５ 
食品構成と献立作成(グループワーク) 一日分のバランス良い

献立例を調べる(120 分) 
郷土料理についてレポ

ート作成(180 分) 

６ 
乳児期の特徴と乳汁栄養 市販の粉ミルクの種類

別特徴を調べる(120 分) 
母乳、乳児用調製粉乳、

牛乳のそれぞれの特徴

を復習(120 分) 

７ 
離乳期の栄養 幼児が手づかみしやす

い食べ物を調査してお

く(120 分) 

市販の離乳食を月齢別

に形状、栄養、食材を調

査する(120 分) 

８ 
幼児期の心身の発達と食生活 幼児お弁当向けの料理

を考えておく(120 分) 
幼児用おやつの栄養成

分表示を観察(120 分) 

９ 
学童期・思春期の心身の発達と食生活 学童期、思春期の食の問

題点を調べておく(120
分) 

学童期に必要な栄養素

を多く含む食品をあげ、

料理例を考える(120 分) 

10 
妊娠期の心身の発達と食生活 教科書の第 9 講を熟読

する(60 分) 
妊娠期に必要な栄養素

を多く含む食品をあげ、

料理例を考える(120 分) 

11 
食育の基本と内容 教科書の第 10 講を熟読

する(60 分) 
食育に使われる媒体や

実践例を調べる(180 分) 

12 
食育の実践(グループワーク) 年齢別年間食育指導計

画例を調べる(180 分) 
年間食育指導計画の作

成(180 分) 

13 
家庭や児童福祉施設における食事と栄養 一年間の年中行事と、そ

れぞれの意味、行事食を

調べる(180 分) 

地域が取り組む食育を

調査する(120 分) 

14 
特別な配慮を要する子どもの食と栄養 どのような食事用自助

具があるか調べる(120
分) 

市販のアレルギー対応

食の栄養成分表示を観

察(120 分) 



15 
食物アレルギー対応のおやつ作り 調理実習に向けて、注意

事項を熟読し用意する

(30 分) 

これまでの講義内容を

総復習する(180 分) 

定期試験 

教科書 堤ちはる・藤沢由美子編集 基本保育シリーズ⑫「子どもの食と栄養」 中央法規出版 ISBN 978-4-8058-5212-
5 
 

参考書 小川雄二編著 「子どもの食と栄養演習（第 4 版）」  建帛社  ISBN 978-4-7679-5075-4 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（60％） 授業態度（20％） 課題提出（20％） により総合評価する。 

備考  

 



科目 
コード 61010 ナンバ

リング CAA210 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 こども家庭支援論 

科目英語名 Family Support 

担当教員 石上 浩美 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1）保育士に求められる役割，および子どもとその背景にある家庭への支援の必要性について基礎的な知識を理

解・習得・探究する。 
2）子どもやその家庭を取り巻く現状，その支援に際し必要な保育士としての視点についての基礎的な知識を理

解・習得・探究する。 
3）将来保育士・幼稚園教諭として必要とされる知識をどのように実際の支援に生かしていくのか，事例をもと

に理解習得・探究する。 
学修成果 
到達目標 

1）保育士に求められる役割，および子どもとその背景にある家庭への支援の必要性について基礎知識をふまえ

た説明ができる。 
2）子どもやその家庭を取り巻く現状，その支援に際し必要な保育士としての視点がどのようなものであるのか

を説明できる。 
3）将来保育士・幼稚園教諭として必要とされる実践運用方法や事例を基に，自分の実践計画について説明でき

る。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

【オリエンテーション】  
子ども家庭支援とは   授業の目的・目標，内容および計画，授業

の進め方，評価観点および方法の説明を行う。 

シラバスの確認 
（1 時間) 

他の参考文献も参照し

ながら子ども家庭支援

の概要について復習す

る（2 時間) 

２ 
【子どもと家庭を取り巻く環境】   
子どもが生活する場（家庭・地域・園など）の環境についての基礎

理論を整理・考察する。 

指定テキスト第 1 章 
予習(1 時間) 

指定テキスト第 1 章復

習・ 
ノート整理(2 時間) 

３ 
【保育者が実践する子ども家庭支援】 
保育者が実践する子ども家庭支援に関する基礎理論とそれをふま

えた事例について紹介する。 

指定テキスト第２章予

習（1 時間) 
指定テキスト第２章復

習・ 
ノート整理（2 時間) 

４ 
【こども家庭支援に関する法制度】 
児童福祉法をはじめ，子育て家庭を支えるための法律・制度および

社会資源についての基礎理論を整理・考察する 

指定テキスト第３章予

習(1 時間) 
指定テキスト第３章復

習・ 
ノート整理(2 時間) 

５ 

【保育者に求められる基本的態度および基本的技術（１）】 
保護者から相談を受けるものの基本的態度についての臨床面接に

関する基礎理論を整理し，傾聴スキルトレーニングを行う。 
 

指定テキスト第４章第

１－２節 
予習（１時間) 

指定テキスト第４章第

１－２節復習・ノート整

理（2 時間) 

６ 

【保育者に求められる基本的態度および基本的技術（２）】 
傾聴と反射，明瞭化などの臨床面接技法および相談記録の作成技法

についての基礎理論を理解し，実際の相談場面を想定したロールプ

レイングを行う。 
 

指定テキスト第４章第

３節予習(1 時間) 
指定テキスト第４章第

３節復習・ 
ノート整理（2 時間) 

７ 
【保育者が行う子ども家庭支援の実際（１）】 
園の方針・特性や分掌をふまえた子ども家庭支援のあり方、チーム

支援の基本方針に関する基礎理論を整理・考察する。 

指定テキスト第５章第

1 節予習(1 時間) 
指定テキスト第５章第

1 節復習・ 
ノート整理（2 時間) 

８ 

【保育者が行う子ども家庭支援の実際（２）】 
保護者・園教職員間におけるコミュニケーション，園環境や行事を

利用した保護者支援のあり方に関する基礎理論を理解し，実際の相

談場面を想定したロールプレイングを行う。 

指定テキスト第５章第

2 節予習(1 時間) 
指定テキスト第５章第

2 節復習・ 
ノート整理（2 時間) 

９ 

【地域の子育て家庭への支援】  
地域における保育所の社会的役割，関係機関との連携・協力，地域

子育て支援専門職のあり方に関する基礎理論を整理・考察する。 

指定テキスト第６章予

習（1 時間) 
指定テキスト第６章復

習・ 
ノート整理，中間レポー

ト(３時間) 



10 

【さまざまな子ども家庭の理解と支援（１）】  
個々の家庭の家族構成や多様性をふまえた支援のあり方について

の基礎理論を理解し，実際の相談場面を想定したロールプレイング

を行う。 

指定テキスト第７章第

1－2 節予習(1 時間) 
指定テキスト第７章第

1－2 節復習・ 
ノート整理（2 時間） 

11 

【さまざまな子ども家庭の理解と支援（２）】  
親子関係や外国とのつながりのある子ども家庭支援のあり方につ

いての基礎理論を理解し，実際の相談場面を想定したロールプレイ

ングを行う。 

指定テキスト第７章第

3－4 節予習(1 時間) 
指定テキスト第７章第

3－4 節復習・ 
ノート整理(2 時間) 

12 

【不適切な養育環境の子どもやその家庭に対する支援】 幼児・児

童虐待防止に関する関係法令の理解，具体的な対応手順，代替養育

の理解に関する基礎理論を理解し，実際の相談場面を想定したロー

ルプレイングを行う。 

指定テキスト第８章予

習(1 時間) 
指定テキスト第 12 章復

習・ 
ノート整理(2 時間) 

13 
【発達障がい児等の理解と家庭支援】  
発達障害に関する基礎理論と法令，事例を基にした基本的対応に関

する基礎理論を整理・考察する。 

指定テキスト第９章予

習(1 時間) 
指定テキスト第 13 章復

習・ 
ノート整理(2 時間) 

14 

【子どもの貧困の理解と家庭支援】  
子どもの貧困の定義，現状と課題に関する基礎理論を整理・考察す

る。 

指定テキスト第 10－11
章予習(1 時間) 

指定テキスト第 10－11
章復習・ 
ノート整理，定期試験準

備（2 時間） 

15 
こども家庭支援論まとめ 習熟度到達テスト これまでの講義 

ノート整理(1 時間) 
これまでの講義ノート

を基にレポート作成，定

期試験準備 

定期試験 

教科書 石動 瑞代・中西 遍彦・隣谷 正範 編（2020），学ぶ・わかる・みえる シリーズ 保育と現代社会 保育と子

ども家庭支援論，みらい，ISBN-13: 978-4860154882 

参考書 文部科学省(2018)，幼稚園教育要領解説，フレーベル館，ISBN-13: 978-4577814475 
厚生労働省(2018)，保育所保育指針解説，フレーベル館，ISBN-13: 978-4577814482 

成績評価 
方法・基準 

5 段階到達目標準拠評価  
定期試験(50%) ，中間レポート(30%) ，復習ノート記述内容(20%) 

備考  

 



科目 
コード 63100a ナンバ

リング CHAC105 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 乳児保育Ⅰ 

科目英語名 Day Care for Infants Ⅰ 

担当教員 福鹿 慶子 

資格・免許

との関連 

保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 乳児期の発達を理解し、乳児保育に必要な基本的な知識を身につける。 

学修成果 

到達目標 

1．乳児保育の現状と課題の理解を深め、乳児保育の意義と目的を把握することができる 

2．3 歳未満児の発達や特徴について説明できる 

3．3 歳未満児の生活や遊びについて説明できる 

4．3 歳未満児の保育の計画や必要性について説明できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
乳児保育の基本と意義 シラバスを読む 授業の内容を振り返り、まと

める（2 時間) 

２ 

乳児保育の現状と課題 乳児保育の現状について調べ

る（2 時間) 

乳児保育の現状と課題につい

てレポートにまとめる(2 時

間) 

３ 
乳児との関わり・愛着形成について 愛着形成について調べる(2 時

間) 

乳児との愛着形成についてま

とめる(2 時間) 

４ 
6 か月未満児の子どもの育ち 6 か月未満児の子どもの姿に

ついて調べる（2 時間) 

6 か月未満児の子どもの育ち

についてまとめる（2 時間) 

５ 
6 か月未満児の保育内容 6 か月未満児の保育について

調べる 

6 か月未満児の保育内容につ

いてまとめる（2 時間) 

６ 

6 か月から 1 歳 3 か月未満の子どもの育ち 6 か月から 1 歳 3 か月未満の

子どもの姿について調べる(2

時間) 

6 か月から 1 歳 3 か月未満の

子どもの育ちについてまとめ

る(2 時間) 

７ 

6 か月から 1 歳 3 か月未満の子どもの保育内容 6 か月から 1 歳 3 か月未満の

子どもの保育について調べる

（2 時間) 

6 か月から 1 歳 3 か月未満の

子どもの保育内容についてま

とめる（2 時間) 

８ 

1 歳 3 か月から 2 歳未満の子どもの育ち 1 歳 3 か月から 2 歳未満の子

どもの姿について調べる(2 時

間) 

1 歳 3 か月から 2 歳未満の子

どもの育ちについてまとめる

(2 時間) 

９ 

1 歳 3 か月から 2 歳未満の子どもの保育内容 1 歳 3 か月から 2 歳未満の子

どもの保育について調べる（2

時間) 

1 歳 3 か月から 2 歳未満の子

どもの保育内容についてまと

める(2 時間) 

10 
2 歳の子どもの育ち 2 歳の子どもの姿について調

べる（2 時間) 

2 歳の子どもの育ちについて

まとめる(2 時間) 

11 

2 歳の子どもの保育内容 2 歳の子どもの保育について

調べる(2 時間) 

6 か月から 2 歳の子どもたち

の学びについてレポートにま

とめる(2 時間) 

12 
保育所における乳児保育 保育所での乳児の保育につい

て調べる（2 時間) 

保育所での乳児保育について

まとめる(2 時間) 

13 
乳児保育が行われる場 乳児保育が行われる場につい

て調べる(2 時間) 

乳児保育が行われる場につい

てまとめる(2 時間) 

14 
乳児保育の計画について 全体的な計画からの指導計

画 

乳児保育の計画について調べ

る（2 時間) 

乳児保育の指導計画について

まとめる(2 時間) 

15 
指導計画の作成と保育に生かす記録 指導計画の作成を行う(2 時

間) 

これまでの学びについてレポ

ートにまとめる(4 時間) 



教科書 乳児保育 演習ブック 松本峰雄監修 ミネルヴァ書房 ISBN9784623077045 

参考書 厚生労働省 保育所保育指針解説 平成 30 年 3 月 

成績評価 

方法・基準 

理解度(50%) レポート課題(30%) 受講態度(20%) 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 保育士経験のある教員が、乳児保育の理念や概要、乳児保育の制度や乳児保育における保育士の役割り等の理

論に関する内容を解説する。 



科目 
コード 63110a ナンバ

リング CHAC140 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 乳児保育Ⅱ 

科目英語名 Day Care for Infants Ⅱ 

担当教員 福鹿 慶子 

資格・免許

との関連 

保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1．乳児期の発達を理解し、乳児保育に必要な知識や技術を身につける 

2．演習を通して、乳児保育の保育士として必要な援助の仕方、必要な道具の使用方法を習得する 

学修成果 

到達目標 

1. おむつ替えや授乳等の保育技術の知識を身につけ実践に生かすことができる 

2．乳児の発達と玩具の関係性を理解し、保育の専門家として適切な玩具が提供できるようになる 

3．乳児の健康と衛生面に配慮した環境づくりができるようになる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
乳児の食事① 離乳食について調べる 離乳食の必要性について復習

する(1 時間) 

２ 
乳児の食事② 

グループワーク 

乳児の食事の注意事項につい

て調べる(0.5 時間) 

乳児の食事についてレポート

にまとめる（1 時間) 

３ 
乳児の排泄① 教科書を読む 乳児の排泄について復習する

(0.5 時間) 

４ 
乳児の排泄② 

グループワーク 

教科書を読む 排泄の自立についてレポート

にまとめる(1 時間) 

５ 
乳児の睡眠① 乳児の睡眠について調べる

(0.5 時間) 

乳児の睡眠について復習する

（0.5 時間) 

６ 
乳児の睡眠② 

グループワーク 

教科書を読む 乳児の睡眠についてレポート

にまとめる(1 時間) 

７ 
乳児期の健康と衛生 乳児期の健康について調べる

(0.5 時間) 

乳児期の健康と衛生について

まとめる(0.5 時間) 

８ 

乳児期の健康と衛生面に配慮した保育環境 乳児期の健康と衛生面に配慮

した保育環境について調べる

(0.5 時間) 

乳児期の健康と衛生面に配慮

した保育環境についてまとめ

る（0.5 時間) 

９ 
乳児の遊び 教科書を読む 乳児の遊びについてまとめる

（1 時間) 

10 
乳児の玩具① 乳児の手作り玩具の材料を集

める 

乳児用玩具を作成する（1 時間) 

11 乳児の玩具② 乳児用玩具を作成する（1 時間) 様々な乳児用玩具を調べる 

12 
手作り乳児用玩具を使った保育 

保育発表 

手作り乳児用玩具を使った保

育を考える 

手作り乳児用玩具を使った保

育指導案を作成する(1 時間) 

13 

乳児保育の現場と保育者同士の連携 

グループディスカッション 

保育者同士の連携について調

べる(0.5 時間) 

乳児保育の現場と保育者同士

の連携についてまとめる(0.5

時間) 

14 

保護者との連携及び保護者への支援 保護者に対する保育者の役割

を考える(0.5 時間) 

保護者との連携及び保護者へ

の支援についてまとめる(0.5

時間) 

15 
まとめと振り返り 授業内容の復習をする これまでの授業内容の総復習

をする(1 時間) 

定期試験 

教科書 乳児保育 演習ブック 松本峰雄監修 ミネルヴァ書房 ISBN9784623077045 



参考書 厚生労働省 保育所保育指針解説 平成 30 年 3 月 

成績評価 

方法・基準 

定期試験(50%)  課題内容・提出状況(30%)  受講態度(20%) 

備考 乳児用の玩具を作成するという課題がある。材料は各自で用意。 

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 保育士経験のある教員が、乳児の保育での実践的な内容を、実践例を交えて援助の実際について指導する科目

である。 



科目 
コード 63130 ナンバ

リング CAC220 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 障害児保育 

科目英語名 Child Care in Special Education 

担当教員 中島 順子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 １．障害児保育を支える理念や歴史的変遷から現状について理解する。 
２．様々な障害について理解する。 
３．個々の発達を促すかかわりとはなにかを学ぶ。 
４．具体的な援助の方法、環境構成、連携等について学び、理解する。 
 

学修成果 
到達目標 

１．統合保育をよりよく進め障害のある子どもも障害のない子どもも共に育つ保育を考えることができる。 
２．様々な障害の特性と子どもの姿から学び、保育の改善につなげることができる。 
３．具体的な援助・支援方法（環境構成の工夫・視覚支援・ことばがけ）を実践することができる。 
４．保護者の理解・関係機関と連携を図ることができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション（総論）・障害児保育の概念 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

２ 

障害児保育の歴史 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに、理

解が不十分な点につい

ては、図書館等で調べ

る。(2 時間) 

３ 

発達と障害－発達の考え方・特性・理論・支援 子どもの発達について、

教科書及び他の資料を

調べ授業に参加する。(2
時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

４ 
知的障害①定義と病理 教科書を読み他の資料

を調べ授業に参加する。

(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

５ 
知的障害②ダウン症候群 参考書などの関係の書

籍を読み授業に参加す

る。(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

６ 
自閉症スペクトラム障害①広汎性発達障害 教科書を読み他の資料

を調べ授業に参加する。

(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

７ 

自閉症スペクトラム障害②高機能広汎性発達障害 授業内で紹介する自閉

症スペクトラム障害の

映画を鑑賞し授業に参

加する。(2 時間) 

第 1 回から第７回の授

業を復習し、理解が不十

分な内容については調

べておく。(2 時間) 

８ 
学習障害（ＬＤ） 教科書を読み他の資料

を調べ授業に参加する。

(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

９ 
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ） 教科書を読み他の資料

を調べ授業に参加する。

(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

10 
運動障害（肢体不自由児・発達性協調運動障害） 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 



11 
視覚・聴覚障害・言語障害 授業内で紹介するの映

画を鑑賞し授業に参加

する。(2 時間) 

教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

12 
障害児保育の実際－具体的なかかわり（環境構成・視覚支援） 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

13 
障害児保育の実際－具体的なかかわり（インリアル・アプローチ） 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

14 
保護者の理解・支援、学校・専門機関・医療との連携 教科書を読み授業に参

加する。(2 時間) 
教科書及び授業内で配

布した資料をもとに復

習する。(2 時間) 

15 

まとめとふりかえり 第 1 回から第 14 回の授

業を復習し、理解が不十

分な内容については調

べておく。(2 時間) 

全授業の内容を教科書

及び配布資料をもとに

まとめる。(2 時間) 

 

教科書 保育における特別支援  日本文化科学社 監修 竹田契一 里見恵子 他 

参考書 ダウン症児の学びとコミュニケーション支援ガイド 診断と治療社 編集 玉井浩 里見恵子  
その他 講義内で適宜紹介します 
 

成績評価 
方法・基準 

理解度（85％） 講義・演習時の姿勢・コミュニケーション力（15％） 

備考 子どもの個性や特性を考慮し実践できる保育者を目指しましょう。そのためにも自分自身が楽しい生活である

こと、他者の気持ちを理解することが重要です。 

 



科目 
コード 63200 ナンバ

リング CHAF200 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 総合演習 

科目英語名 Seminar for Comprhensive Studies 

担当教員 多田 純一、盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
保育士免許必須科目 

学修内容 １.保育の現場を想定し、ピアノ演奏を中心とした音楽表現に取り組む。 
２.音楽の基礎技術を習得するだけでなく、さらに発展させる。 
３.ピアノ以外のいろいろな楽器の演奏法を知る。 

学修成果 
到達目標 

１.保育士として必要なピアノおよび他の楽器の演奏技術を身に付け、積極的に演奏活動することができる。 
２.音楽を楽しみながらさまざまな楽器演奏の能力向上を図り、保育活動に生かして発表することができる。 
３.保育士としてだけでなく、ひとりの演奏者として楽器演奏および発表することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業ガイダンス 
保育士としての音楽表現 

自身が演奏したいと思

う作品を 1 曲（自由曲）

練習する。 
0.75 時間 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

２ 

保育の場における楽器演奏の可能性について考察する 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

３ 

楽器演奏の技術向上と個々に応じた作品および教材の研究 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

４ 

個々に設定した作品の個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

５ 

個々に設定した作品のグループ・レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

６ 

試験的な弾き合い会の実施 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

弾き合い会にて指摘を

受けた箇所について再

考する。 
0.25 時間。 

７ 

オープン・キャンパスにおけるフィールド紹介の方法論を検討する フィールド発表内容の

具体案を考え、楽譜を探

す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

８ 

フィールド紹介のための使用楽器および演奏作品を検討する フィールド発表内容の

具体案を考え、楽譜を探

す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

９ 

フィールド紹介のための個別レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 



10 

フィールド紹介のためのアンサンブル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

11 
フィールドとしての表現活動（1 年生のための学外実習）とその在

り方について検討する 
学外実習の具体案を考

え、楽譜を探す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

12 
さまざまな楽器から自分の個性を活かせる楽器について考察する 設定した作品の練習。 

0.75 時間。 
考察した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

13 

1 年生の学外実習を補助するための個別レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

14 

1 年生の学外実習を補助するためのアンサンブル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

15 
音楽を活かした表現活動の考察 設定した作品の練習。 

0.75 時間。 
考察した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

16 

おたまじゃくしコンサートへの取り組みを検討する 自身がコンサートで演

奏したいと思う作品を

1 曲（自由曲）練習する。 
0.75 時間 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

17 

おたまじゃくしコンサートにおける具体的な演奏曲目の決定と導

入的レッスン 
設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

18 

おたまじゃくしコンサートのための個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

19 

おたまじゃくしコンサートのためのグループ・レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

20 

おたまじゃくしコンサートのための模擬リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

21 

おたまじゃくしコンサートのための本番前リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

22 

振り返り（おたまじゃくしコンサートを終えて） 振り返りで検討する内

容について意見をまと

める。 
0.75 時間。 

振り返りの内容につい

て再考する。 
0.25 時間。 

23 

個々に設定した作品の個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 



24 

個々に設定した作品のグループ・レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

25 
成果発表会への取り組みを検討する 設定した作品の練習。 

0.75 時間。 
検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

26 

成果発表会における具体的な演奏曲目の決定と導入的レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

27 

成果発表会のための個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

28 

成果発表会のための模擬リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

29 

成果発表会のための本番前リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

30 

成果発表会参加（学外） 成果発表会の準備を行

う。 
0.75 時間。 

成果発表会における自

身の演奏について再考

する。 
0.25 時間。 

 

教科書 随時、プリントを配布する。必要に応じて、個々に楽譜の購入を勧める場合がある。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

ピアノの演奏活動を中心とするゼミナールのため、試験は実施しない。学内外における発表の場での演奏およ

び態度に比重を置いて評価する。授業への取組（50％） 発表の姿勢（30％） グループでの協同作業（20％） 。 

備考  

 



科目 
コード 64100 ナンバ

リング CAE105 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 音楽基礎演習Ⅰ 

科目英語名 Basic Exercises of Music Ⅰ 

担当教員 多田 純一、河合 摂子 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 １.保育士、幼稚園教諭に求められる音楽理論の知識や音楽的基礎能力を身につける。 
２.読譜や視唱のための実践的な演習をおこなう。 
３.自律的学習方法を身につけ、楽しんで学習に取り組む力を身につける。 

学修成果 
到達目標 

１.ト音譜表の簡単なメロディを読譜してピアノで弾くことができる。 
２.簡単なリズムを表現することができる。 
３.基礎的な楽典知識を理解して実践的に活用することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション：授業の進め方説明 
理論①音部記号と五線、音名 
ソルフェージュ①ト音記号の読譜と 4 分音符と 4 分休符の 
    リズム 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.14-18 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.3-4 で復習する。 
0.5 時間。 

２ 

理論②リズムと拍子記号 
ソルフェージュ②ト音記号の読譜と 4 分音符と 8 分音符の 
   リズム 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.32-37 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.5 で復習する。 
0.5 時間。 

３ 

理論③音程（長音程と短音程） 
ソルフェージュ③ト音記号の読譜と 2 分音符のリズム 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.41-51 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.29-31 の

練習問題を解く。 
0.5 時間。 

４ 

理論④音程（完全音程） 
ソルフェージュ④ト音記号の読譜と付点 2 分音符のリズム 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.52-60 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.6 で復習する。 
0.5 時間。 

５ 

理論⑤音程のまとめと演習      
ソルフェージュ⑤ト音記号の読譜とフレーズ 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.64-70 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.73-75 の

練習問題を解く。 
0.5 時間。 

６ 

理論⑥音階（長音階） 
ソルフェージュ⑥ト音記号の読譜と付点リズム 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.76-84 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.7 で復習する。 
0.5 時間。 

７ 

理論⑦音階（短音階） 
ソルフェージュ⑦ト音記号の読譜と 8 分休符リズム 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.104-111
を予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.9 で復習する。 
0.5 時間。 

８ 

理論⑧前半の学習内容のまとめとふりかえり 
ソルフェージュ⑧前半の学習内容のまとめとふりかえり 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.14-111 を

通読し、自身の理解度を

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.15-24の右手を練習す

る。 



確認する。 
0.5 時間。 

0.5 時間。 

９ 

理論⑨調と音階 
ソルフェージュ⑨読譜と視唱（主和音） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.114-117
を予習する。 
0.5 時間。 

ハ長調の主和音を打鍵

することができるよう

に確認し、身に付ける。 
0.5 時間。 

10 

理論⑩和音番号 
ソルフェージュ⑩読譜と視唱（属和音） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.118-120
を予習する。 
0.5 時間。 

ハ長調の属和音を打鍵

することができるよう

に確認し、身に付ける。 
0.5 時間。 

11 

理論⑪主要三和音  
ソルフェージュ⑪読譜と視唱（下属和音） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.121-124
を予習する。 
0.5 時間。 

ハ長調の下属和音を打

鍵することができるよ

うに確認し、身に付け

る。 
0.5 時間。 

12 

理論⑫和音の種類 
ソルフェージュ⑫読譜と視唱（楽語） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.129-130
の「例題を解説」を実践

し、予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.15の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

13 

理論⑬和音の種類とコードネーム 
ソルフェージュ⑬読譜と視唱（音楽記号） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.135-139
を予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.16の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

14 

理論⑭調と和音のまとめ 
ソルフェージュ⑭読譜と視唱のまとめ 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.140-143
を予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.17の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

15 

理論⑮全体のまとめとふりかえりの発表会演奏 
ソルフェージュ⑮全体のまとめとふりかえりの発表会演奏 
 

発表会で演奏する課題

曲の弾き歌いを練習す

る。 
0.75 時間。 

発表会で演奏した課題

曲の弾き歌いを、再度、

確認する。 
0.25 時間。 

 

教科書 川辺真「音符と鍵盤でおぼえるわかりやすい楽典」（音楽之友社）4-276-10031-3 
小林美実編「こどものうた２００」 (チャイルド本社) 978-4-8054-8100-4 
吉田直子編著「なんのうたかな？」（フェウエム ミュージック コーポレーション）978-4-9905887-9-3 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実技を重視する科目なので定期試験は実施しない。なお、第 15 回目の授業内で行われる発表会演奏における点

数が、成績の習熟度（40％）として評価に含まれる。また、授業内で確認を行う左手の伴奏形の打鍵によって

理解度（40％） が評価される。平常点（20％） 

備考 1.ピアノ実技を伴う科目のため授業前に短く爪を切っておくこと。2.授業時間内で充分にできなかった音楽理

論の課題は、必ず授業時間以外に復習をしておくこと。3.自習方法などわからないことが有ったら積極的に質

問すること。 

 



科目 
コード 64110 ナンバ

リング CAE140 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 音楽基礎演習Ⅱ 

科目英語名 Basic Exercises of Music Ⅱ 

担当教員 多田 純一、中島 倍代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための選択科目 

学修内容 １.音楽基礎演習Ⅰの学びを基礎として、音楽理論の知識の定着と音楽的基礎能力の向上を図る。 
２.読譜や視唱のための実践的な演習と、簡単な旋律の弾き歌いをおこなう。 
３.自律的学習方法を身につけ、楽しんで学習に取り組む力を身につける。 

学修成果 
到達目標 

１.簡単なメロディを読譜し、ピアノで弾きうたいをすることができる。 
２.ハ長調、へ長調、ト長調の主要三和音の打鍵および読譜ができる。 
３.簡単なメロディに主要三和音を使った伴奏をつけてピアノで弾き歌いをすることができる。 
４.基礎的な音楽理論を理解し、写譜や移調など実践的に生かすことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション：授業の進め方の説明 
理論①音程、長音階、和音の復習 
ソルフェージュ①ト音記号の読譜と視唱復習 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.14-143を
通読する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.6-9 で復習する。 
0.5 時間。 

２ 

理論②リズムと拍子記号（単純拍子）  
ソルフェージュ②付点音符リズム視奏と視唱 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.64-65 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.12 で復習する。 
0.5 時間。 

３ 

理論③リズムと拍子記号（複合拍子）  
ソルフェージュ③シンコペーションリズム視奏と視唱 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.66-70 を

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.33 で復習する。 
0.5 時間。 

４ 

理論④音程（派生音程）  
ソルフェージュ④16 分音符を含むリズム視奏と視唱 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.71-72 の

「例題を解説」を実践

し、予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.51 で復習する。 
0.5 時間。 

５ 

理論⑤音程（複音程） 
ソルフェージュ⑤8 分の 6 拍子のリズム視奏 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.73-75 の

「練習問題」を実践し、

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.62 で復習する。 
0.5 時間。 

６ 

理論⑥短音階  
ソルフェージュ⑥8 分の 6 拍子の視唱 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.86-89 を

予習する。  
0.5 時間。 

右手でイ短調の音階を

弾くことができるよう

に練習し、身に付ける。 
0.5 時間。 

７ 

理論⑦調と調号  
ソルフェージュ⑦ヘ音記号の読譜 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.90-91 を

予習する。   
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.11 で復習する。 
0.5 時間。 



８ 

理論⑧記譜のしかた 
ソルフェージュ⑧音楽の基礎（拍、拍子、リズム、強弱、テンポ） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.97-100の
「練習問題」を実践し、

予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.12-13 で復習する。 
0.5 時間。 

９ 

理論⑨和音の種類 
ソルフェージュ⑨弾き歌い（主要三和音のカデンツ） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.114-119
を予習する。  
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.24の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

10 

理論⑩七の和音 
ソルフェージュ⑩弾き歌い（Ⅴ７ のカデンツ） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.120-121
を予習する。    
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.43の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

11 

理論⑪ コードネーム （メジャーコード）      
ソルフェージュ⑪弾き歌い（メジャーコード） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.135-137
を予習する。  
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.29の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

12 

理論⑫授業内容のまとめとふりかえり   
ソルフェージュ⑫授業内容のまとめとふりかえり  
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.138-141
を予習する。   
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.28の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

13 

理論⑬コードネーム （セブンスコード） 
ソルフェージュ⑬弾き歌い（セブンスコード） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.142-145
を予習する。  
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.43の課題復習し、練習

する。 
0.5 時間。 

14 

理論⑭コードネーム（マイナーコード） 
ソルフェージュ⑭弾き歌い（マイナーコード） 
 

教科書、川辺真「音符と

鍵盤でおぼえるわかり

やすい楽典」p.146-147
の「例題を解説」を実践

し、予習する。 
0.5 時間。 

教科書、吉田直子編著

「なんのうたかな？」

p.61の課題を完成させ、

練習する。 
0.5 時間。 

15 

理論⑮全体のまとめとふりかえりの発表会演奏 
ソルフェージュ⑮全体のまとめとふりかえりの発表会演奏 
 

発表会で演奏する課題

曲の弾き歌いを練習す

る。 
0.9 時間。 

発表会で演奏した課題

曲の弾き歌いを、再度、

確認する。 
0.1 時間。 

 
教科書 川辺真「音符と鍵盤でおぼえるわかりやすい楽典」（音楽之友社）4-276-10031-3 

小林美実編「こどものうた２００」 (チャイルド本社) 978-4-8054-8100-4 
吉田直子編著「なんのうたかな？」（フェウエム ミュージック コーポレーション）978-4-9905887-9-3 

参考書  
成績評価 
方法・基準 

実技を重視する科目なので定期試験は実施しない。なお、第 15 回目の授業内で行われる発表会演奏における点

数が、成績の習熟度（40％）として評価に含まれる。また、理論およびソルフェージュのそれぞれの授業内に

おいて理解度（40％） が評価される。この科目は 2 年生で履修する「保育内容（表現・音楽）」と密接に関連

しており、深い理解が求められる。平常点（20％） 
備考 1.ピアノ実技を伴う科目のため授業前に短く爪を切っておくこと。2.授業時間内で充分にできなかった音楽理

論の課題は、必ず授業時間以外に復習をしておくこと。3.自習方法などわからないことが有ったら積極的に質

問すること。 



 



科目 
コード 64200 ナンバ

リング CAC110 単位数 2 開講時期 2020 年度 前期～後期 

科目名 ゼミナールⅠ 

科目英語名 Seminar Ⅰ 

担当教員 多田 純一、盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
保育士資格選択必須。ただし、2 年生で総合演習を履修するための前提科目となるので、必ず単位を

修得すること。 
学修内容 １.保育の現場を想定し、楽器演奏を中心とした音楽表現に取り組む。 

２.音楽の基礎技術を習得するだけでなく、さらに発展させる。 
３.さまざまな楽器の演奏法を知る。 
 

学修成果 
到達目標 

１.保育士として必要な楽器の演奏技術を身に付け、積極的に演奏活動することができる。 
２.音楽を楽しみながらさまざまな楽器の実力の能力向上を図り、保育活動に生かして発表することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業ガイダンス 
保育士としての音楽表現 

自身が演奏したいと思

う作品を 1 曲（自由曲）

練習する。 
0.75 時間 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

２ 

保育の場における楽器演奏の可能性について考察する 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

３ 

楽器演奏の技術向上と個々に応じた作品および教材の研究 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

４ 

個々に設定した作品の個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

５ 

個々に設定した作品のグループ・レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

６ 

試験的な弾き合い会の実施 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

７ 

オープン・キャンパスにおけるフィールド紹介の方法論を検討する フィールド発表内容の

具体案を考え、楽譜を探

す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

８ 

フィールド紹介のための使用楽器および演奏作品を検討する フィールド発表内容の

具体案を考え、楽譜を探

す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

９ 

フィールド紹介のための個別レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 



10 

フィールド紹介のためのアンサンブル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

11 
フィールドとしての表現活動（学外実習）とその在り方について検

討する 
学外実習の具体案を考

え、楽譜を探す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

12 

さまざまな楽器から自分の個性を活かせる楽器について考察する 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

13 

学外実習のための個別レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

14 

学外実習のためのアンサンブル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

15 
音楽を活かした表現活動（学外実習、保育園にて演奏会を行う予定） 設定した作品の練習。 

0.75 時間。 
実施した学外実習につ

いて再考する。 
0.25 時間。 

16 

おたまじゃくしコンサートへの取り組みを検討する 自身がコンサートで演

奏したいと思う作品を

1 曲（自由曲）練習する。 
0.75 時間 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

17 

おたまじゃくしコンサートにおける具体的な演奏曲目の決定と導

入的レッスン 
設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

18 

おたまじゃくしコンサートのための個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

19 

おたまじゃくしコンサートのためのグループ・レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

20 

おたまじゃくしコンサートのための模擬リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

21 

おたまじゃくしコンサートのための本番前リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

22 

振り返り（おたまじゃくしコンサートを終えて） 振り返りで検討する内

容について意見をまと

める。 
0.75 時間。 

振り返りの内容につい

て再考する。 
0.25 時間。 

23 
こどもフェスタに向けてプログラムの検討 こどもフェスタの具体

案を考え、楽譜を探す。 
0.75 時間。 

検討した内容について

再考する。 
0.25 時間。 



24 

こどもフェスタ環境準備 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

25 

こどもフェスタのための個人レッスン 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

26 

こどもフェスタ① 実践準備・役割分担確認 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

27 

こどもフェスタ② リハーサル 設定した作品の練習。 
0.75 時間。 

レッスンにて指摘を受

けた箇所について再考

する。 
0.25 時間。 

28 
こどもフェスタ③ 実践 設定した作品の練習。 

0.75 時間。 
実践した内容について

再考する。 
0.25 時間。 

29 

振り返り（こどもフェスタを終えて） 振り返りで検討する内

容について意見をまと

める。 
0.75 時間。 

振り返りの内容につい

て再考する。 
0.25 時間。 

30 

成果発表会参加（学外） 成果発表会における 2
年生の発表の補助のた

めの準備を行う。 
0.75 時間。 

成果発表会について再

考する。 
0.25 時間。 

 

教科書 随時、プリントを配布する。必要に応じて、個々に楽譜の購入を勧める場合がある。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

学内外における発表の場での演奏および態度に比重を置いて評価する。授業への取組（40％） 、発表の姿勢

（40％）、 グループでの協同作業（20％）。 

備考  

 



科目 
コード 64210 ナンバ

リング CAC230 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 ゼミナールⅡ 

科目英語名 Seminar Ⅱ 

担当教員 加藤 慎一、大石 祥寛、信田 和則、西岡 由郎 

資格・免許

との関連 
教員採用試験 

学修内容 １ 自治体別の試験科目・出題内容・形式などを踏まえ、出題されやすい頻出項目の指導を中心に全分野を基

礎から学ぶ。 
２ 対話型や課題解決型の活動を取り入れながら教員に求められる今日的な課題に確実に対応でき、その解決

を図ることができる資質能力の育成を図る。 
３ 本科目の学びをとおして、面白さ、楽しさ、意欲の湧く教育活動を指導する力を身に付け、小学校教員と

しての資質能力を養う。 
学修成果 
到達目標 

１ 教員採用試験合格に必要な基礎知識を理解し、一般的な合格水準相応の得点力を身に付けることができる。 
２ 法令や答申の読み解き方と論作文試験に必要な書き方の習得を基盤として、柔軟かつ多様に物事を見たり、

考えたり、捉えたりするポイントを体得することができる。 
３ 教員採用試験合格を目指して、意欲と自信の強化を図ることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション（教員採用試験の概要と合格に向けての学びの

計画ついて） 
筆記試験対策①（「教職教養」「論作文」） 

シラバスを熟読し、疑問

点や質問事項をまとめ

ておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

２ 

筆記試験対策②（「教職教養」「論作文」） 
 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

３ 

筆記試験対策③（「教職教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

４ 

筆記試験対策④（「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

５ 

筆記試験対策⑤（「教職教養」「論作文」） 
確認テスト① 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

６ 筆記試験対策⑥（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要 授業で扱った内容に他



領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

７ 

筆記試験対策⑦（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

８ 

筆記試験対策⑧（「専門教養」「論作文」） 
確認テスト② 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

９ 

筆記試験対策⑨（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

10 

筆記試験対策⑩（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

11 

筆記試験対策⑪（「専門教養」「論作文」） 
確認テスト③ 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

12 

面接試験対策①（「個人面接」「集団面接」） 
筆記試験対策⑫（「教職教養」「論作文」）」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

13 

面接試験対策②（「集団面接」「集団討論」） 
確認テスト④ 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 



２時間 

14 

面接試験対策③「集団討論」「場面指導」） 
筆記試験対策⑬（「教職教養」「論作文」）） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

15 

面接試験対策④（「場面指導」「模擬授業」） 
筆記試験対策⑭（「教職教養」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

16 

面接試験対策⑤（「模擬授業」「個人面接」） 
筆記試験対策⑮（「教職教養」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

17 

面接試験対策⑥（「個人面接」「集団面接」） 
筆記試験対策⑯「専門教養」「論作文」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

18 

面接試験対策⑦（「集団面接」「集団討論」） 
筆記試験対策⑰７（「専門教養」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

19 

面接試験対策⑧（「集団討論」「場面指導」） 
筆記試験対策⑱（「専門教養」「論作文」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

20 

面接試験対策⑨「場面指導」（「模擬授業」） 
筆記試験対策⑲（「専門教養」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

21 
筆記試験対策⑳（「教職教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ



教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

ておくこと。 
２時間 

22 

本年度実施試験の傾向と今後の課題 
筆記試験対策?（「教職教養」「論作文」） 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

23 

筆記試験対策?（「教職教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

24 

筆記試験対策?（「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

25 

筆記試験対策?（「教職教養」） 
確認テスト⑤ 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

26 

筆記試験対策?（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

27 

筆記試験対策?（「専門教養」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

28 

筆記試験対策?（「専門教養」） 
確認テスト⑥ 

教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 



29 

筆記試験対策?（「専門教養」「論作文」） 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

30 

確認テスト⑦ 教育法規や学習指導要

領、答申などを熟読し、

そこで展開されている

教育における意味とそ

れについての自分の考

えをまとめておくこと。 
２時間 

授業で扱った内容に他

の関係資料を補足して

「教採ノート」にまとめ

ておくこと。 
２時間 

 

教科書 「小学校学習指導要領」  ISBN：978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
「生徒指導提要」 ISBN：978-4-87730-274-0  文部科学省 教育図書株式会社 2010 年 
「小学校学習指導要領解説  総則編」  ISBN：978-4-491-03461-4  文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
  
毎回、レジュメや問題プリントを配布する。 

参考書 参考資料を適宜紹介し、説明を加える。 

成績評価 
方法・基準 

授業に臨む姿勢や態度３０％ 授業内レポートの内容４０％ 課外レポートの内容３０％を基に、総合的に評

価する。 

備考 事前学習の範囲は、その都度指示をする。 
毎回、提示したテーマを基に小論文を作成し、提出する。 
「一般教養」対策用の資料は、適宜提供し解説する。 
第 22 回以降からは、「着任前指導」の内容を適宜入れる。 
日頃から意識してテレビや新聞等により報道される教育に関わる事象に関心をもち、そのことに対する自分自

身の考えをもつように心掛けておくこと。 

 



科目 
コード 65116 ナンバ

リング CHAF105 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 教育実習指導Ⅰ（幼稚園） 

科目英語名 Guidance Practice TeachinngⅠ （kindergarten) 

担当教員 吉田 香代子、生駒 英法、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 本科目では、教育実習の事前指導において、実習の意義や目標、必要な心構えについて理解を深め、指導案を

作成して模擬保育を実施する等、実践的な準備を行う。事後指導では、教育実習を通して学んだことを確認・

評価し、自己課題を分析し、幼稚園教諭としての自覚と意識づけを図る。 

学修成果 
到達目標 

１．幼稚園における実習の意義、目的、内容、方法を理解し、実践的な準備ができる。 
２．実習後の振り返りをとおして、自己の成長と課題を認識し、課題の達成にむけて積極的に取り組むことが

できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 概要の理解、教育実習への心構え、等を学ぶ 30 分手引き予習 30 分講義内容復習 

２ 幼稚園生活の流れ、子ども理解、保育者の役割等を学ぶ 30 分手引き予習 30 分講義内容復習 

３ 実習日誌の書き方について 30 分手引き予習 60 分「実習日誌」書き方練習 

４ 
オリエンテーションの受け方 30 分手引き予習 60 分オリエンテーション報告

書の作成 

５ 観察実習・参加実習・部分実習について 30 分手引き予習 60 分講義内容の復習 

６ 教育実習の 1 日の流れについて 30 分手引き予習 60 分観察実習のレポート作成 

７ 実習目標の設定について 30 分手引き予習 60 分個人目標シートの作成 

８ 
教材研究・課題研究（造形） 30 分手引き予習 60 分各自で教材研究(言葉領

域） 

９ 
教材研究・課題研究（自らの遊びから） 30 分手引き予習 60 分各自で教材研究（表現領

域） 

10 実習日誌の書き方（子どもの姿、保育目標） 30 分手引き予習 60 実習日誌の課題作成 

11 
部分指導案の書き方 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」（読み聞か

せ）作成 

12 
部分指導案の作成（絵本の読み聞かせ） 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」（手遊び）

作成 

13 部分指導案の作成（手遊びを中心に） 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」の修正 

14 
オリエンテーション報告書の作成について 30 分手引き予習 60 分オリエンテーション報告

書の修正 

15 実習事後指導 30 分手引き予習 60 分実習事後レポートの作成 

 

教科書 幼稚園教育実習ハンドブック 
参考書 幼稚園教育要領(平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 

保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 
必要に応じて適宜紹介および配布 

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（50%）、提出物の内容（50%） 

備考 原則として、欠席は認められません。本授業を履修しないと実習に参加できないので留意して下さい。 

 



科目 
コード 65130 ナンバ

リング CHAF110 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 教育実習Ⅰ（幼稚園） 

科目英語名 Practice TeachinngⅠ （kindergarten) 

担当教員 吉田 香代子、生駒 英法、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 本実習は、幼稚園における保育・教育の実際について体験的・主体的に学ぶことを目的とする。 
具体的には、次の 4 点を挙げる。 
 1．子どもと幼稚園教育について実践的に学ぶ。 
 2．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養う。 
 3．学習課題を発見するとともに、理論的に学んだことを実践的に確かめる。 
 4．幼稚園教育への意欲と関心を高め、教師としての意志と適性を確認する。 

学修成果 
到達目標 

 1．子どもに対する理解を深めることができる。 
 2．幼稚園教諭の職務内容を理解することができる。 
 3．幼稚園教諭としての基本的な保育技術を習得することができる。 
 4．幼稚園の果たしている役割や機能、運営について理解することができる。 
 5．幼稚園教諭としての職業倫理および職責を自覚することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

本実習は、幼稚園における保育・教育の実際について体験的・主体的に

学ぶことを目的とする。 
具体的には、次の 4 点を挙げる。 
 1．子どもと幼稚園教育について実践的に学ぶ。 
 2．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践す

る応用力を養う。 
 3．学習課題を発見するとともに、理論的に学んだことを実践的に確か

める。 
 4．幼稚園教育への意欲と関心を高め、教師としての意志と適性を確認

する。 

実習にかかわる事前準

備（毎日数時間程度） 
実習日誌および字指導

案等の作成・振り返り

（毎日数時間程度） 

教科書 幼稚園教育実習ハンドブック 

参考書 必要に応じて適宜指導 

成績評価 
方法・基準 

実習園からの評価、実習取り組む関心・意欲、 実習報告等で総合的に評価 

備考 「教育実習指導(幼)」を受講しておくこと。 
履修後は「教職実践演習」を受講すること。 

 



科目 
コード 65203 ナンバ

リング CHAF145 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習Ⅰ（保育所） 

科目英語名 Nursery TrainingⅠ（nursery) 

担当教員 福鹿 慶子、石上 浩美、藤田 悦代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 保育所の保育士として必要な資質・能力・技術を習得する 

学修成果 
到達目標 

保育所保育について説明できる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

保育所の保育士として必要な資質・能力・技術を習得する 実習先調べ学習 
実習目標作成 

実習自己評価票作成 
実習事後レポート作成 
 

教科書 保育実習(保育所)ハンドブック (本学作成) 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習成績評価(40%)  実習記録簿評価(30%)  実習レポート(30%) 

備考  

 



科目 
コード 65204 ナンバ

リング CHAF155 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習Ⅰ（施設） 

科目英語名 Nursery TrainingⅠ (facility) 

担当教員 別所 崇、髙城 大、盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容  保育実習指導Ⅰa の科目は、当該実習（施設領域）に対応しており、それを踏まえた保育援助をすることが目

的となる。しかしながら、学生は初めて施設実習に配属されるため、自分が考えた施設のイメージと実際の施

設の機能が一致しないこともあるし、一方で自分が考えた保育援助が入所者（利用者）に当てはまらないこと

も考えられる。 
 したがって、実習指導者からの指導を受けながら、自らの課題や目標を遂行できるように実習していくこと

が本実習の目的である。 

学修成果 
到達目標 

１ 指定された実習施設の定められた実習期間（10 日間）で、指導者の指導を受けながら保育援助を行うこと

ができる。 
２ 指定された実習施設の社会的役割を説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

 保育実習指導Ⅰa の科目は、当該実習（施設領域）に対応しており、

それを踏まえた保育援助をすることが目的となる。しかしながら、学生

は初めて施設実習に配属されるため、自分が考えた施設のイメージと実

際の施設の機能が一致しないこともあるし、一方で自分が考えた保育援

助が入所者（利用者）に当てはまらないことも考えられる。 
 したがって、実習指導者からの指導を受けながら、自らの課題や目標

を遂行できるように実習していくことが本実習の目的である。 

大学で従前に学習した

資料を確認する。 
施設からのオリエンテ

ーション資料を確認す

る。 
返却された実習記録を

確認する。 

実習記録の作成および

従前に学修した資料を

確認する。 

教科書 実習先（施設）とのオリエンテーションで得た資料 
本学作成『保育実習ハンドブック【施設編】』 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

提出物（授業内課題、目標、自己評価票、報告会レジュメ等）：20 パーセント 
実習先の評価：40 パーセント 
事後レポート：10 パーセント 
記録簿評価：30 パーセント 
※なお本科目は、保育実習指導Ⅰa と関係しており、いずれかの科目の単位が取得できない場合は、他方の科目

の単位も取得できない。 
備考  

 



科目 
コード 65214 ナンバ

リング CHAF135 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習指導Ⅰ（保育所） 

科目英語名 Guidance Nursery Training Ⅰ （nursery) 

担当教員 福鹿 慶子、石上 浩美、藤田 悦代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1. 保育所実習の目的と意義を理解する 
2．保育実習に意欲的に取り組み、保育実習の目的・内容を理解する 
3．自己を振り返り、自己の課題を明確にする 
4．保育実習の心構え、注意点を理解し、実習に向けての事務連絡及び諸手続きを行う 

学修成果 
到達目標 

1．保育所実習の意義や目標を説明することができる 
2．実習準備に意欲的に取り組むことができる 
3．保育実習の内容を理解し、実習することができる 
４．保育実習の心構えや必要な知識を身につけ実習することができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育実習の目的、目標について 全国保育士会倫理綱領

を熟読する(1 時間) 
実習先について調べる 

２ 
施設で働く保育士の役割について学ぶ ハンドブックを読む 施設で働く保育士の役

割についてまとめる（1
時間) 

３ 
施設実習を振り返りによる自己の課題について 施設実習で得た知識、技

術についてのまとめを

する 

実習での自己課題の振

り返り(1 時間) 

４ 
保育所の役割について学ぶ 保育所の役割について

調べる 
保育所の役割をまとめ

る（1 時間) 

５ 
保育士の役割について学ぶ 保育所保育士の役割を

調べる 
保育所保育士の役割に

ついてまとめる（1 時間) 

６ 
子どもの発達と理解（0～2 歳児） 
 

0 歳~2 歳の子どもの発

達について調べる 
0 歳~2 歳の子どもの発

達についてまとめる（1
時間) 

７ 
子どもの発達と理解（3～6 歳児） 3 歳~6 歳の子どもの発

達について調べる 
3 歳~6 歳の子どもの発

達についてまとめる（1
時間) 

８ 
保育計画について（乳児） 乳児の保育を考える 乳児の保育についてま

とめをする（1 時間) 

９ 
保育計画について（幼児） 幼児の保育を考える 幼児の保育についてま

とめをする(1 時間) 

10 
実習生としての心構え 実習生としての身なり

を整える 
実習目標について検討

する(1 時間) 

11 
実習目標について オリエンテーションについて 記録簿の書き

方 
記録簿を整える 実習目標を完成させる

（1 時間) 

12 
教材研究 個人研究 様々な保育教材に触れ

る 
実習で使用する教材を

検討する（1 時間) 

13 
教材研究 グループ発表 教材についてまとめる 保育教材についてレポ

ートにまとめる（1 時間) 

14 
指導案の作成 教材を使った保育を考

える 
教材を使った保育の指

導案を完成させる(1 時

間) 

15 
直前指導 事後指導について 報告会について 指導案の再構成を行う

(１時間) 
実習準備を行う 

 



教科書 保育実習（保育所）ハンドブック （本学作成）  保育所保育指針  保育用語辞典（ミネルヴァ書房）   保

育指導案大百科辞典 一藝社 978-4-86359 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題内容・提出物 40%  受講態度 40%  実習報告会レジュメ内容 20% 

備考 本単位は保育実習の単位が認定された状態で認定される。保育実習Ⅰのみ、保育実習指導Ⅰどちらか一方のみ

の状態では単位認定ができない。 

 



科目 
コード 65215 ナンバ

リング CHAF150 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習指導Ⅰ（施設） 

科目英語名 Guidance Nursery Training Ⅰ （facility) 

担当教員 別所 崇、髙城 大、盧 珠妍 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 保育士資格取得のための施設実習の意義や目的を理解し、実習に向けた目的意識を高め、課題を持って実習に

取り組むことができるように、基本的な知識、技能、態度について学ぶ。 
１ 施設実習の意義と目的を理解する 
２ 事前学習として福祉施設について理解する 
３ 施設で生活する利用者を理解する 
４ 実習の目標と課題を明確にする 
５ 実習日誌の書き方を学ぶ 

学修成果 
到達目標 

１ 保育実習（施設実習）の意味を理解し、施設専門職の業務や専門性を理解できるようになる。 
２ 施設保育士の役割、業務、態度、知識、技術、専門性、職業倫理について理解できる。 
３ 社会的養護や障害福祉等の現状や課題について理解を深める。 
４ 児童福祉施設における保育実践を理解する。 
５ 施設内外における他職種とのチームワーク、他機関・施設との機関連携が理解できる。 
６ 実習現場で観察及び記録ができ、自己覚知ができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
施設実習の意味と意義（オリエンテーションを含む） 保育実習で自分が行い

たいことのイメージを

作成する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

２ 
保育実習指導Ⅰa の学びの内容、施設の概要説明 大学における既習事項

を確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

３ 
保育士の業務の理解 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

４ 
乳児院・児童養護施設の理解 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

５ 
障がい児・者施設の理解 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

６ 
実習記録の書き方（記録の意味） 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

７ 
実習施設とのオリエンテーションに備えた連絡と説明（予防接種等

の事務連絡を含む） 
実習先の施設の概要を

確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

８ 
施設実習の心構え 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

９ 
グループワーク：実習施設におけるアクションプラン 当該授業で学修した内

容を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

10 
実習懇談会（2 回生による実習先説明） 2 回生に聞きたいこと

を調べ、整理する。（0.5
時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

11 
実習懇談会の振り返り 実習懇談会で得た知識

を整理する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

12 
実習日誌の書き方 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

13 
チームワークと連携機関 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

14 
個別支援計画の説明と作成 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 



15 
守秘義務（プライバシー保護） 教科書の該当事項を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

 

教科書 浦田雅夫編著（2015）『考え、実践する施設実習』保育出版社 ISBN 978-4-905493-16-7  
本学作成『保育実習ハンドブック【施設編】』 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

提出物（授業内課題、目標、自己評価票、報告会レジュメ等）：20 パーセント 
実習先の評価：40 パーセント 
事後レポート：10 パーセント 
記録簿評価：30 パーセント 
※なお本科目は、保育実習Ⅰ（施設）と関係しており、いずれかの科目の単位が取得できない場合は、他方の

科目の単位も取得できない。 
備考 欠席カウントが 4 回になった時点で「実習は中止、本科目の単位取得は不可」となる。 

 



科目 
コード 65310 ナンバ

リング CHAF230 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習Ⅱ 

科目英語名 Practice for Nursery Ⅱ 

担当教員 福鹿 慶子、石上 浩美、藤田 悦代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1．保育実習Ⅰの学びを踏まえ、児童福祉施設の社会的役割を理解し、実地実習を通して保育士としての体験的

学習を行う。 
2．事前事後指導において実地実習で学んだ内容を深め、保育士として必要な知識及び技術を習得するととも

に、資質を高める。 

学修成果 
到達目標 

1. 保育所保育士として必要な知識及び技術を習得する 
2．保育士としての資質が向上する 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

1．保育実習Ⅰの学びを踏まえ、児童福祉施設の社会的役割を理解し、実

地実習を通して保育士としての体験的学習を行う。 
2．事前事後指導において実地実習で学んだ内容を深め、保育士として必

要な知識及び技術を習得するとともに、資質を高める。 

実習目標の作成 
実習での保育指導案作

成 
実習で必要な教材作成 

自己評価票の作成 
実習事後レポート作成 
実習報告会レジュメ作

成 
実習まとめレポート作

成 

教科書 保育所実習ハンドブック（本学作成）   保育所保育指針(解説) 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習施設の成績（40%)  記録簿の評価（30%)  事後レポートの評価（30%) 

備考 本単位は保育実習指導Ⅱの単位が認定された状態で認定される。保育実習Ⅱのみ、保育実習指導Ⅱどちらか一

方のみの状態では単位認定ができない。 

 



科目 
コード 65320 ナンバ

リング CHAF220 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習指導Ⅱ 

科目英語名 Guidance on Practice for Nursery Ⅱ 

担当教員 福鹿 慶子、石上 浩美、藤田 悦代 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 1．保育所実習の目的と意義を理解する 
2．保育実習に意欲的に取り組み、保育実習の目的・内容を理解する 
3．自己を振り返り、自己の課題を明確にする 
4．保育実習の心構え、注意点を理解し、実習に向けての事務連絡及び諸手続きを行う 
5．保育所保育士に求められる資質について考える 

学修成果 
到達目標 

1．保育実習を通して自己の課題を把握し、改善することができる 
2．意欲的に実習準備に取り組むことができる 
3．保育を振り返る力を身につけ文章化することができる 
4．保育士の役割や社会的責任について説明することができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
保育実習Ⅰの振り返り 個人作業 実習自己評価票作成(1

時間) 
実習振り返りまとめ 

２ 
保育実習Ⅰの振り返り グループディスカッション 実習エピソード記入(1

時間) 
実習振り返りのまとめ 

３ 
保育実習Ⅱの意義と目的 実習での課題をまとめ

る 
実習の目標設定(2 時間） 

４ 保育所が担う社会的使命 実習目標設定見直し 教材研究（1 時間) 

５ 
指導案の作成について 教材研究 指導案の細案の検討（1

時間) 

６ 模擬保育について 指導案作成(2 時間) 模擬保育準備 

７ 
模擬保育実践 模擬保育準備 模擬保育での反省、課題

の検討(1 時間) 

８ 模擬保育振り返り 模擬保育の課題検討 指導案の再構成(1 時間) 

９ 実習記録の作成と意義 記録簿記入作業(1 時間) 記録簿の確認作業 

10 
実習中の心構え・諸注意 実習での設定保育の準

備 
実習での設定保育の準

備 

11 
保育所保育士に必要な資質について１（個人作業） 
 

実習報告会レポート作

成（2 時間) 
実習自己評価票作成(1
時間) 

12 
保育所保育士に必要な資質について 2（グループディスカッショ

ン） 
実習自己評価見直し 実習懇談会準備 

13 実習懇談会 実習懇談会準備 実習報告会準備 

14 
保育所実習報告会 実習報告会準備 報告会後レポート作成

（1 時間） 

15 
まとめ・振り返り 2 年間の振り返り 保育者としての資質に

ついてのまとめ 

 

教科書 保育実習（保育所)ハンドブック (本学作成)  保育所保育指針 



参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題 25%  受講態度 25%  模擬保育 25%  実習報告会 25% 

備考 本単位は保育実習Ⅱの単位が認定された状態で認定される。保育実習Ⅱのみ、保育実習指導Ⅱどちらか一方の

みの状態では単位認定ができない。 

 



科目 
コード 65330 ナンバ

リング CHAF235 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習Ⅲ 

科目英語名 Practice for Nursery Ⅲ 

担当教員 髙城 大、別所 崇 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容  学生は 1 回目の施設実習とは異なり、かなり高度な技術や知識を要する施設実習に配属される。したがって、

自分が考えた施設のイメージと実際の施設の機能が一致しないこともあるし、一方で自分が考えた保育援助が

入所者（利用者）に当てはまらないことも考えられる。 
 したがって、実習指導者からの指導を受けながら、自らの課題や目標を遂行できるように実習し、将来の保

育職としての価値観を高めていくことが本実習の目的である。 

学修成果 
到達目標 

１ 指定された実習施設の定められた実習期間で、指導者の指導を受けながら保育援助を行うことができる。 
２ 指定された実習施設の社会的役割を説明できる。 
３ 将来の保育職として、関連職種と連携しながら、援助を展開することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

 学生は 1 回目の施設実習とは異なり、かなり高度な技術や知識を要す

る施設実習に配属される。したがって、自分が考えた施設のイメージと

実際の施設の機能が一致しないこともあるし、一方で自分が考えた保育

援助が入所者（利用者）に当てはまらないことも考えられる。 
 したがって、実習指導者からの指導を受けながら、自らの課題や目標

を遂行できるように実習し、将来の保育職としての価値観を高めていく

ことが本実習の目的である。 

大学で従前に学習した

資料を確認する。 
施設からのオリエンテ

ーション資料を確認す

る。 
返却された実習記録を

確認する。 

実習記録の作成および

従前に学修した資料を

確認する。 

教科書 実習先（施設）とのオリエンテーションで得た資料 
本学作成『保育実習ハンドブック【施設編】』 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

提出物（授業内課題、目標、自己評価票、報告会レジュメ等）および設定保育に関するもの：20 パーセント 
実習先の評価：40 パーセント 
事後レポート：10 パーセント 
記録簿評価：30 パーセント 
※なお本科目は、保育実習指導Ⅲと関係しており、いずれかの科目の単位が取得できない場合は、他方の科目

の単位も取得できない。 
備考  

 



科目 
コード 65340 ナンバ

リング CHAF225 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 保育実習指導Ⅲ 

科目英語名 Guidance on Practice for Nursery Ⅲ 

担当教員 髙城 大、別所 崇 

資格・免許

との関連 
保育士資格取得のための必修科目 

学修内容 保育所以外の児童福祉施設における実地実習を通して、保育士としての体験的学習を行い、サービスの内容お

よび保育者として必要なの資質を身につけることを目標とする。また、保育士としての自己の課題について具

体的に検討する。 

学修成果 
到達目標 

１ 児童福祉施設における直接的援助のみならず間接的援助についても説明できる。 
２ 現場実習において体験した内容のふりかえりとまとめを行い、具体的な体験や援助活動を専門的援助 
技術として概念化し、体系立てていくことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

保育実習指導Ⅲおよび保育実習Ⅲへに向けた学びの姿勢 保育実習Ⅰおよび保育

実習指導Ⅰa の既習範

囲を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

２ 
ハンドブックの内容概説 ハンドブックの該当箇

所を熟読する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

３ 
実習先として設定される施設の社会的役割（種別ごと） 教科書の該当箇所を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

４ 
保育士を基準とした社会資源の活用 インターネット等で地

域支援の現状を調べる。

（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

５ 

実習先とのオリエンテーションに向けた説明と連絡 保育実習Ⅰおよび保育

実習指導Ⅰa の既習範

囲を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

６ 
設定保育に向けた保育案の検討 大学での既習範囲を確

認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

７ 
実習の振り返り 実習オリエンテーショ

ン資料等を確認する。

（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

８ 
実習の振り返りを踏まえた各グループ内での意見共有 実習で使用した資料を

確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

９ 

実習における学びの総括（チームアプローチとチームワーク） 保育実習Ⅰおよび保育

実習指導Ⅰa の既習範

囲を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

10 
事例検討（虐待事案） 社会福祉の教科書等を

確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

11 
事例検討（障がいを持つ子供を持つ母親への支援） 障がい児保育の教科書

等を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

12 
事例検討（心理的支援を要する子どもへの保育士の対応） 心理学の教科書を確認

する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

13 

実習報告会の準備 保育実習Ⅰおよび保育

実習指導Ⅰa の既習範

囲を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 



14 
保育実習指導Ⅲにおける実習報告会 発表資料を作成する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

15 
合同実習報告会（保育実習指導Ⅱ履修学生と合同） 発表資料を作成する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

 

教科書 浦田雅夫（2015）『考え、実践する施設実習』保育出版社 ISBN 978-4-905493-16-7 
実習先（施設）とのオリエンテーションで得た資料 
本学作成『保育実習ハンドブック【施設編】』 

参考書 適宜資料を配布する。 

成績評価 
方法・基準 

提出物（授業内課題、目標、自己評価票、報告会レジュメ等）および設定保育に関するもの：20 パーセント 
実習先の評価：40 パーセント 
事後レポート：10 パーセント 
記録簿評価：30 パーセント 
※なお本科目は、保育実習Ⅲと関係しており、いずれかの科目の単位が取得できない場合は、他方の科目の単

位も取得できない。 
備考 欠席カウントが 4 回になった時点で「実習は中止、本科目の単位取得は不可」となる。 

 



科目 
コード 57301 ナンバ

リング CHAF125 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習指導① 

科目英語名  

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容  当該科目は、1 回生 3 月に展開される相談援助実習Ⅰおよび 2 回生 6 月に展開される相談援助実習Ⅱに対応

する基礎科目としての位置づけになる。したがって、社会福祉士を目指すためには、基礎力の養成が課題にな

る。 
 一方、実習は受講生それぞれが異なる実習先に行くため、それぞれの実習課題や目標を設定することが求め

られる。 
 当該科目では、両者を総合的に捉え、3 月の相談援助実習Ⅰに備えられるようにする。 

学修成果 
到達目標 

１ 社会福祉士の役割を説明できる。 
２ 実習先の役割（社会的使命や具体的援助）を説明できる。 
３ 受講生各自が実習課題や目標を設定できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
導入オリエンテーション（相談援助実習の役割） 従前の学修を確認する

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

２ 
社会福祉士の役割 従前の学修を確認する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

３ 
本学と提携している実習先の説明 社会福祉施設について

確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

４ 
個人面談（実習先設定） 受講生各員がどの施設

で実習をしたいのかを

明確にする。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

５ 
実習計画書の作成（テーマ設定） 自分の目標を明確にす

る。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

６ 
実習計画書の作成（実習先の役割） 自分が実習する施設を

調べる。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

７ 
実習計画書の作成（課題の設定） 課題をなぜ設定するの

かを説明できるように

する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

８ 
実習計画書の作成（目標の設定） 実習の目標地点を考え

る。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

９ 
実習における礼儀作法 従前の学修を確認する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

10 
実習先との電話の応対技法 従前の学修を確認する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

11 
実習における健康管理（予防的対応） インターネット等を利

用し、感染症について確

認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

12 
実習先とのオリエンテーションを受けての実習計画書修正 実習先から配布された

資料を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

13 
実習中の学修態度 従前の学修を確認する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

14 
実習日誌（記録）の書き方 従前の学修を確認する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

15 
最終オリエンテーション（実習における注意点の伝達） 14 回目までの授業で学

んだことを確認する。

（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 



 

教科書 授業内で資料を配布する。 

参考書 社団法人日本社会福祉士養成校協会（2009）『社会福祉士 相談援助実習』、中央法規 
ISBN 978-4-8058-3125-0 

成績評価 
方法・基準 

実習計画書を作成するので次の通りとする。 
実習計画書作成に関する資料収集：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 実習指導科目であるため、各自がそれぞれの実習課題や目標を持つことが求められる。 

 



科目 
コード 57302 ナンバ

リング CHAF125 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助実習指導② 

科目英語名  

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容  2 回生の 6 月に行われる相談援助実習Ⅱに向けた実習指導および事後指導を本授業で行う。したがって、受

講生各自がそれぞれの実習課題や目標を持つことが必要になる。1 回生 3 月に行った相談援助実習Ⅰを受講生

各自がブラッシュアップしていくことが求められる。 

学修成果 
到達目標 

１ 相談援助実習Ⅰを受け、各自の実習での取り組みや今後の課題を明確化することができる。 
２ 相談援助実習Ⅱに向け、各自の実習課題や目標を説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション（実習指導の役割と目的） 相談援助実習Ⅰの取り

組みを整理する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

２ 
相談援助実習Ⅰの実習報告会準備（役割分担） 相談援助実習Ⅰの取り

組みや今後の実習課題

を整理する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

３ 
相談援助実習Ⅰの実習報告会（当該実習を踏まえての取り組みや課

題の評価※1 回生と合同） 
発表時間に合わせたプ

レゼンテーションを練

習する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

４ 
実習報告会の反省を踏まえた各自面談（相談援助実習Ⅱへの導入） 各自の目標を設定する。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

５ 
相談援助実習Ⅱで実習可能な施設の伝達に伴う意思決定 実習における社会福祉

士の役割を調べる。（0.5
時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

６ 
実習課題および目標の作成（実習に向けたテーマの設定） 実習先の情報を調べる。

（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

７ 
実習課題および目標の作成（実習における施設の状況把握） 相談援助実習Ⅰの時の

課題および目標を確認

する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

８ 
実習課題および目標の作成（実習における具体的課題の設定） 相談援助実習Ⅰの時の

課題および目標を確認

する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

９ 
実習先におけるオリエンテーション（事前説明）の注意点の伝達 相談援助実習Ⅰの時の

実習先での対応方法を

確認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

10 
実習先オリエンテーションを受けての実習課題および目標の修正 施設オリエンテーショ

ンの資料を確認する。

（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

11 
実習に向けた健康管理等の伝達 相談援助実習Ⅰの時の

実習先での対応方法を

確認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

12 
相談援助実習Ⅱの実習報告会準備および実習報告書の作成（意義と

目的） 
相談援助実習Ⅱの取り

組みと今後の課題を確

認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

13 
相談援助実習Ⅱの実習報告会準備および実習報告書の作成（テーマ

の設定） 
相談援助実習Ⅱの取り

組みと今後の課題を確

認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 



14 
相談援助実習Ⅱの実習報告会準備（役割分担）および実習報告書の

作成（校正） 
相談援助実習Ⅱの取り

組みと今後の課題を確

認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

15 
相談援助実習Ⅱの実習報告会 発表時間に合わせたプ

レゼンテーションを練

習する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

 

教科書 授業内で資料を配布する。 

参考書 社団法人日本社会福祉士養成校協会（2009）『社会福祉士 相談援助実習』、中央法規 
ISBN 978-4-8058-3125-0 

成績評価 
方法・基準 

実習計画書、報告書を作成することや、実習発表会での発表があるため次の通りとする。 
実習計画書および報告書作成に関する資料収集：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 実習指導科目であるため、各自がそれぞれの実習課題や目標を持つことが求められる。 

 



科目 
コード 57303 ナンバ

リング CHAF125 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習指導③ 

科目英語名  

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための科目 

学修内容  2 回生の後期は、相談援助実習も終わり、実習は保育実習だけになる。そのため、社会福祉士の実習と保育士

の実習において、何が一致するのか、一致しないのかについてを明確に図る必要がある。加えて、本学の協定

施設でなかったために実習先にならなかった各種の施設や病院についてを座学で確認する。 
 さらに、本学では 2 年間の学びを発表する成果発表会が計画されているため、それについてのフォローを行

っていく。 

学修成果 
到達目標 

１ 保育士と社会福祉士の役割の一致と相違を明確にできる。 
２ 社会福祉士が活躍できる可能性がある場を説明できる。 
３ 成果発表会に向けたチームを設定し、発表を適切に行うことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
授業オリエンテーション（実習後の実習指導の役割） 実習指導Ⅱまでに学修

したことを確認する。

（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

２ 
保育と社会福祉の類似点 保育実習で学んだこと

を確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

３ 
保育と社会福祉の相違点 保育実習で学んだこと

を確認する。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

４ 
介護を媒介にした医療と社会福祉の連携 介護を媒介にした医療

と社会福祉の連携を確

認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

５ 
病院におけるソーシャルワーク 保健医療サービスの関

連図書を閲覧する。（0.5
時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

６ 
刑務所におけるソーシャルワーク 更生保護制度の参考図

書を閲覧する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

７ 
母子生活支援施設におけるソーシャルワーク 児童福祉領域の参考図

書を閲覧する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

８ 
救護施設におけるソーシャルワーク 生活保護制度を確認す

る。（0.5 時間） 
授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

９ 

社会福祉援助の運営管理 福祉サービスの組織と

管理の関連図書で該当

箇所を確認する。（0.5 時

間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

10 
社会福祉援助の実施主体の拡大 福祉行財政と福祉計画

の参考図書で関連箇所

を確認する。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

11 
社会福祉の広がり（応用領域の概説） 新聞等で今後社会福祉

援助が応用できそうな

領域を探す。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

12 
成果発表会の準備（テーマの設定） 1 回生時に行われた成

果発表会の様子を振り

返る。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 



13 
成果発表会の準備（担当の明確化） 1 回生時に行われた成

果発表会の様子を振り

返る。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

14 
成果発表会の準備（パワーポイント資料の作成） 1 回生時に行われた成

果発表会の様子を振り

返る。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

15 
成果発表会の準備（プレゼンテーション練習） 1 回生時に行われた成

果発表会の様子を振り

返る。（0.5 時間） 

授業で学修したことを

整理する。（0.5 時間） 

 

教科書 配布資料を使用する。 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習を基にした成果発表会資料を作成するので次の通りとする。 
成果発表会資料作成に関する資料収集：50 パーセント、プレゼンテーション技術：50 パーセント 

備考 実習指導科目であるため、各自がそれぞれにおける今後の課題や目標を持つことが求められる。 

 



科目 
コード 57321 ナンバ

リング CHAF130 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 相談援助実習① 

科目英語名 Field Study in Social Work① 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容  社会福祉士になるためには総計 180 時間以上の実習が求められる。その中で、本学では第 1 期に 60 時間、

第 2 期に 120 時間の実習を設定している。相談援助実習Ⅰでは、初めての臨床実習ということもあり、実習先

である施設では、どのような相談援助があるのか、各職種との連携は何かを主に学ぶことになる。 

学修成果 
到達目標 

１ 実習先の役割（施設種別、機能）を説明できる。 
２ 実習先における社会福祉士の役割を説明できる。 
３ 実習指導者の指導の下で、相談援助の基礎を実践し、それを説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

 社会福祉士になるためには総計 180 時間以上の実習が求められる。そ

の中で、本学では第 1 期に 60 時間、第 2 期に 120 時間の実習を設定し

ている。相談援助実習Ⅰでは、初めての臨床実習ということもあり、実

習先である施設では、どのような相談援助があるのか、各職種との連携

は何かを主に学ぶことになる。 

大学で従前に学習した

資料を確認する。 
施設からのオリエンテ

ーション資料を確認す

る。 
返却された実習記録を

確認する。 

実習記録の作成および

従前に学修した資料を

確認する。 

教科書 実習先からの資料を参考にする。 
（実習先が異なるため、教科書設定は無い） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習先からの実習評価を基にして、総合的に判断する（実習先が異なるため、大学で総合的に判断する必要が

あるため。 
実習先からの実習評価：100 パーセント 

備考  

 



科目 
コード 57322 ナンバ

リング CHAF130 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 相談援助実習② 

科目英語名 Field Study in Social Work② 

担当教員 髙城 大 

資格・免許

との関連 
社会福祉士受験資格取得のための必修科目 

学修内容 1 回生の 3 月に行われた相談援助実習Ⅰを受け、各自の課題や目標を新たにする、もしくはブラッシュアップ

することで、将来の社会福祉士としての役割を、実習を通じて学修する。特に、臨地実習における対人実習に

なるため、実習指導者からの指導、指導者への質問、援助の具体的実践が求められる。 

学修成果 
到達目標 

１ ソーシャルワーク現場における相談援助の実際を説明できる。 
２ ソーシャルワーク現場における相談援助を指導者の指導の下で、実践できる。 
３ 将来、社会福祉士になるための課題を実習終了後に意思表示できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

1 回生の 3 月に行われた相談援助実習Ⅰを受け、各自の課題や目標を新

たにする、もしくはブラッシュアップすることで、将来の社会福祉士と

しての役割を、実習を通じて学修する。特に、臨地実習における対人実

習になるため、実習指導者からの指導、指導者への質問、援助の具体的

実践が求められる。 

学内における諸々の授

業資料を確認すること

や、実習先からのオリエ

ンテーション資料を読

む。 
また、実習記録が返却さ

れている場合は、そのコ

メントを確認する。 

実習記録の作成および

従前に学修した資料を

確認する。 

教科書 実習先からの資料を参考にする。 
（実習先が異なるため、教科書設定は無い） 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

実習先からの実習評価を基にして、総合的に判断する（実習先が異なるため、大学で総合的に判断する必要が

あるため。 
実習先からの実習評価：100 パーセント 

備考  

 



科目 
コード 64000 ナンバ

リング CAE120 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 国語基礎 

科目英語名 Japanese 

担当教員 西薗 有加利 

資格・免許

との関連 
小学校教諭二種免許取得のための選択科目 
 

学修内容 「聞く・話す・読む・書く」の基本的言語能力を身につけ、日本語の成り立ち、音声・音韻・語彙・文法・方

言・日本語史等、国語学の基礎について理解し、日本の伝統的言語文化に対して理解を深める。 

学修成果 
到達目標 

１.ほぼ基本に則って正しく「聞く・話す・読む・書く」ことができる。 
２.日本語の成り立ち、音声・音韻・語彙・文法・方言・日本語史等、国語学の基礎について説明できる。 
３.日本の伝統的言語文化についていくつか例をあげて説明できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

言葉の働き・国語とは何か―国家と国語、国語と

日本語と母語について 
 

文化庁ホームページの国語政策の

ところを読んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

２ 

しりとりをしよう―しりとりからわかること 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

３ 

音声と音韻―母音と子音 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

４ 

語彙・語種・語構成 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

５ 

五十音図の歴史と意味 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

６ 

文字―漢字の伝来と万葉仮名、平仮名・片仮名 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

し、わからないところがないか

確認し、あれば、次回質問でき

るようにしておく（2 時間） 

７ 
文法 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
予習のために配付された資料

を読んでおく（2 時間） 

８ 
方言 
 

予習のために配付された資料を読

んでおく（2 時間） 
授業を振り返り、ノートを整理

して理解する（2 時間） 
教科書 宇野義方編『国語学』学術図書出版社 

ISBN9784873614069 
参考書 適宜指示する。 

成績評価 
方法・基準 

授業への参加態度、発言内容等による評価（20％） 提出物により、授業の理解度を測り、その評価（80％）

とする。 
備考  

 



科目 
コード 64020 ナンバ

リング CKAE130 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 算数基礎 

科目英語名 Arithmetic 

担当教員 加藤 慎一 

資格・免許

との関連 

地域こども学科教育コース卒業必修科目 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 小学校算数科の「数と計算」「図形」「測定」「変化と関係」「データの活用」の各領域の学習内容について、教師

と学生あるいは学生同士による対話や議論など能動的、構成的、協同的な活動を通して理解を深めることを目

指す。 

学修成果 

到達目標 

１．小学校算数科の各領域の学習内容に興味・関心をもつことができる 

２．小学校算数科の各領域の学習内容についての知識・理解をもつことができる 

３．中学校の数学の学習内容と関連付けて小学校算数科の各領域の学習内容について考察ができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

はじめに－算数・数学教育の現状と課題 テキスト pp.1-7 を熟読する（2

時間） 

平成 31 年度（令和元年度）全

国学力・学習状況調査の算数の

問題を解き、子どもが困難を感

じるのはどのような問題かを

分析する（2 時間） 

２ 

数の概念と表記 テキスト p.34、pp.42-45 を熟

読する（1 時間） 

数の概念と表記について、数社

の小学校算数科の教科書を比

較して、分析する（1 時間） 

３ 

整数・小数の四則演算 テキスト pp.45-49 を熟読する

（1 時間） 

整数・小数の四則演算につい

て、数社の小学校算数科の教科

書を比較して、分析する（2 時

間） 

４ 

図形の概念と構成 テキスト pp.50-56 を熟読する

（2 時間） 

「図形」領域について、数社の

小学校算数科の教科書を比較

して、分析する（2 時間） 

５ 

量の概念および測定の原理と方法 テキスト pp.56-61 を熟読する

（2 時間） 

「測定」領域について、数社の

小学校算数科の教科書を比較

して、分析する（2 時間） 

６ 

関数の考え テキスト pp.61-66 を熟読する

（2 時間） 

「変化と関係」領域について、

数社の小学校算数科の教科書

を比較して、分析する（2 時間） 

７ 

統計的探究プロセス テキスト pp.67-71 を熟読する

（2 時間） 

「データの活用」領域につい

て、数社の小学校算数科の教科

書を比較して、分析する（2 時

間） 

８ 

まとめとふりかえり 

（グループ・ディスカッション） 

これまでの講義をふりかえり、

算数の学習において大切なこ

とは何かをまとめる（2 時間） 

グループ・ディスカッションを

ふりかえり、算数の学習におい

て大切なことは何かを整理す

る（2 時間） 

教科書 「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 算数編」ISBN978-4-536-59010-5 文部科学省 日本文教出版 

2018 年 

参考書 「新版 算数科教育研究」ISBN978-4-49103-681-6 算数科教育学研究会（編） 東洋館出版社 2019 年 

「各社小学校算数科の教科書」 



成績評価 

方法・基準 

受講態度と研究姿勢（20%） 「授業コメント」とレポート（20%） 理解度（60%） 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 高等学校での教員経験があり、かつ講師として小・中学校で授業を行った経験がある教員が、小・中・高等学

校での授業における教材を用いながら、小・中・高等学校における算数・数学教育の円滑な接続を目指した小

学校算数科の教材研究について指導する科目である。 

 



科目 
コード 64040 ナンバ

リング CAE125 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 生活基礎 

科目英語名 Life Environment Studies 

担当教員 信田 和則 

資格・免許

との関連 
卒業必修科目 

学修内容 生活科の活動内容に関わる活動や体験的研究を通して、生活科の指導や教材研究に必要な基礎的知識、技能を

習得することで、全体を観察し、真理を見極める科学的視野を養うとともに、教師に求められる知識、技能を

理解し、幼稚園から小学校までの教育を視野に入れた広い視点をもった教員をめざす。 

学修成果 
到達目標 

生活科の知識と技能を理解し説明することができる 
教師に求められる知識と技能を理解し説明することができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
「生活」の意味 小学校学習指導要領解

説第１章を読む (２時

間) 

レポート作成(２時間) 

２ 
学校と生活 小学校学習指導要領解

説第 2章を読む(２時間) 
レポート作成(２時間) 

３ 
家庭・地域・生活 小学校学習指導要領解

説第３章を読む (２時

間) 

レポート作成(２時間) 

４ 
自然との関わり（学外） フィールド下見 (２時

間) 
フィールドカード作成

(２時間) 

５ 
表現する方法 フィールドカードプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

フィールドカード作成

(２時間) 

６ 
探索活動Ⅰ 街をフィールドワークする（学外） フィールド下見 (２時

間) 
フィールドカード作成

(２時間) 

７ 
制作活動 フィールドワークの成果を表現する フィールドノーツプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

フィールドノーツプレ

ゼンテーション準備(２
時間) 

８ 
制作活動Ⅱ ミュージアムボックスを作る 
 

ミュージアムボックス

プレゼンテーション準

備(２時間) 

ミュージアムボックス

修正(２時間) 

教科書 『小学校学習指導要領解説 生活編』 日本文教出版 

参考書  

成績評価 
方法・基準 

課題（５0％） プレゼンテーション（40％） クリッカーによる確認（10%) 

備考  

 



科目 
コード 64050 ナンバ

リング CKAE145 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 英語基礎 

科目英語名 Basic English 

担当教員 キャンベル早川久美子 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 小学校における外国語活動・外国語科の系統的な学習についての知識、英語を教えるために必要な言語習得理

論の基本を理解し、英語に関する基本的な事柄（音声、語彙、文構造、文法、正書法等）、児童文学（絵本、子

ども向けの歌や詩等）、異文化理解に関する事柄の基礎を学ぶ。また、具体的な例を通して実際の授業場面を意

識した実践的英語力を練磨する。 

学修成果 
到達目標 

小・中学校の接続も踏まえ、小学校における外国語活動・外国語科の授業を担当するために必要な背景的知識

と、授業に必要な実践的英語運用能力としての、聞く力、話す力（やり取り、発表）、読む力、書く力を身に付

ける。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション、英語教育の変遷と系統的な学習 教科書第１章を読んで

おく(１時間) 
教科書及び学習指導要

領解説書の目標と内容

について整理(２時間) 

２ 
第二言語習得理論に関する基本的な知識 教科書第２・３・５章を

理解するための予習(２
時間) 

第二言語習得に関する

基本的事項について整

理(２時間) 

３ 
英語の基本的な音声のしくみ、音声と綴りの関係 教科書第６・10 章を理

解するための予習(１時

間) 

授業内容について整理

する(２時間) 

４ 

英語の文構造・文法、語彙 及び授業実践に必要な英語力 教科書第８・９・11 章を

読み、学習指導要領の該

当箇所に目を通してお

く(１時間) 

学習段階に応じて内容

を整理する(2 時間) 

５ 

児童文学（１）絵本 教科書第７・13 章を読

み、英語絵本については

図書館等で目を通して

おく(２時間) 

英語絵本の読み聞かせ

と絵本教材の意義につ

いて、まとめる(2 時間) 

６ 

児童文学（２）歌や詩等と異文化理解 教科書第８・13 章を読

み、また歌や詩等で例示

できるものを準備して

おく(２時間) 

音声的特徴をつかみ、外

国の文化に慣れ親しむ

ことについて、まとめる

(２時間) 

７ 
異文化間コミュニケーション 教科書第 14・15 章を読

んでおく(１時間) 
教科書第 14・15 章を読

んでおく(１時間) 

８ 

英語コミュニケーション 教科書９章に目を通し、

これまでの流れの中で

の課題について一考し

おく(2 時間) 

定期テストに向け、これ

までの学習内容を復習

しておく( 3 時間) 

教科書 小学校学習指導要領解説  外国語活動・外国語編(平成２９年７月告示 文部科学省) 
小学校英語教育の基礎知識(村野井仁編著 大修館書店) 

参考書 適宜、資料を配付する。 
多読サンプル，くまのプーさん、星の王子さま、くもの糸など 

成績評価 
方法・基準 

課題レポート(３０％)、定期試験(５０％)、授業への参加度(２０％) 

備考  

 



科目 
コード 62000 ナンバ

リング CKAF100 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 国語科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Japanese 

担当教員 西岡 由郎 

資格・免許

との関連 

小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 1  小学校国語科の指導に必要な知識・技能及び素養を身に付ける。 

2  国語科が担う役割を理解し、言葉による「見方・考え方」を働かせて、言葉で表された対象を正確に理解し、

表現する指導の在り方について学ぶ。 

3  授業で習得した力を活かし、学習指導にＩＣＴ機器の活用等を取り入れた国語力の育成を目指した学習指導

の進め方について学ぶ。 

 

学修成果 

到達目標 

1  実生活で生きてはたらき、各教科等の学習の基本ともなる国語の能力の育成を目指すこれからの国語科教育

の在り方について理解することができる。 

2  「小学校学習指導要領 国語」の目標及び内容等を理解し、学習指導において必要な児童理解、学習材研究、

単元構想、学習計画、実際指導とその分析、評価等の方法を身に付けることができる。 

3  具体的な学習材を取り上げ学習指導案を作成し、模擬授業を通して学力向上につながる国語科指導の実践的

技能と態度を身に付けることができる。 

 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しをもつ。 

「小学校学習指導要領 国語」の目標・内容 

 

シラバスをよく読み、講

義の全体計画を把握して

おくこと。 

教科書から、国語科教育

の目標及び内容をつかん

でおくこと。 

２時間 

国語科教育法を学ぶこと

の意義や今日求められて

いる確かな国語力とは何

か、また、どう育てていく

のかについてまとめてお

くこと。 

２時間 

２ 

「話すこと・聞くこと」の指導 

〔グループ・ディスカッション〕 

話すこと・聞くことの指

導について、教科書及び

事前に配布された資料を

読んで内容を整理してお

くこと。 

２時間 

「話すこと・聞くこと」の

指導の目標・内容、指導の

方法、学習評価の考え方

とその進め方等について

まとめておくこと。 

２時間 

３ 

「書くこと」の指導 

〔グループ・ディスカッション〕 

書くことの指導につい

て、教科書及び事前に配

布された資料を読んで内

容を整理しておくこと。 

２時間 

「書くこと」の指導の目

標・内容、指導の方法、学

習評価の考え方とその進

め方等についてまとめて

おくこと。 

２時間 

４ 

「読むこと」の指導 

〔グループ・ディスカッション〕 

読むことの指導につい

て、教科書及び事前に配

布された資料を読んで内

容をまとめておくこと。 

言葉を獲得し、コミュニ

ケーション能力が発達し

てきた子どもが文章の読

解においてどのような思

考の様相を呈するか、ま

たその際の言葉の働きに

ついてまとめておくこ

と。 

「読むこと」の指導の目

標・内容、指導の方法、学

習評価の考え方とその進

め方等についてまとめて

おくこと。 

２時間 



２時間 

５ 

「言葉の特徴や使い方」「情報の扱い方」「我が国の言語文化」

に関する事項の指導 

言葉の特徴や使い方等に

関する事項の指導につい

て、 教科書及び事前に配

布された資料を読んで内

容をつかんでおくこと。 

２時間 

「言葉の特徴や使い方」

「情報の扱い方」「我が国

の言語文化」に関する事

項の指導について、その

内容及び学習材開発や学

習指導の進め方等につい

てまとめておくこと。 

２時間 

６ 

「読むこと」の学習指導の方法（１）文学的文章の学習材研究 文学的文章指導のねらい

と内容、学習材の意味に

ついて、教科書及び事前

に配布された資料を読ん

で整理しておくこと。 

２時間 

取り上げた文学的文章に

関する学習材研究の進め

方についてまとめておく

こと。 

２時間 

７ 

「読むこと」の学習指導の方法（２）文学的文章の単元構想や

学習指導等の方法  

〔グループ・ディスカッション〕 

文学的文章指導における

単元の捉え方や指導の方

法、学習評価とその進め

方について、教科書及び

事前に配布された資料を

読んで整理しておくこ

と。 

２時間 

学習材研究に基づいた単

元構想や学習指導等の具

体的な方法についてまと

めておく。 

２時間 

８ 

「読むこと」の学習指導の方法（３）説明的文章の学習材研究 説明的文章指導のねらい

と内容、学習材の意味に

ついて、教科書及び事前

に配布された資料を読ん

で整理しておくこと。 

２時間 

取り上げた説明的文章に

関する学習材研究の進め

方についてまとめておく

こと。 

２時間 

９ 

「読むこと」の学習指導の方法（４）説明的文章の単元構想や

学習指導等の方法  

〔グループ・ディスカッション〕 

説明的文章指導における

単元の捉え方や指導の方

法、学習評価とその進め

方について、教科書及び

事前に配布された資料を

読んで整理しておくこ

と。 

２時間 

学習材研究に基づいた単

元構想や学習指導等の具

体的な方法についてまと

めておくこと。 

２時間 

10 

「書くこと」の学習指導の方法 

〔グループ・ディスカッション〕 

書くことに関わる教科書

及び事前に配布された資

料を読んで内容をまとめ

ておくこと。 

書くことが苦手という子

どもの意識の背景を探っ

ておくこと。 

２時間 

相手・目的・意図、文章の

種類や形態の特徴を踏ま

えた文章を作成する指導

の方法についてまとめて

おくこと。 

２時間 

11 

「話すこと・聞くこと」の学習指導の方法 

〔スピーチ〕 

話すこと・聞くことに関

わる教科書の当該箇所及

び事前に配布された資料

を読んで内容を整理して

おくこと。 

話し言葉と書き言葉それ

ぞれの特徴を押さえ、そ

れらがもたらす学習活動

様々な場面での言語活動

の工夫を通した伝え合う

力を育成するための指導

の方法についてまとめて

おくこと。 

２時間 



（表現活動）に与える影

響についてまとめておく

こと。 

２時間 

12 

「書写」の学習指導：毛筆による実技を通して、楷書の運筆法

と小学校における書写の指導法の習得 

書写における各学年の目

標及び内容について、教

科書及び事前に配布され

た資料を読んで理解して

おくこと。 

資料に示した文字を練習

しておくこと。 

筆や墨液等の毛筆用具を

準備すること。 

２時間 

国語科の中に位置付けら

れている書写の意義を踏

まえ、書写に関する事項

及び学習評価の考え方、

実際の指導方法について

まとめておくこと。 

学習指導案を作成する目

的やその内容を理解する

とともに、図書やインタ

ーネット上の学習指導案

を閲覧し、実際指導への

イメージを高めておくこ

と。 

２時間 

13 

模擬授業のための学習指導案作成 

ＩＣＴ機器の効果的な活用 

学習指導案がもつ意義を

踏まえ、学習指導案の書

式例を参考にそれぞれの

項目の記述内容をまとめ

ておくこと。 

模擬授業に必要な準備物

を用意しておくこと。 

２時間 

「読むこと」の学習材を

取り上げ、ＩＣＴ機器の

活用を盛り込んだマイク

ロティーチングのための

指導案を作成しておくこ

と。 

２時間 

14 

模擬授業の実施と相互検討（１）：前半グループによる実施とよ

さの共有 

〔プレゼンテーション〕 

模擬授業で取り上げる学

習場面の展開を再確認

し、準備物を用意してお

くこと。 

「授業を分析する 25 の

視点」等を手掛かりにし

て、参観の際の着目点を

明確にしておくこと。 

２時間 

模擬授業後に取り組んだ

グループワークを基に各

自の取組を振り返り、改

善点を整理するととも

に、学習指導の在り方に

ついてまとめておくこ

と。 

２時間 

15 

模擬授業の実施と相互検討（２）：後半グループによる実施とよ

さの共有 

授業全体の振り返り 

ＩＣＴ機器を活用したミニ論文発表会 

〔プレゼンテーション〕 

〔スピーチ〕 

 

事前に配布された資料を

読んで内容をまとめると

ともに、発表会での内容

を確認しておくこと。 

２時間 

国語科教育に関する基本

的な内容や今日的な課題

を整理し、国語科教育を

推進していく展望をも

つ。 

２時間 

定期試験 

教科書 「小学校学習指導要領解説  国語編」 ISBN：978-4-491-03462-1  文部科学省 東洋館出版社 2018 年 

「小学校学習指導要領解説 総則編」  ISBN：978-4-491-03461-4 文部科学省  東洋館出版社 2018 年 

授業中に次回の資料を配布する。 

参考書 「小学校学習指導要領」 ISBN：978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 

「新たな時代の学びを創る 小学校国語科教育研究」 ISBN：978-4-491-03766-0 全国大学国語教育学会編 

東洋館出版社 2019 年 

授業中に次回の資料を配布する。 



成績評価 

方法・基準 

定期試験（５０％）、毎回提出するレポート・学習態度（２０％）、学習指導案作成・模擬授業の成果と取組み

方（３０％）を基に、総合的に評価する。 

備考 日頃からことばや言語表現を意識し、関心をもつとともに、そのことを国語科教育との関わりで捉えるように

心掛けること。 

適宜、グループ・ディスカッションやスピーチ等の授業形態や内容を取り入れます。 

毎回の授業の 後に学びを振り返り、２００字程度のレポートを作成します。以後の学びを深める手立てとし

て活用してください。 

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 小学校教員経験があり、国語教育の円滑な接続を目指した小学校国語科の授業づくりおよび指導法について指

導する科目である。 



科目 
コード 62010 ナンバ

リング CKAF200 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 社会科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Social Studies 

担当教員 廣岡 正昭 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目で、教科及び教科の指導法に関する科目。 

学修内容 小学校社会科の学習指導における「内容」「方法」「子供理解」のあり方について学習し、実際の社会科授業づ

くりの手順や方法を理解して授業を具体的に構想し実践出来る様にする。 
学修成果 
到達目標 

小学校社会科の授業を行うために必要な実践的方略について、学習指導要領をもとに、指導案作成と模擬授業

への取り組みなどを行い、授業を具体的に構想し実践出来る力を養う。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

社会科の使命と役割及び社会科の内容構成について 
３学年の内容（１）「地域の様子」の学習指導と評価 
３学年の内容（２）「地域の生産と販売」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の３年の内容（1）（2）
の部分を熟読しておく

（60 分） 

３年の内容(1)(2)に関す

る指導案 (本時案 )を作

成する。（60 分） 

２ 

３学年の内容（３）「地域の安全」の学習指導と評価 
３学年の内容（４）「地域の移り変わり」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の３年の内容（3）（4）
の部分を熟読しておく

（60 分） 

３年の内容(3)(4)に関す

る指導案 (本時案 )を作

成する。（60 分） 

３ 

４学年の内容（１）「都道府県の様子」の学習指導と評価 
４学年の内容（２）「地域の生活環境」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の４学年の内容（1）
（2）の部分を熟読して

おく（60 分） 

４年の内容(1)(2)に関す

る指導案 (本時案 )を作

成する。（60 分） 

４ 

４学年の内容（３）「災害から人々を守る」の学習指導と評価 
４学年の内容（４）「地域の伝統や文化」の学習指導と評価 
４学年の内容（５）「県内の特色ある地域」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編 の 4 学 年 の 内 容

(3)(4)(5)の部分を熟読

しておく（60 分） 

４年の内容 (3)(4)(5)に
関する指導案 (本時案 )
を作成する。（60 分） 

５ 

５学年の内容（１）「我が国の国土の様子」の学習指導と評価 
５学年の内容（２）「我が国の食料生産」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の５学年の内容（1）
（2）の部分を熟読して

おく（60 分） 

５年の内容(1)(2)に関す

る指導案 (本時案 )を作

成する。（60 分） 

６ 

５学年の内容（３）「我が国の工業生産」の学習指導と評価 
５学年の内容（４）「我が国の情報産業」の学習指導と評価 
５学年の内容（５）「国土と自然災害」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編 の ５ 学 年 の 内 容

(3)(4)(5)の部分を熟読

しておく（60 分） 

５年の内容 (3)(4)(5)に
関する指導案 (本時案 )
を作成する。（60 分） 

７ 

６学年の内容（１）「我が国の政治」の学習指導と評価 
６学年の内容（２）「我が国の歴史（近世まで）」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の６学年の内容（1）
（2）の部分を熟読して

おく（60 分） 

学習指導要解説社会科

編の６学年の内容（1）
（2）の部分を熟読して

おく（60 分） 

８ 

６学年の内容（３）「我が国の歴史（現代まで）」の学習指導と評価 
６学年の内容（４）「世界と日本の役割」の学習指導と評価 
 

学習指導要解説社会科

編の６年の内容（3）（4）
の部分を熟読しておく

（60 分） 

６年の内容 (3)(4)(5)に
関する指導案 (本時案 )
を作成する。（60 分） 

教科書 小学校学習指導要領解説 社会科編（平成２９年６月告示 文部科学省）ＩＳＢＮ978－4―536―59009－9 

参考書 小学校社会科教科書及び地図帳 

成績評価 
方法・基準 

授業展開例などのレポート・模擬授業（５０％）、定期試験（５０％） 

備考 毎回の学習指導方法の学習には、情報機器及び教材の活用事例を含む。 

 



科目 
コード 62020 ナンバ

リング CKAF105 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 算数科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Arithmetic 

担当教員 竹村 景生 

資格・免許

との関連 
地域こども学科教育コース卒業必修科目 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 小学校算数科の目標と育成を目指す資質・能力、学習指導の内容および方法を理解し、子どもが主体的・対話

的に算数を創り出す授業を構成・展開できるようにする。そのために、活動を通して、各領域における学習内

容の構成とその指導法について学ぶ。そして、それらの学習をもとに、学習指導案の作成や模擬授業、授業研

究会を行う。 
学修成果 
到達目標 

１．小学校算数科の目標と育成を目指す資質・能力について理解できる 
２．小学校算数科の「数と計算」「図形」「測定」「変化と関係」「データの活用」「数学的活動」の各領域の学習

指導の内容と方法について理解できる 
３．上記の到達目標 1・2 をふまえて、子どもが主体的・対話的に算数を創り出す授業づくりができる 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

小学校算数科における目標と育成を目指す資質・能力（グループ・

ディスカッション） 
テキスト pp.21-29 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、小学校算数科

における目標と育成を

目指す資質・能力につい

て整理する（2 時間） 

２ 

数学的な見方・考え方（問題解決型学習） テキスト p.7、pp.22-23
を熟読する（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、数学的な見

方・考え方について整理

する（2 時間） 

３ 

数学的活動（問題解決型学習） テキスト pp.7-9、p.20、
pp.27-29、p.33、p.41 を

熟読する（2 時間） 

本時の講義の内容をふ

りかえり、数学的活動に

ついて整理する（2 時

間） 

４ 

「数と計算」領域の学習指導の内容と方法（１）数概念 テキスト pp.42-45 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「数と計算」

領域（数概念）の指導に

おけるねらいと要点を

整理する（2 時間） 

５ 

「数と計算」領域の学習指導の内容と方法（２）四則演算 テキスト pp.45-49 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「数と計算」

領域（四則演算）の指導

におけるねらいと要点

を整理する（2 時間） 

６ 

「図形」領域の学習指導の内容と方法 テキスト pp.50-56 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「図形」領域

の指導におけるねらい

と要点を整理する（2 時

間） 

７ 

「測定」領域の学習指導の内容と方法 テキスト pp.56-62 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「測定」領域

の指導におけるねらい

と要点を整理する（2 時

間） 

８ 

「変化と関係」領域の学習指導の内容と方法（１）単位量あたりの

大きさ，割合 
テキスト pp.64-65 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「変化と関係」

領域（単位量あたりの大

きさ、割合）の指導にお



けるねらいと要点を整

理する（2 時間） 

９ 

「変化と関係」領域の学習指導の内容と方法（２）比例，関数の考

え 
テキスト pp.62-64 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「変化と関係」

領域（比例、関数の考え）

の指導におけるねらい

と要点を整理する（2 時

間） 

10 

「データの活用」領域の学習指導の内容と方法 テキスト pp.67-71 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、「データの活

用」領域の指導における

ねらいと要点を整理す

る（2 時間） 

11 

小学校算数科の学習指導における ICT 活用 テキスト pp.329-331 を

熟読する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、ICT を活用し

た算数の指導における

ねらいと要点を整理す

る（2 時間） 

12 

小学校算数科における学習指導の評価 テキスト pp.1-9 を熟読

する（2 時間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、小学校算数科

の学習指導の評価につ

いて整理する（2 時間） 

13 

模擬授業の計画と学習指導案の作成 教材研究を行う（2 時

間） 
本時の講義の内容をふ

りかえり、算数科の授業

設計の方法を整理する

（2 時間） 

14 
模擬授業の実施とその評価（グループ・ディスカッション） 教材研究を行う（2 時

間） 
模擬授業をふりかえり、

学習指導案を改善する

（2 時間） 

15 

小・中・高等学校接続の視点からの算数教育の考察（グループ・デ

ィスカッション） 
テキスト pp.12-19 を熟

読する（2 時間） 
本時の講義をふりかえ

り、小・中・高等学校接

続の視点からの算数教

育について整理する（2
時間） 

 

教科書 「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 算数編」ISBN978-4-536-59010-5 文部科学省 日本文教出版 

2018 年 

参考書 「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）」ISBN:978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
「新版 算数科教育研究」ISBN978-4-49103-681-6 算数科教育学研究会（編） 東洋館出版社 2019 年 
「各社小学校算数科の教科書」 

成績評価 
方法・基準 

受講態度と研究姿勢（20%）、「授業コメント」とレポート（20%）、理解度（60%） 

備考  

 



科目 
コード 62030 ナンバ

リング CKAF210 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 理科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Science 

担当教員 杉澤 学 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための教科及び教科の指導法に関する科目 

学修内容 理科教育の歴史について知るとともに、学習指導要領における目標や内容等の基礎的知識について学ぶ。理科

で学ぶべき内容の学問分野について触れ、教材の選び方や授業展開、指導案の書き方を、模擬授業を中心に実

践し、身に付ける。常に授業実践に関心を持ち、授業改善を意識できるように相互評価と意見交換を行う。 

学修成果 
到達目標 

(1)理科の基本的な考え方、理科の目標や内容、授業構想、評価を行うことができる。 
(2)子どもの姿を理解し、授業を計画する際の留意点について説明でき、指導案作成に生かすことができる。 
(3)指導案に基づいて模擬授業を行い、振り返りに基づいて、授業改善を行うことができる。また、最新の理科

教育の動向について知り、授業内容の改善に生かすことができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 理科教育の歴史   

２ 理科の目標、内容、全体構造   

３ 理科の学問領域の理解と留意点   

４ 子ども理解と教材研究   

５ 指導計画の立て方と指導案の作成   

６ 模擬授業   

７ 模擬授業の振り返りと理科の評価の視点   

８ 理科教育の動向と授業改善   

教科書 小学校学習指導要領解説  理科編（平成２９年６月告示 文部科学省） 

参考書 適宜・資料配付する。 

成績評価 
方法・基準 

授業内課題（５０％）、模擬授業の実施（３０％）、小テスト（２０％） 

備考  

 



科目 
コード 62040 ナンバ

リング CKAF110 単位数 2 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生活科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Life Environment Studies 

担当教員 杉澤 学 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 生活科の開設の背景や現在の位置づけ、課題について知り、学習指導要領における目標や内容等の基礎的知識

について学ぶ。幼児期から学童期への子どもの特性を踏まえた教材の選び方や授業展開、指導案の書き方を、

模擬授業を中心に実践し、身に付ける。常に授業実践に関心を持ち、授業改善を意識できるようにする。 

学修成果 
到達目標 

１．生活科の基本的な考え方、生活科の目標や内容、授業構想、評価などを行うことができる。  
２．小学校１，２年生の姿を理解し、授業を計画する際の留意点について説明でき、指導案作成に生かすこと

ができる。  
３．指導案に基づいて模擬授業を行い、振り返りに基づいて、授業改善を行うことができる。また、幼児教育

と小学校教育とのつながりについて理解し、新しい考えを取り入れ、内容を発展させることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

生活科の歴史と位置づけ 生活科の導入のきっか

けについて調べる(2 時

間) 

生活科が導入された理

由とその後の問題点や

課題についてノートに

まとめる(2 時間) 

２ 

生活科の目標、内容、全体構造 生活科の目標、内容、全

体構造について予め目

を通し、特徴について気

づいた点を列挙する(1
時間) 

生活科の目標、内容、全

体構造について自分な

りに模式図等を使って

わかりやすくノートに

まとめる(3 時間) 

３ 

 幼児教育から小学校教育へ 幼児教育と小学校教育

のそれぞれの特徴につ

いて自分なりの考えを

整理しておく(1 時間) 

幼小の接続において生

活科が果たす役割につ

いて、特徴や工夫を列挙

してノートにまとめる

(3 時間) 

４ 

子ども理解と教材研究（情報機器と教材の活用）第５回～９回で実

践 
幼児期から学童期にか

けての子どもの発達の

様子について整理して

おく(1 時間) 

子どもの発達と思考の

特徴に応じた教材にで

きる工夫について具体

的に例を挙げてノート

にまとめる(3 時間) 

５ 

学校探検・まち探検 身近な小学校やまちに

ついて調べておく(2 時

間) 

探検の方法について授

業で検討した結果を踏

まえて、具体的な発問や

授業の流れについて考

えをまとめる(2 時間) 

６ 

動くおもちゃを作ろう 理科で扱う動くおもち

ゃや学習内容について

調べておく(1 時間) 

生活科と理科における

動くおもちゃの捉え方

の違いについてノート

に整理する(3 時間) 

７ 

秋をみつけよう 秋を感じさせる事柄を

いくつか挙げ、その事柄

について調べておく(1
時間) 

活動の特徴、留意事項に

ついてノートにまとめ

る(3 時間) 

８ 

動植物を育てよう 動植物を育てる活動に

どのようなものがある

か思い出し、時期や内容

について具体的に列挙

活動の特徴、留意事項に

ついてノートにまとめ

る(3 時間) 



しておく(1 時間) 

９ 

私のまち 生活科の目標や内容に

おける活動の位置づけ

について考えておく(1
時間) 

活動の特徴、留意事項に

ついてノートにまとめ

る(3 時間) 

10 

指導計画の立て方 教科書に例として挙げ

られた指導計画で気づ

いた点を列挙しておく

(1 時間) 

指導計画で留意すべき

点、生活科の特徴を踏ま

えた工夫についてノーt
に整理する(3 時間) 

11 
指導案の作成 ウェブ上で生活科の指

導案をいくつか検索し

ておく(1 時間) 

模擬授業用の指導案を

作成する(3 時間) 

12 
模擬授業 模擬授業のシミュレー

ションを行う(1 時間) 
模擬授業のふりかえり

を行い、ノートに整理す

る(3 時間) 

13 

模擬授業のふりかえり 指導案を修正する(1 時

間) 
他学生の模擬授業、ふり

かえりの内容を整理し、

生活科の授業の特徴と

関連付けてノートに記

録する(3 時間) 

14 

生活科の評価の視点 生活科の評価の視点に

ついて教科書を事前に

読んでおく(1 時間) 

模擬授業で取り上げた

活動の評価の視点につ

いて整理してノートに

記録する(3 時間) 

15 

生活科の課題と今後の展望 生活科の最新の課題に

ついて教科書や実践記

録等などから調べてお

く(2 時間) 

生活科の課題を踏まえ

て今後の展望について

考え、レポートを作成す

る(2 時間) 

 

教科書 別途提示する 

参考書 特になし 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（30%）、授業内課題（30%）、指導案（20%）、模擬授業（20%） 

備考 幼児教育と小学校教育の接続に課題意識を持って授業に臨んでほしい 

 



科目 
コード 62050 ナンバ

リング CKAF115 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 音楽科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Music 

担当教員 多田 純一 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許必須かつ教育コース卒業必須科目 

学修内容 学習指導要領に記載された音楽科の教育目標・指導内容をふまえ、具体的な子どもの姿を想定した学習指導案

の構想と評価方法を学ぶ。模擬授業を実施し、ディスカッションによる振り返りを通して授業改善の視点を学

ぶ。 
学修成果 
到達目標 

小学校音楽科の教育目標・指導内容を理解し、子どもの実態に応じて、表現・鑑賞各領域の授業設計と評価が

できる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

小学校音楽科の目標と指導内容―学習指導要領― 教科書『初等音楽科教

育』p.3-29 を予習する。 
2.75 時間。 

学んだ指導要領の内容

から、学習指導案のレポ

ートの構想を思い描く。 
1.25 時間。 

２ 

指導計画と題材構成 教科書『初等音楽科教

育』p.30-33を予習する。  
2.75 時間。 

学んだ指導計画や題材

の内容から、学習指導案

のレポートの構想を思

い描く。1.25 時間。 

３ 
学習指導案の作成と検討―授業設計と学習評価の方法― 教科書『初等音楽科教

育』p.34-45を予習する。  
2.75 時間。 

具体的に学習指導案の

作成案の原案を構想す

る。1.25 時間。 

４ 

模擬授業とディスカッション（１）歌唱共通教材の指導 歌唱共通教材を用いて

「歌唱」をテーマとした

学習指導案のレポート

を作成する。2.75 時間。 

模擬授業とディスカッ

ションを振り返り、改善

点を考察する。 
1.25 時間。 

５ 

模擬授業とディスカッション（２）器楽指導―多様な楽器の音色と

創造的表現― 
「器楽」をテーマとした

学習指導案のレポート

を作成する。2.75 時間。 

模擬授業とディスカッ

ションを振り返り、改善

点を考察する。 
1.25 時間。 

６ 

模擬授業とディスカッション（３）音楽づくりの指導 
―サウンドスケープ／サウンドエデュケーション― 
 

「音楽作り」をテーマと

した学習指導案のレポ

ートを作成する。  
2.75 時間。 

模擬授業とディスカッ

ションを振り返り、改善

点を考察する。 
1.25 時間。 

７ 
鑑賞の指導とＩＣＴ機器の活用 教科書『初等音楽科教

育』p.81-39, 120-121 を

予習する。2.75 時間。 

教科書『初等音楽科教

育』p.81-39, 120-121 を

予習する。2.75 時間。 

８ 
総括：音楽科の授業研究―教材開発と授業改善の視点 教科書『初等音楽科教

育』p.103-119 を予習す

る。2.75 時間。 

授業改善の視点につい

て再考する。 
1.25 時間。 

教科書 初等音楽科教育（笹野恵理子編著、ミネルヴァ書房）ISBN-13: 978-4623081608 
小学校学習指導要領解説  音楽編（平成２９年６月告示 文部科学省、東洋館出版社）ISBN:978-4-491-03465-
2  

参考書 小学校学習指導要領（平成２９年３月告示 文部科学省） 
平成 29 年改訂 小学校教育課程実践講座 音楽 （宮下俊也／編著、ぎょうせい）ISBN：978-4-324-10308-1 

成績評価 
方法・基準 

レポート（学習指導案作成など）評価（40％）、模擬授業の評価（20％）、実技（歌唱共通教材の弾き歌い）（40％） 

備考 レポート評価は模擬授業の評価を含む。 

 



科目 
コード 62060 ナンバ

リング CKAF120 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 図工科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Arts and Crafts 

担当教員 生駒 英法 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許必須かつ教育コース卒業必須科目 

学修内容 図画工作科教育の内容、小学校における子どもの造形活動の内容と教育方法を研究しながら、授業づくりの発

想と実践力を培う。 
学修成果 
到達目標 

(1)小学校図画工作科における学習目標・評価の観点について理解できるようになる。 
(2)小学校図画工作科の単元を理解し、学習指導計画を作成できるようになる。 
(3)小学校図画工作で用いる材料・用具について基礎的な扱い方を理解できるようになる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション（授業の進め方、実技課題の進め方、

準備物の指示）図画工作科における学習目標・評価の観

点 

学習指導要領解説書 P9~15
における「図工科の目標」を

読み、理解するための予習(1
時間) 

講義で学んだ学習指導要領

の「図工科の内容の構成」を

復習しノートに整理(1 時間) 

２ 

様々な表現方法から平面作品づくり（基本画材と用具の

扱い、材料の技法についての理解） 
基本画材、その扱いや表現方

法について、学習指導要領の

内容と関わることを予習(1 時

間) 

講義で学んだ表現方法の特

徴を復習し、作品をポートフ

ォリオとして整理(2 時間) 

３ 
多様な材料を使った半立体作品から共同立体作品づく

りと相互作品鑑賞会 
身近な様々な素材を収集し、

教材開発をする(1 時間) 
立体作品の相互鑑賞で学ん

だことを整理(2 時間) 

４ 
表現と鑑賞について（鑑賞教材、ワークシートづくり） 教科書教材から鑑賞の扱い方

を予習(1 時間) 
教科書教材の実践例から、自

分でワークシート作成(2 時

間) 

５ 
描画における成長・発達について、図画工作の授業実践

と児童の作品について 
様々な学年の描画作品を鑑賞

し、気づきを整理(1 時間) 
講義における発達段階別の

作品から学んだことを整理

し、学年別目標を復習(2時間) 

６ 

学習計画の理解～題材構築の視点、題材と学習指導案に

ついて、題材づくりと指導案作成、小学校の教科書にお

ける題材分析と理解 、教材研究の意味、情報機器の活用

など 

様々な図工科学習指導案と実

践例を収集し、低・中・高学年

別に特徴を予習(2 時間) 

教科書教材や研究校の教材

開発の実践例を知り、模擬授

業の題材づくりと指導案作

成に向けての準備(2 時間) 

７ 
模擬授業（１）材料・用具、題材 模擬授業（１・２・３学年）実

施の指導案・材料・試作品等

の準備(3 時間) 

模擬授業（１・２・３学年）

実施の指導案・材料・試作品

等の準備(3 時間) 

８ 

模擬授業（２）声だし、板書、ロール・プレイング、相

互評価 
模擬授業（４・５・６学年）実

施の指導案・材料・試作品等

の準備(3 時間) 

模擬授業記録、写真・動画か

ら分析し、問題や課題を整

理。 
8 回の授業をポートフォリオ

でまとめる(3 時間) 
教科書 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 図画工作編（平成２９年６月 文部科学省） 
「図画工作科」教育法 理論と実践（大学美術指導法研究会他編著 日本文教出版） 

参考書 授業中に適宜配付する。 

成績評価 
方法・基準 

学習態度、授業対話カードの提出状況、課題作品、レポート（８０％）、模擬授業での活動内容 （２０％） 

備考 事前学習で、教材研究を自主的に深め、それを試作制作させることで授業の学びにつなげる。 
事後学習で、授業の反省点や課題をまとめ、ポートフォリオにまとめさせる。 

 



科目 
コード 62070 ナンバ

リング CKAF205 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 家庭科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Home Economics 

担当教員 谷口 明子 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための教科及び教科の指導法に関する科目 

学修内容 学習指導要領における小中学校家庭科の教育課程と家庭科教育の目標と学習指導要領に示されている学習内容

の扱い、家庭科における学習指導方法および評価方法等について概説する。授業では、「小学校家庭科」指導法

テキストを用い、適宜、プリントを配布したり、小学校の家庭科教科書を参照したりする。 

学修成果 
到達目標 

(1)小学校家庭科が果たす教育的役割がわかる。 
(2)小学校家庭科において扱う内容とその指導方法がわかる。 
(3)小学校家庭科を指導するのに必要な知識と技能を習得する。 
(4)子どもをめぐる家庭生活の現状について理解することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
学習指導要領における家庭科教育の目標と特徴 小学校学習指導要領解説（家庭

編）P.1~P.11 を読む。（1.5 時間） 
小学校学習指導要領解説（家庭

編）から目標と内容を調べ、書

き写す。（2 時間） 

２ 
家族・家庭生活の学習内容とその扱い 教科書の内容を調べ、小学校の

学習内容をつかむ。（1.5 時間） 
授業中に配布するレジュメに

記入しながら内容を復習する。 
（1.5 時間） 

３ 
衣生活の学習内容とその扱い 教科書の内容を調べ、小学校の

学習内容をつかむ。（2 時間） 
授業においてレポート課題を

課す（実技を含む。）（2 時間） 

４ 
食生活の学習内容とその扱い 教科書の内容を調べ、小学校の

学習内容をつかむ（2 時間） 
授業においてレポート課題を

課す。（2 時間） 

５ 
住生活の学習内容とその扱い 教科書の内容を調べ、小学校の

学習内容をつかむ。（1.5 時間） 
授業中に配布するレジュメに

記入しながら内容を復習する。 
（1.5 時間） 

６ 
消費生活・環境の学習内容とその扱い 教科書の内容を調べ、小学校の

学習内容をつかむ。（1.5 時間） 
授業中に配布するレジュメに

記入しながら内容を復習する。 
（1.5 時間） 

７ 
学習指導案の作成（含情報機器及び教材の活用） 事前に渡すレジュメを読んで、

学習内容をつかむ。（2 時間） 
事前に渡すレジュメを読んで、

学習内容をつかむ。（2 時間） 

８ 
模擬授業と授業検討、この授業のまとめ、成果の確認 模擬授業の準備、発問、板書計

画、教具の作成 
（3 時間） 

これまでの授業内容を総復習

する。（1.5 時間） 

教科書 「わたしたちの家庭科」（小学校家庭科教科書 開隆堂出版）ISBN 978-4-304-08086-9 
「小学校家庭科」指導法テキスト（古田豊子編著 開隆堂出版）ISBN 978-4-304-02155-8 

参考書 準備：小学校学習指導要領解説 家庭編（平成２９年６月告示 文部科学省 東洋館出版） 
基礎：新しい教職教育講座 教科教育編 「初等家庭科教育」 三沢徳枝、勝田映子編著（ミネルヴァ書房） 
応用：「食と学びの力」古田豊子編 青踏社  
授業中に適宜資料を配付する。 

成績評価 
方法・基準 

家庭科教育に対する知識、理解に関する定着度（６０％）、授業の最後に提出するレポート（２０％）、 
学習指導案等の提出物（２０％） 

備考 家庭科教育に対して関心を持って授業に臨んでください。 
授業中に次回の授業の予告をするので忘れ物のないようにしてください。 
欠席は、5 回まで。6 回以上は、不合格となります。遅刻は、3 回で欠席 1 回となります。 

 



科目 
コード 62080 ナンバ

リング CKAF125 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 体育科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on Physical Education 

担当教員 大石 祥寛 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 小学校体育科の授業に関する基礎的知識を得ると共に、模擬授業を通じて実践的な指導力を身につけることを

目標とする。 

学修成果 
到達目標 

・体育科の授業づくりにおいて必要な各領域の内容、特性及び指導のポイントを具体的にあげることができる。 
・実施した模擬授業に対する参加者からの意見を聞き、修正した指導計画を立案することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
第１回：ガイダンス、学校体育の現状、小学校体育科の目的 小学校学習指導要領解

説体育編に目を通して

おく（1 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（2 時間） 

２ 
第２回：体育科の目標論と教育課程論：学習指導要領の内容 小学校学習指導要領解

説体育編に目を通して

おく（2 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（2 時間） 

３ 
第３回：体育授業における教材づくり、学習指導方法論 小学校学習指導要領解

説体育編に目を通して

おく（2 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（2 時間） 

４ 
第４回：体育授業の観察・分析・評価 小学校学習指導要領解

説体育編に目を通して

おく（2 時間） 

授業内容を復習し、次回

の授業内容を確認する

（2 時間） 

５ 
第５回：体育の授業づくり論：単元計画、指導案の作成 小学校体育科の指導案

について用語等調べて

おく（2 時間） 

授業内容を復習し、専門

用語等を理解する（2 時

間） 

６ 
第６回：体つくり運動領域の実践を通じて、指導方略と指導技術を

学ぶ 
小学校体育科の指導案

について用語等調べて

おく（2 時間） 

授業内容を復習し、専門

用語等を理解する（2 時

間） 

７ 
第７回：器械運動領域の実践を通じて、指導方略と指導技術を学ぶ 小学校体育科の指導案

について用語等調べて

おく（2 時間） 

小学校体育科の指導案

について用語等調べて

おく（2 時間） 

８ 
第８回：ゲーム・ボール運動領域の実践を通じて、指導方略と指導

技術を学ぶ 
小学校体育科の指導案

について用語等調べて

おく（2 時間） 

これまでの授業内容を

総復習する（1 時間） 

教科書 『小学校学習指導要領解説 体育編』 ISBN 978-4-491-03467-6 文部科学省 東洋館出版社 2017 年 

参考書 高橋健夫ほか 編著 『新版 体育科教育学入門』 大修館書店 
高橋健夫 編著 『体育授業を観察・評価する』 明和出版 
岩田 靖 『体育の教材を創る』 大修館書店 

成績評価 
方法・基準 

授業態度（５０％）、提出物（指導案など）（３０％）、レポート（２０％） 

備考  

 



科目 
コード 62090 ナンバ

リング CKAF220 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 英語科教育法 

科目英語名 Teaching Methodology on English 

担当教員 キャンベル早川久美子 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための教科及び教科の指導法に関する科目 

学修内容 専門的知識や指導法についての知識を理解し、様々な場面に応じた実践的な指導技術を概観し、作成した指導

案に基づき模擬授業を行い、協同的な学びを形成する。 

学修成果 
到達目標 

小学校外国語教育に関する背景知識や、主教材、小・中・高等学校の連携と小学校の役割、多様な指導環境に

ついて理解し、第二言語習得についての知識を生かした指導のための実践力を身に付ける。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
小学校外国語教育の変遷、学習指導要領にみる外国語活動と外国語 教科書全般の構成、流れ

に目を通しておく（１時

間） 

第１章の内容について、

整理（２時間） 

２ 
小・中・高等学校の連携と小学校の役割 教材・テキストの構成と

内容、学習環境の多様性 
教科書第 16 章、11 章、

第４章の理解のための

予習（２時間） 

内容と自己の授業体験

からの気づきの整理（２

時間） 

３ 
児童期の第二言語習得 教科書第２章、３章の理

解のための予習 (１時

間) 

内容と自己の関心領域

の整理（２時間） 

４ 
言語材料と四技能の習得 教科書第６章、７章の理

解のための予習（１時

間） 

内容と自己の関心領域

の展開の整理（２時間） 

５ 
児童の発話とやりとり 教科書 13 章、14 章の理

解のための予習（２時

間） 

内容と自己の関心領域

の発展の整理（２時間） 

６ 
教材研究と授業設計、ティーム・ティーチング及びＩＣＴの活用 教科書 12 章、5 章の理

解のための予習（１時

間） 

授業デザインの構想を

練る（２時間） 

７ 
授業デザインと模擬授業の実施 授業デザインの検討（２

時間） 
授業デザインの検討（２

時間） 

８ 

評価と自己省察 教科書第 10 章、15 章の

理解のための予習及び

これまでの課題につい

て一考しておく（２時

間） 

全体を通してのまとめ

（２時間） 

教科書 小学校英語科教育法 －理論と実践－ SEIBIDO 078-4-7919-7196-1 

参考書 小学校学習指導要領解説  外国語編 外国語活動編（平成２９年７月告示 文部科学省） 
小学校英語教育の基礎知識 大修館書店 978-4-469-24618-6 
適宜、資料を配付する。 

成績評価 
方法・基準 

課題レポート（５０％）、授業デザイン及び模擬授業を含む参加度（５０％） 

備考 さまざまな機会、方法で自己の英語力の向上に努めることと、英語を楽しむ。 

 



科目 
コード 62100 ナンバ

リング CKAF225 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 道徳教育の理論と方法 

科目英語名 Theories and Methods of Moral Education 

担当教員 信田 和則 

資格・免許

との関連 

小学校教諭免許取得のための教科及び教科の指導法に関する科目 

学修内容 (1)学校における道徳教育の意義と役割がわかるようになる。 

(2)道徳科の授業おける指導計画、授業展開がわかるようになる。 

(3)模擬授業を通して、道徳科における指導の在り方を体感する。  

(4)授業内容の要約、それに対する自分の考えを提示できるようになる。  

(5)発表やレポート課題を通して必要な情報を収集し、自分の考えを他人にわかるように伝える。他者の発表や

レポートの良さを学び自分の考えに取り入れることができるようになる。 

学修成果 

到達目標 

理論だけでなく小学校現場での実践例をもとに道徳の指導法をワークショップ形式も取り入れながら学ぶ。子

どもたちが「道徳科が楽しい。心があたたかくなる。」と言ってくれるような道徳科を創り出すために必要な道

徳科の指導の在り方を考え、教授・学習スキルの基礎を身につけることを目指す。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 
オリエンテーション 私の中の道徳、社会の中の道徳、小学校の想

い出の中の道徳 

  

２ 
学校における道徳教育の意義と役割 小学校学習指導要領を中心

に 

  

３ 道徳教材の分析 小学校で使われている資料をもとに   

４ 道徳の指導計画 指導案作成までのプロセスを通して   

５ 指導案作成の演習 ワークショップ形式による指導案の作成   

６ 
模擬授業の演習 指導者の視点からと児童の視点から楽しい道徳

科を創り出す 

  

７ 
道徳の指導法の改善と評価について 資料・指導法・展開の工夫と

授業改善のための評価 

  

８ 
教育活動全体を通して行う道徳教育 ピア・サポート、キャリア教

育、ＥＳＤなどとの連携 

  

定期試験 

教科書 必要に応じて資料を配付する。 

参考書 小学校学習指導要領（平成２９年３月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領解説  特別の教科 道徳編（平成２９年６月告示 文部科学省） 

小学校道徳科教科書等 

成績評価 

方法・基準 

① 終試験にて、学習内容に関する知識・理解の定着度をみる。②授業への取り組みを評価する。 

③提出物・課題（適宜設定する）の成果をみる。 

備考  

実務経験のある教員による授業科目（※該当者のみ記載） 

授業内容 小学校教員の経験のある教員が、新学習指導要領における道徳教育の授業に関する内容を解説し、指導にあた

っての理論と方法に必要なポイントを指導する。 



科目 
コード 62110 ナンバ

リング CKAF230 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 総合的な学習の時間の指導法 

科目英語名 Teaching Methodology on Comprehensive Learning Period 

担当教員 大西 浩明 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための教科及び教科の指導法に関する科目 

学修内容 教科書もなく、学校によって内容や方法も違う総合的な学習の時間について正しく理解し、効果的な指導計画

を作成するために、様々な実践から多様なアプローチを学び、ワークショップを取り入れながら実際に指導計

画を作成することを通して、授業実践に向かう態度と能力を養う。 

学修成果 
到達目標 

総合的な学習の時間の意義や内容を理解し、指導計画の作成やその実現と評価のために必要な基礎的能力を身

に付ける。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

オリエンテーション 小学校での「総合」の想い出、育て

たい資質・能力 
各自が小学校時代に経験し

た総合的な学習の時間につ

いて想起し、まとめておく。

(1 時間) 

授業を振り返り、「探究的な

見方・考え方」について、

自らの経験を踏まえてまと

める。(1 時間) 

２ 
総合的な学習の時間の意義と内容 教科書 p.73～p.88 を熟読し

ておく。(2 時間) 
授業を振り返り、テーマと

して取り上げるべき内容に

ついて、まとめる。(1 時間) 

３ 

様々な実践から学ぶ（１）環境・福祉・人権などをテーマ

として 
環境・福祉・人権をテーマと

して、それぞれにどのような

課題があるか、自分の考えを

まとめておく。(2 時間) 

授業を振り返り、自らが総

合的な学習の時間に取り上

げたいテーマについてまと

める。(2 時間) 

４ 

様々な実践から学ぶ（２）国際理解・地域遺産などをテー

マとして 
国際理解・地域遺産をテーマ

として、それぞれにどのよう

な課題があるか、自分の考え

をまとめておく。(2 時間) 

授業を振り返り、自らが総

合的な学習の時間に取り上

げたいテーマについてまと

める。(2 時間) 

５ 
指導計画作成の演習（１）各自がテーマを設け、指導計画

を作成する 
各自でテーマを設定し、10～
30 時間程度の指導計画を作

成しておく。(2 時間) 

授業で決定した指導計画を

もとに、指導案（授業計画）

を構想する。(2 時間) 

６ 
指導計画作成の演習（２）前回の指導計画を見直し、授業

を具体化する 
構想した指導案（授業計画）

を提示された形式に沿って

作成しておく。(3 時間) 

授業で明らかになった課題

を踏まえ、指導案を完成さ

せる。(2 時間) 

７ 
総合的な学習の時間の評価 作成した指導案における評

価をどうするのかについて

構想しておく。(1 時間) 

作成した指導案における評

価をどうするのかについて

構想しておく。(1 時間) 

８ 

学校全体で取り組む総合的な学習の時間 ESD の視点を

取り入れて 
「持続可能な社会」とはどの

ような社会なのか、自分の考

えをまとめておく。(2 時間) 

総合的な学習の時間におけ

る今後の展望や課題につい

て、レポートにまとめる。

(2 時間) 
教科書 「小学校指導要領解説 総合的な学習の時間編」（平成２９年６月告示 文部科学省）東洋館出版社 

参考書 必要に応じて適宜資料を配付する。 

成績評価 
方法・基準 

レポート（５０％）、授業終了時に提出する小レポート（２０％）、提出物（学習指導案作成）の成果（３０％） 
 

備考  

 



科目 
コード 62120 ナンバ

リング CKAC215 単位数 1 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 特別活動の指導法 

科目英語名 Methodology on Extracurricular Acitivities 

担当教員 信田 和則 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 1  特別活動の歴史的変遷、社会の変化や児童の実態等を踏まえ、特別活動の意義や役割等について学ぶ。 
2  特別活動の目的・内容・実践等を理解し、指導の展開について学ぶ。 
3  児童の人格形成を図る集団活動や体験活動の在り方について、事例等を通して理解するとともに、その指導

に当たる教員に求められる資質・能力について学ぶ。 

学修成果 
到達目標 

1  自主的・実践的に取り組む様々な集団活動を通して、各教科等の学びの基盤となる資質・能力を育成し、よ

りよい人間関係の形成を図る特別活動の在り方について理解することができる。 
2  教育課程における特別活動の位置付けや意義を考察し、集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ

た、個を生かし集団を高める特別活動の在り方を説明することができる。 
3  特別活動に関わる具体的な事例や指導案作成等を学修し、児童に確かな指導や支援を行うことができる実践

的指導力を身に付けることができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しを

もつ。 
特別活動の目標と各活動・学校行事の目標との関連 
 

シラバスをよく読み、講義の

全体計画を把握しておくこ

と。 
特別活動の概要についてイ

ンターネット上の関連事項

を閲覧したり、教科書等を読

んだりしてつかんでおくこ

と。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
２時間 

２ 

特別活動の歴史的変遷、基本的な性格と教育的意義、指導

原理、他の教育活動との関連 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

特別活動の歴史的変遷や指

導原理、他の教育活動との関

連について、教科書の当該箇

所及び事前に配布された資

料を読んで内容をまとめて

おくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
２時間 

３ 

学級活動の目標・内容・指導計画・活動形態（話合い活動、

係活動、集会活動） 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

学級活動の充実について、教

科書の当該箇所及び事前に

配布された資料を読んで内

容をまとめておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
学習指導案を作成する目的

やその内容を理解するとと

もに、図書やインターネッ

ト上の学習指導案を閲覧

し、実際指導へのイメージ

を高めておくこと。 
２時間 

４ 

学級活動指導案の作成 
「話合い活動」の模擬授業（１）学級会 
〔グループ・ディスカッション〕 

教科書の当該箇所及び事前

に配布された資料を参考に

して、学習指導案がもつ意義

を捉えておくこと。 
学習指導案の書式例を参考

にそれぞれの項目の記述内

容をまとめておくこと。 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
２時間 



1.5 時間 

５ 

「話合い活動」の模擬授業（２）振り返り 
児童会活動の目標・内容・指導計画・活動形態 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

教科書の当該箇所及び事前

に配布された資料を参考に

して、模擬授業の整理をして

おくこと。 
児童会活動を充実させる手

立てについて考えをまとめ

ておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
２時間 

６ 

クラブ活動及び学校行事の目標・内容及び実施 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

クラブ活動及び学校行事の

充実について、教科書の当該

箇所及び事前に配布された

資料を読んで内容をまとめ

ておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に取り

組むとともに、次回の授業

資料に目を通し理解を深め

ておくこと。 
２時間 

７ 

特別活動における評価及び特別活動と家庭・地域住民や関

係機関との連携 
〔グループ・ディスカッション〕 

特別活動における評価、特別

活動と家庭・地域住民や関係

機関との連携について、教科

書の当該箇所及び事前に配

布された資料を読んで内容

をまとめておくこと。 
1.5 時間 

特別活動における評価、特

別活動と家庭・地域住民や

関係機関との連携につい

て、教科書の当該箇所及び

事前に配布された資料を読

んで内容をまとめておくこ

と。 
1.5 時間 

８ 

特別活動の指導計画、ミニ論文発表 
〔プレゼンテーション〕 
 

特別活動の指導計画を作成

する際の留意点について、教

科書の当該箇所及び事前に

配布された資料を読んで内

容をまとめるとともに、発表

会での内容を確認しておく

こと。 
3 時間 

特別活動に関する基本的な

内容や今日的な課題を整理

し、特別活動を推進してい

く展望をもつ。 
1.5 時間 

教科書 「小学校学習指導要領解説  特別活動編」  ISBN：978-4-491-03469-0 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動」 ISBN：978-4-7999-0320-9 文部科学省・国立教

育政策研究所 文溪堂 2019 年 
授業中に毎回補足資料を配付する。 
 

参考書 「小学校学習指導要領」 ISBN：978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
「生徒指導提要」 ISBN：978-4-87730-274-0 文部科学省 教育図書株式会社 2010 年 
「小学校学習指導要領解説 総則編」 ISBN：978-4-491-03461-4 文部科学省  東洋館出版社 2018 年 
授業中に次回の資料を配布する。 
 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（５０％）、模擬授業での取組（２０ ％） 、毎回提出するレポート・学習態度（３０％）を基に、総

合的に評価する。 

備考 新聞やテレビ、インターネット等を通じて特別活動に関わる話題を柔軟な発想で捉え、関心のあることを焦点

化しておきましょう。 
適宜、グループ・ディスカッションやプレゼンテーション等の授業形態や内容を取り入れます。 
毎回の授業の最後に学びを振り返り、レポートを作成します。以後の学びを深める手立てとして活用してくだ

さい。 

 



科目 
コード 62130 ナンバ

リング CKAC105 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 進路指導の理論と方法 

科目英語名 Principles and Methods of Career Guidance 

担当教員 西岡 由郎 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 1  進路指導・キャリア教育の基本的な理論及びその意義・内容・指導法等について学ぶ。 
2  進路指導・キャリア教育において育成を目指す資質・能力等を踏まえ、学習指導と進路指導・キャリア教育

とを相互に関連付け、充実を図ることの意義を捉えるとともに、これまでの進路指導の実践をキャリア教育の

視点から捉え直す。 
3  進路指導・キャリア教育の事例研究やキャリアカウンセリングの在り方を理解し、実践的な指導の方法を学

ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

1  教育課程における 進路指導・キャリア教育の位置付けを理解し、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」

を踏まえ、これからの進路指導・キャリア教育の在り方について理解することができる 
２  進路指導・キャリア教育の意義･内容及び方法原理等の学修を通して、基本的な指導事項の理解を深め、キ

ャリア発達を促す教育の進め方について説明することができる。 
3  キャリア教育に関わる現代的課題を実践的演習等で取り上げ、 理論と実践の融合を図り、児童への具体的

な指導や援助の在り方等についての理解することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しをもつ。 
進路指導・キャリア教育の意義とその方法原理 

シラバスをよく読み、講

義の全体計画を把握し

ておくこと。 
教科書やインターネッ

ト上の関連項目等から、

進路指導・キャリア教育

の意義とその方法原理

について調べておくこ

と。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

２ 

進路指導とキャリア教育の定義・歴史・理論、組織的な指導体制、

家庭や関連機関との連携の在り方 
キャリア教育やその組

織的な指導体制につい

て、教科書及び事前に配

布された資料を読んで

その内容をまとめてお

くこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

３ 

進路指導・キャリア教育と各教科･道徳･特別（学級）活動等との関

連、教育課程における位置付け 
進路指導・キャリア教育の目的･内容・役割、校内組織 
 

教育課程における進路

指導やキャリア教育の

位置付けについて、教科

書及び事前に配布され

た資料を読んでその内

容をまとめておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

４ 

フリーター・ニート問題とキャリア形成を踏まえた解決策 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

フリーター等の今日的

な課題をキャリア形成

の立場から捉えるとと

もに、教科書及び事前に

配布された資料を読ん

でその内容をまとめて

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 



おくこと。 
1.5 時間 

５ 

キャリア教育が提示した視点 
小学校における取組（１）キャリア形成とカリキュラム・マネジメ

ント 
〔グループ・ディスカッション〕 
 

キャリア教育において、

カリキュラム・マネジメ

ントが求められる理由

を図書やインターネッ

トを活用して調べてお

くこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

６ 

キャリア教育の充実と課題 
小学校における取組（２）自己評価の意義・ポートフォリオの活用 
〔グループ・ディスカッション〕 

ポートフォリオを活用

した自己評価の進め方

について、図書やインタ

ーネットを活用して調

べておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

７ 

キャリアカウンセリングの基礎知識 
年間計画及び評価の必要性 
〔グループ・ディスカッション〕 

小学校において重要な

位置を占めるキャリア

カウンセリングについ

て、その計画的・継続的・

組織的な対応を図書や

インターネットを活用

して調べておくこと。 
1.5 時間 

小学校において重要な

位置を占めるキャリア

カウンセリングについ

て、その計画的・継続的・

組織的な対応を図書や

インターネットを活用

して調べておくこと。 
1.5 時間 

８ 

自らのキャリア形成の振り返り 
ミニ論文発表会 
進路指導・キャリア教育のまとめ 
〔グループ・ディスカッション〕 
〔プレゼンテーション〕 
 

自らのキャリア形成を

振り返り、小学校におけ

る進路指導・キャリア教

育の進め方についてま

とめるとともに、発表会

での内容を確認してお

くこと。 
3 時間 

進路指導・キャリア教育

に関する基本的な内容

や今日的な課題を整理

し、進路指導・キャリア

教育を推進していく展

望をもつ。 
1．5 時間 

教科書 『生徒指導提要』  ISBN：978-4-87730-274-0 文部科学省 教育図書株式会社 2010 年 
『小学校学習指導要領解説 総則編』 ISBN：978-4-491-03461-4 文部科学省  東洋館出版社 2018 年 
「小学校学習指導要領解説  特別活動編」  ISBN：978-4-491-03469-0 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
随時、補足資料を配布する。 

参考書 「小学校学習指導要領」 ISBN：978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
授業中に次回の資料を配布する。   
  
  
 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（５０％）、場面指導での取組（２０％） 、毎回実施するレポート・学習態度（３０％）を基に、総合

的に評価する。 

備考 新聞やテレビ、インターネット等を通じて進路指導・キャリア教育に関わる話題を柔軟な発想で捉え、関心の

あることを焦点化しておきましょう。 
適宜、グループ・ディスカッションやプレゼンテーション等の授業形態や内容を取り入れます。 
毎回の授業の最後に学びを振り返り、レポートを作成します。以後の学びを深める手立てとして活用してくだ

さい。 

 



科目 
コード 62140 ナンバ

リング CKAC100 単位数 1 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 生徒指導の理論と方法 

科目英語名 Principles and Methods of Student Guidance 

担当教員 西岡 由郎 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 1  生徒指導の教育課程における位置付けを理解し、基本的な理論及びその意義・内容・指導法等について学ぶ。 
2  生徒指導において育成を目指す資質・能力等を踏まえ、学習指導と生徒指導とを相互に関連付け、充実を図

ることの意義を捉えるとともに、これまでの進路指導の実践をキャリア教育の視点から捉え直す。 
3  問題行動等の事例研究や教育相談の在り方を理解し、実践的な指導の方法を学ぶ。 
 

学修成果 
到達目標 

1  教育課程における生徒指導の位置付けを理解し、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を踏まえ、これ

からの生徒指導の在り方について理解することができる。 
2  生徒指導の意義･内容及び方法原理等の学修を通して、基本的な指導事項並びに実践的指導について理解を

深めることができる。 
3  生徒指導に関わる現代的課題を実践的演習やグル－プセッション等で取り上げ、 理論と実践の融合を図り、 
児童への具体的な指導や援助の在り方等についての理解することができる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 

授業計画と成績評価方法・基準を確認し、学修の見通しをもつ。 
生徒指導の意義と方法原理 

シラバスをよく読み、講

義の全体計画を把握し

ておくこと。 
教科書やインターネッ

ト上の関連項目等から、

生徒指導の意義と方法

原理について調べてお

くこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

２ 

生徒指導の教育課程における位置付け 
生徒指導の目的･内容・役割、校内組織 
生徒指導と各教科･道徳･特別活動等との関連 

生徒指導の教育課程に

おける位置付けや目的･

内容・役割等について、

教科書及び事前に配布

された資料を読んで内

容をまとめておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

３ 

児童理解の基礎と発達課題 
学校の指導方針と年間指導計画に基づいた取組 
生徒指導体制と教育相談体制 

児童を理解する方法や

今日的な発達課題、年間

指導計画に基づいた取

組や相談体制等につい

て、教科書及び事前に配

布された資料を読んで

内容をまとめておくこ

と。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

４ 

生徒指導の実践（１） 
   荒れ・暴力行為・学級崩壊への対応 
   いじめ・携帯電話・インターネット問題への対応 
〔グループ・ディスカッション〕 

荒れ・暴力行為・学級崩

壊が起こる原因やそれ

への対応、いじめ・携帯

電話・インターネット問

題への対応について、こ

れまでの各自の経験や

教科書及び事前に配布

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 



された資料を読んで内

容をまとめておくこと。 
1.5 時間 

５ 

生徒指導の実践（２） 
   虐待問題の背景と対応 
   不登校問題の背景と対応 
〔グループ・ディスカッション〕 

虐待問題や不登校問題

の背景と対応について、

教科書及び事前に配布

された資料を読んで内

容をまとめておくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

６ 

生徒指導の実践（３） 
   性に関する課題への対応 
   特別な支援を必要とする児童の理解と対応 
〔グループ・ディスカッション〕 

性に関する課題への対

応、特別な支援を必要と

する児童の理解と対応

について、教科書及び事

前に配布された資料を

読んで内容をまとめて

おくこと。 
1.5 時間 

本時に提示した課題に

取り組むとともに、次回

の授業資料に目を通し

理解を深めておくこと。 
２時間 

７ 

生徒指導に関する法制度 
学校組織と家庭・地域・関係機関等との連携 
〔グループ・ディスカッション〕 

生徒指導に関する法制

度、学校組織と家庭・地

域・関係機関等との連携

について、教科書及び事

前に配布された資料を

読んで内容をまとめて

おくこと。 
1.5 時間 

生徒指導に関する法制

度、学校組織と家庭・地

域・関係機関等との連携

について、教科書及び事

前に配布された資料を

読んで内容をまとめて

おくこと。 
1.5 時間 

８ 

生徒指導と特別支援教育 
ミニ論文発表会と振り返り 
〔グループ・ディスカッション〕 
〔プレゼンテーション〕 
 

生徒指導と特別支援教

育との関係をまとめる

とともに、確かな生徒指

導の展開に向けての自

らの意欲を含めた発表

会での内容を確認して

おくこと。 
3 時間 

生徒指導に関する基本

的な内容や今日的な課

題を整理し、生徒指導を

推進していく展望をも

つ。 
1．5 時間 

教科書 『生徒指導提要』  ISBN：978-4-87730-274-0 文部科学省 教育図書株式会社 2010 年 
『小学校学習指導要領解説 総則編』 ISBN：978-4-491-03461-4 文部科学省  東洋館出版社 2018 年 
「小学校学習指導要領解説  特別活動編」  ISBN：978-4-491-03469-0 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 
随時、補足資料を配布する。 
 

参考書 「小学校学習指導要領」 文部科学省 東洋館出版社 2018 年   
授業中に次回の資料を配布する。   
  
 

成績評価 
方法・基準 

定期試験（５０％）、場面指導での取組（２０％） 、毎回実施するレポート・学習態度（３０％）を基に、総合

的に評価する。 

備考 新聞やテレビ、インターネット等を通じて生徒指導に関わる話題を柔軟な発想で捉え、関心のあることを焦点

化しておきましょう。 
適宜、グループ・ディスカッションやプレゼンテーション等の授業形態や内容を取り入れます。 
毎回の授業の最後に学びを振り返り、２００字程度のレポートを作成します。以後の学びを深める手立てとし

て活用してください。 

 



科目 
コード 65016 ナンバ

リング CKAG105 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 教育実習指導（幼稚園） 

科目英語名 Guidance Practice Teachinng （elementary) 

担当教員 吉田 香代子、生駒 英法、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 本科目では、教育実習の事前指導において、実習の意義や目標、必要な心構えについて理解を深め、指導案を

作成して模擬保育を実施する等、実践的な準備を行う。事後指導では、教育実習を通して学んだことを確認・

評価し、自己課題を分析し、幼稚園教諭としての自覚と意識づけを図る。 

学修成果 
到達目標 

１．幼稚園における実習の意義、目的、内容、方法を理解し、実践的な準備ができる。 
２．実習後の振り返りをとおして、自己の成長と課題を認識し、課題の達成にむけて積極的に取り組むことが

できる。 
 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 概要の理解、教育実習への心構え、等を学ぶ 30 分手引き予習 30 分講義内容復習 

２ 幼稚園生活の流れ、子ども理解、保育者の役割等を学ぶ 30 分手引き予習 30 分講義内容復習 

３ 
実習日誌の書き方について 30 分手引き予習 60 分「実習日誌」書き

方練習 

４ 
オリエンテーションの受け方 30 分手引き予習 60 分オリエンテーシ

ョン報告書の作成 

５ 観察実習・参加実習・部分実習について 30 分手引き予習 60 分講義内容の復習 

６ 
教育実習の 1 日の流れについて 30 分手引き予習 60 分観察実習のレポ

ート作成 

７ 
実習目標の設定について 30 分手引き予習 60 分個人目標シートの

作成 

８ 
教材研究・課題研究（造形） 30 分手引き予習 60 分各自で教材研究

(言葉領域） 

９ 
教材研究・課題研究（自らの遊びから） 30 分手引き予習 60 分各自で教材研究

（表現領域） 

10 
実習日誌の書き方（子どもの姿、保育目標） 30 分手引き予習 60 実習日誌の課題作

成 

11 
部分指導案の書き方 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」（読

み聞かせ）作成 

12 
部分指導案の作成（絵本の読み聞かせ） 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」（手

遊び）作成 

13 
部分指導案の作成（手遊びを中心に） 30 分手引き予習 60 分「部分指導案」の

修正 

14 
オリエンテーション報告書の作成について 30 分手引き予習 60 分オリエンテーシ

ョン報告書の修正 

15 
実習事後指導 30 分手引き予習 60 分実習事後レポート

の作成 

 

教科書 幼稚園教育実習ハンドブック 



参考書 幼稚園教育要領(平成 29 年告示〉（フレーベル館） ISBN：978457781422 
保育所保育指針（平成 29 年告示)（フレーベル館） ISBN：9784577814239 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領〈平成 29 年告示〉（フレーベル館）ＩＳＢＮ：9784577814246 
必要に応じて適宜紹介および配布 

成績評価 
方法・基準 

授業への取り組み（50%）、提出物の内容（50%） 

備考 原則として、欠席は認められません。本授業を履修しないと実習に参加できないので留意して下さい。 

 



科目 
コード 65017 ナンバ

リング CKAG120 単位数 0 開講時期 2020 年度 後期 

科目名 教育実習指導（小学校） 

科目英語名 Guidance Practice Teachinng （kindergarten) 

担当教員 大石 祥寛、信田 和則、西岡 由郎 

資格・免許

との関連 
小学校教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 １．教育実習の目的と意義を理解する。 
２．教育実習への主体的な取り組みを通じて、小学校教育の目的・内容を実践的に理解する。 
３．教材研究と模擬授業（計画・実践・省察・改善）を積み重ね、授業実践の準備を進める。 
４．教育実習の心構えを理解し、事務連絡及び諸手続を行う。   

学修成果 
到達目標 

１．教育実習の目的と意義を説明し、実習生として自らの問題意識や課題を述べることができる。 
２．教育実習に意欲的に取り組み、その経験を踏まえて小学校教育の目的・内容を適切に説明し、 
    教職を目指す上での課題を述べることができる。 
３．授業づくりに必要な教材研究と学習指導案作成を通じて授業実践に備えるとともに、その省察から 
    授業改善のポイントを探り、説明することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

１ 小学校実習の目標の具体化 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

２ 小学校での実習の１日の流れ 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

３ 子どもへのかかわり・教職員とのコミュニケーション 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

４ 
学級へのかかわり 
（登下校・給食指導・休み時間と放課後を含む） 

60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

５ 特別な支援を必要とする児童へのかかわり 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

６ 学校安全への対応・守秘義務 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

７ 総合的な学習の時間・特別活動 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

８ 授業の参観記録の作成について（学外） 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

９ 授業実践と研究授業（学外） 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

10 近隣小学校における研究集会等への参加（学外） 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

11 教育実習の省察と記録化（小グループ・セッション） 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

12 
教育実習の省察と記録化 
（レポートをもとにクロス・セッション） 

60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

13 教育実習成果報告会 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

14 教育実習成果報告書の作成 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

15 教育実習成果報告書の改訂 60 分 配布資料予習 60分 授業内容のまとめ 

 

教科書 教育実習ハンドブック（小学校） 
「小学校学習指導要領」 ISBN978-4-491-03460-7 文部科学省 東洋館出版社 2018 年 

参考書 必要に応じて適宜提示 
成績評価 
方法・基準 

実習記録簿及びポートフォリオ評価（30％） レポート（30％） 提出課題（20％） プレゼンテーション（20％） 

備考 教育実習指導（小学校）を履修しないと教育実習(小学校）参加は不可 
「教職実践演習」（後期）を履修すること 

 



科目 
コード 65120 ナンバ

リング CKAG110 単位数 0 開講時期 2020 年度 前期 

科目名 教育実習（幼稚園） 

科目英語名 Practice Teachinng （kindergarten) 

担当教員 吉田 香代子、生駒 英法、増井 啓子 

資格・免許

との関連 
幼稚園教諭免許取得のための必修科目 

学修内容 本実習は、幼稚園における保育・教育の実際について体験的・主体的に学ぶことを目的とする。 
具体的には、次の 4 点を挙げる。 
 1．子どもと幼稚園教育について実践的に学ぶ。 
 2．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用力を養う。 
 3．学習課題を発見するとともに、理論的に学んだことを実践的に確かめる。 
 4．幼稚園教育への意欲と関心を高め、教師としての意志と適性を確認する。 

学修成果 
到達目標 

 1．子どもに対する理解を深めることができる。 
 2．幼稚園教諭の職務内容を理解することができる。 
 3．幼稚園教諭としての基本的な保育技術を習得することができる。 
 4．幼稚園の果たしている役割や機能、運営について理解することができる。 
 5．幼稚園教諭としての職業倫理および職責を自覚することができる。 

授業計画 事前学修及び必要時間 事後学修及び必要時間 

本実習は、幼稚園における保育・教育の実際について体験的・主体的に

学ぶことを目的とする。 
具体的には、次の 4 点を挙げる。 
 1．子どもと幼稚園教育について実践的に学ぶ。 
 2．既習の教科全体の知識・技能を基礎とし、これらを総合的に実践す

る応用力を養う。 
 3．学習課題を発見するとともに、理論的に学んだことを実践的に確か

める。 
 4．幼稚園教育への意欲と関心を高め、教師としての意志と適性を確認

する。 

実習にかかわる事前準

備（毎日数時間程度） 
実習日誌および字指導

案等の作成・振り返り

（毎日数時間程度） 

教科書 幼稚園教育実習ハンドブック 

参考書 必要に応じて適宜指導 

成績評価 
方法・基準 

実習園からの評価、実習取り組む関心・意欲、 実習報告等で総合的に評価 

備考 「教育実習指導(幼)」を受講しておくこと。 
履修後は「教職実践演習」を受講すること。 
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