
学科等 専攻（コース）等 科目 担当教員 科目必選 配当学年 開講期 単位数

キリスト教Ⅰ 角本浩 必修 1 前期・後期 2

キリスト教Ⅱ 黄大衛 必修 1 前期・後期 2

キリスト教と倫理 角本浩 選択 2 後期 2

美術史 犬童昭久 選択 2 前期 2

カウンセリング 古賀香代子 選択 2 後期 2

人間と障害 河田将一

人間と障害 栗原和弘

人間と障害 佐々木順二

社会学 名和久仁子 選択 2 後期 2

人権論 田上重憲 選択 3 後期 2

情報活用基礎 富重君子 選択 1 後期 2

食育論 本田順子 選択 3 前期 2

スポーツ実技（ﾃﾆｽ) 唐杉敬

スポーツ実技（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ) 唐杉敬

ボランティア学修論 西章男 必修 1 前期 2
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リーディング＆ライティング演習Ⅲ 馬渡美幸 必修 2 前期 3

英語通訳演習Ⅰ 佐野春枝 選択 3 前期 2

英語通訳演習Ⅱ 佐野春枝 選択 3 後期 2

英語で紹介する日本 Patrick Bencke 選択 3 前期 2

現代社会とメディア 春木進 選択 3 後期 2

プログラミング言語 椛一喜 選択 2 後期 2

ソフトウェア検定演習 富重君子 選択 3 前期 2

15

生活 荒嶽由美 専門必修 2～3 後期 2

図画工作演習 梅田素博 選択 2 前期（集中） 2

教職論【幼】 緒方宏明 専門必修 2 前期 2

教育経営学【幼】 緒方宏明 専門必修 2 後期 2

教育相談【幼小】 有村達之 専門必修 3 後期 2

保育内容（表現Ⅱ） 犬童昭久 選択 1 前期 2

保育内容（人間関係） 香崎智郁代 選択 2 後期 2

保育内容（環境） 香崎智郁代 選択 2 前期 2

臨床心理学 有村達之 選択 3 前期 2

こども家庭福祉 永野典詞 選択 1 後期 2

社会福祉 永野典詞 選択 1 前期 2

社会的養護 永野典詞 選択 2 前期 2

保育の心理学Ⅰ 高野美雪 選択 3 前期 2

障害児保育 高野美雪 選択 2 前期 2

社会的養護内容 永野典詞 選択 2 後期 1

保育の表現技術 犬童昭久 選択 2 通年 4

地域福祉論 西章男 選択 2 前期 2

幼稚園教育実習Ⅰ 香崎智郁代 通年 3～4 通年 1

保育実習Ⅰ 永野典詞 選択 2～3 通年 4

保育実習指導Ⅰ 永野典詞 選択 2～3 通年 2

保育実習Ⅱ 永野典詞 選択 4 前期 2

保育実習指導Ⅱ 永野典詞 選択 3～4 通年 2

保育実習Ⅲ 永野典詞 選択 3 後期 2

48

共通教育

合計（全学共通科目）

ｷｬﾘｱ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ専攻

人文学科

こども専攻（保育）

合計（ｷｬﾘｱ・イングリッシュ専攻専門科目）

選択
（心理臨床学
科必修）

1 前期 2

選択 1 前期 1

　九州ルーテル学院大学　　実務経験のある教員等による授業科目　（2019年度開講科目）

合計（こども専攻（保育ｺｰｽ）専門科目）



学科等 専攻（コース）等 科目 担当教員 科目必選 配当学年 開講期 単位数

図画工作 犬童昭久 専門必修 1 後期 2

社会　 小原孝徳 選択 2 後期 2

理科 坂本昌弥 選択 2 後期 2

理科演習Ⅰ 坂本昌弥 選択 2 前期 2

理科演習Ⅱ 坂本昌弥 選択 3 前期 2

教職論【小】 緒方宏明 専門必修 2 前期 2

教育経営学【小】 緒方宏明 専門必修 2 後期 2

教育相談【幼小】 有村達之 専門必修 3 後期 2

算数科教育法 山本信也 教職必修 3 前期 2

社会科教育法 小原孝徳 教職必修 3 前期 2

理科教育法 坂本昌弥 選択 2 前期 1

生活科教育法 荒嶽由美 選択 3 前期 2

図画工作科教育法 犬童昭久 選択 3 前期 2

特別活動の指導【小】 小原孝徳 教職必修 2 後期 2

教育方法【小】 緒方宏明 選択 2 後期 2

生徒指導論（進路指導を含む）【小】 松本隆一 専攻 2 前期 2

教師力演習 松本・緒方・城戸 選択 1 後期 2

小学校教育実習Ⅰ 犬童昭久 選択 3 通年 1

児童教育フィールドワークⅠ 緒方宏明 選択 4 前期 2

児童教育フィールドワークⅡ 緒方宏明 選択 4 後期 2

38

臨床心理学概論 有村達之 選択 1 前期 2

感情・人格心理学Ⅰ 石坂昌子 選択 2 前期 2

神経・生理心理学Ⅰ 和田由美子 選択 2 前期 2

社会・集団・家族心理学Ⅱ 古賀香代子 選択 2 後期 2

障害者・障害児心理学 高野美雪 選択 2 前期 2

心理的アセスメント 石坂昌子 選択 2 前期 2

心理学的支援法 高野美雪 選択 2 後期 2

公認心理師の職責 古賀香代子 選択 2 前期 2

非行・犯罪心理学 田口真二 選択 3 前期 2

認知行動療法 有村達之 選択 2 後期 2

精神分析学 古賀香代子 選択 3 前期 2

心理査定法 石坂昌子

心理査定法 古賀香代子

24

発達障害者の心理 河田将一 選択 2 前期 2

肢体不自由者の心理・生理・病理 本吉大介 選択 2 後期 2

発達障害者の適応援助 河田将一 選択 2 前期 2

コミュニケーション障害者の適応援助 栗原和弘 選択 3 後期 2

発達援助の技法 河田将一 選択 3 後期 2

肢体不自由教育総論 栗原和弘 選択 2 後期 2

病弱教育総論 栗原和弘 選択 2 前期 2

視覚障害教育総論（心理等） 本田達也 選択 3 後期（前半） 1

聴覚障害教育総論（心理等） 佐々木順二 選択 3 前期（前半） 1

重複障害教育総論（心理等） 栗原和弘 選択 3 前期（前半） 1

軽度発達障害教育総論（心理等） 河田将一 選択 3 前期（前半） 1

コミュニケーション障害者の心理 佐々木順二 選択 2 後期 2

視覚障害教育総論（教育課程等） 本田達也 選択 3 後期（後半） 1

聴覚障害教育総論（教育課程等） 佐々木順二 選択 3 前期（後半） 1

重複障害教育総論（教育課程等） 栗原和弘 選択 3 前期（後半） 1

軽度発達障害教育総論（教育課程等） 河田将一 選択 3 前期（後半） 1

24

合計（こども専攻（児童教育ｺｰｽ）専門科目）

2

合計（心理学領域専門科目）

人文学科

心理臨床学科

特別支援教育学領域

こども専攻（児童教育）

合計（特別支援教育学領域専門科目）

心理学領域

選択 3 前期



学科等 専攻（コース）等 科目 担当教員 科目必選 配当学年 開講期 単位数

社会福祉原論Ⅰ 名和久仁子 選択 1 前期 2

社会福祉原論Ⅱ 名和久仁子 選択 1 後期 2

地域福祉論 西章男 選択 2 前期 2

公的扶助論 古里政信 選択 2 後期 2

医療福祉論 加来克幸 選択 1 後期 2

精神保健福祉論Ⅰ 岩永靖 選択 1 後期 2

精神保健福祉論Ⅳ 岩永靖 選択 3 後期 2

精神医学Ⅰ 有村・一美 選択 3 前期 2

精神医学Ⅱ 有村・一美 選択 3 後期 2

学校ソーシャルワーク論 岩永靖 選択 3 後期 2

学校ソーシャルワーク演習 岩永靖 選択 4 前期 1

学校ソーシャルワーク実習指導 岩永靖 選択 4 通年 1

学校ソーシャルワーク実習 岩永靖 選択 4 通年 2

精神保健福祉現場体験 岩永靖 選択 3 前期 2

精神保健福祉援助演習Ⅰ 西章男 選択 3 後期 2

精神保健福祉援助演習Ⅱ 西章男 選択 4 前期 2

精神保健福祉援助演習Ⅲ 西章男 選択 4 後期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 岩永靖 選択 3 後期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 西章男 選択 3 後期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 岩永靖 選択 4 前期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 西章男 選択 4 前期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 岩永靖 選択 4 後期 2

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 西章男 選択 4 後期 2

精神保健福祉援助実習 岩永靖 選択 4 通年 7

精神保健福祉援助実習 西章男 選択 4 通年 7

58

心理臨床学の基礎 有村達之

心理臨床学の基礎 石坂昌子

心理臨床学の基礎 岩永靖

心理臨床学の基礎 河田将一

心理臨床学の基礎 栗原和弘

心理臨床学の基礎 古賀香代子

心理臨床学の基礎 佐々木順二

心理臨床学の基礎 高野美雪

心理臨床学の基礎 西章男

心理臨床学の基礎 和田由美子

ソーシャルワーク論 西章男 必修 1 後期 2

4

心理臨床学科

精神保健福祉学領域

合計（精神保健福祉学領域専門科目）

領域共通

専門必修 1 後期 2

合計（心理臨床学科共通科目）



学科等 専攻（コース）等 科目 担当教員 科目必選 配当学年 開講期 単位数

特別活動の指導【小】 小原孝徳 選択 1 後期 2

特別活動の指導【中高】 松本隆一 選択 1 後期 2

教育方法【中高】 緒方宏明 教職必修 2 前期 2

教育相談【中高】 高野美雪 教職必修 3 後期 2

教育経営学【中高】 城戸申一 専門必修 2 前期 2

教育法規 松本隆一 中高教職必修 3 前期 2

生徒指導論（進路指導を含む）【中高】 城戸申一 選択 2 後期 2

英語科教育法Ⅰ 島内直英 選択 3 前期 2

英語科教育法Ⅱ 島内直英 選択 3 後期 2

英語科教育法Ⅲ 島内直英 選択 4 前期 2

英語科教育法Ⅳ 島内直英 選択 4 後期 2

英語科教育実習Ⅰ 島内直英 選択 3～4 通年 1

英語科教育実習Ⅱ 島内直英 選択 4 前期 4

公民科教育法Ⅰ 栗原希代子 選択 3 前期 2

公民科教育法Ⅱ 栗原希代子 選択 3 後期 2

公民科教育実習Ⅰ 小原孝徳 教職必修 3～4 通年 1

公民科教育実習Ⅱ 小原孝徳 教職必修 4 前期 2

介護等体験実習 西章男 小中教職必修 3 後期 2

特別支援学校教育実習Ⅰ 河田・佐々木・栗原 特支免必修 4 通年 1

特別支援学校教育実習Ⅱ 河田・佐々木・栗原 特支免必修 4 後期 2
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教職関係科目
（卒業要件外）

合計（教職科目）



講義科目名称：

英文科目名称：

キリスト教Ⅰ

Survey of Christianity Ⅰ

授業コード： A1010　A1011　A1012　A1013

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期(人文)後期(心理) １年 ２単位 必修

担当教員

角本浩

学科共通 1.2 講義 GCH1101-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 感恩奉仕を掲げる本学の教育理念であるキリスト教。その根底にある聖書の教え、キリスト教の持つ価値観を学
びつつ、生きることについて、講師と一緒に考える。キリスト教の世界に初めて触れる学生からの疑問に答えつ
つ、その基礎知識の習得を目指す。

到達目標 キリスト教の基本的な教えを語ることができるようになる。また聖書の概要を把握し、主要個所を開くことがで
きるようになる。

履修の留意事項 遅刻は認めない。私語など授業の妨げになる行為が続けば受講を中止させることがある。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト 新共同訳聖書（旧新約）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

その都度指示する

備考 私は、ルーテル教会の牧師として25年間勤めて来ました。また同時に、熊日生涯学習プラザ講師として、さらに
幼稚園、保育園、社会福祉施設等のチャプレンとして、信者のみならずキリスト教と初めて出会う方々、子供か
らご高齢の方々に至るまで、さまざまな場に生きる人々に聖書のメッセージ、また、その魅力、そこから届けら
れる生きる指針となる教えを伝えて来ました。その経験を生かし、世界一のベストセラーである聖書が何を現代
の私たちに語っているかを伝えつつ、生きる意味について、本学が掲げる感恩奉仕の意味について一人一人が考
えていく講義を行います。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション 宗教とは シラバスを熟読し疑問

点をまとめる。
本時のノートを参考に
世界の宗教について調
べる。

2
聖書 聖書の構造、基本知識 聖書の目次をよく見て

おく。
本時に配布された資料
をおぼえる。

3
創造者なる神 創造主と私たち 創世記1～11章を熟読。 創世記1～11章を熟読。

4
解放者なる神 出エジプト 出エジプト記1～19章を

熟読。
出エジプト記1～19章を
熟読。

5
教理　１ キリスト教における罪 出エジプト記19～20章

を熟読。
キリスト教における罪
について十戒を学びつ
つ考察。

6
教理　２ キリスト教の礼拝 出エジプト記20章、申

命記5章を熟読。
フィールドワークに備
えて礼拝について考
察。

7
フィールドワーク１ キリスト教の世界に触れ、より深く学

ぶために、教会の礼拝に参加する。
教理2の学びを振り返
り、礼拝の意義を考
察。

礼拝参加して学んだこ
とをレポート

8
旧約聖書の基礎知識 預言書を学ぶ「第２イザヤ」 イザヤ書40－55章を熟

読。
イザヤ以外の預言につ
いても調べる。

9
山上の説教１ マタイ福音書５章 マタイ５章を熟読。疑

問点をまとめる。
本時の学びをもとにも
う一度マタイ5章を熟
読。

10
山上の説教２ マタイ福音書６章 マタイ６章を熟読。疑

問点をまとめる。
本時の学びをもとにも
う一度マタイ６章を熟
読。

11
山上の説教３ マタイ福音書７章 マタイ７章を熟読。疑

問点をまとめる。
本時の学びをもとにも
う一度マタイ７章を熟
読。

12
新約聖書の基礎知識 福音書を学ぶ「イエスのたとえ話」 事前提示する個所を熟

読。
本時の学びをもとにも
う一度学んだ箇所を熟
読。

13
フィールドワーク２ キリスト教の世界に触れ、より深く学

ぶために、教会の礼拝に参加する。
フィールドワーク１の
際の諸資料を熟読。

礼拝参加して学んだこ
とをレポート

14
祈り 主の祈り 事前提示する個所を熟

読。
他宗教の祈りについて
考察。

15
熊本におけるキリスト教 キリシタン、熊本バンドなど

全体の振り返りとまとめ
事前提示する個所を熟
読。

熊本で活躍した諸宣教
師、キリシタンについ
て研究。



評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【レポート】
要点を理解し、まとめて
いる

合計

40 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○ ○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

キリスト教Ⅱ

Survey of Christianity Ⅱ

授業コード： A1050　A1051　A1052　A1053

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期(心理)後期(人文) 1年 2単位 必修

担当教員

黄大衛

学科共通 1・2・3 講義 GCH1102-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 キリスト教には不思議な点が多い。例えば、最初ローマ帝国に激しく残酷な迫害をされたが、結局ローマ帝国の
国教になった。　歴史は3000年前に遡ることができる。信者は約全世界人口の1／3。その信仰はイエス様を中心
にしているが、キリスト教という名前や教義はイエス様が昇天してから300年後のことだった。・・・本講義は
キリスト教の歴史、教義、教理から、聖書を通して基本的な経緯を説明する。

到達目標 学生が以下の４点を説明できる。
１）キリスト教の大まかな歴史
２）聖書の主な構成
３）キリスト教の強調点
４）私たちへの影響

履修の留意事項 ①遅刻を認めない。
②私語をした者は退席させる。
③平日のチャペル礼拝を勧める。
④この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト ・新共同訳聖書（バイブル・プラスを勧める）
・教会讃美歌
・毎回授業資料を配布する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

○「キリスト教史　はじめの第一歩」　大村修文著　日本キリスト教団出版局　2010年11月15日
○「よく分かるキリスト教」　土井かおる監修　PHP研究所　2004年4月19日
○「おもしろキリスト教質問箱［Q&A77］」　山北宣久著　教文館　2006年2月11日
○「マルティン・ルター――ことばに生きた改革者」　徳善義和著　岩波新書1372　2012年6月
○「よく分かるキリスト教の教派」　徳善義和・今橋朗著　キリスト新聞社　1996年5月10日
○「大学のカルト対策」　櫻井義秀・大畑昇編著　北海道大学出版社　2012年12月25日
○「キリスト教入門」　カール･F･ヴィスロフ著　鍋谷尭爾訳　いのちのことば社　2002年4月20日
○「面白くてよくわかる！聖書」　月本昭男監修　株式会社アスペクト　2010年2月5日
○「聖書外典偽典」シリーズ　教文館

備考 現役牧師の長い経験を基に、聖書の教えの実践する者としての誠実さや優しさ、丁寧さを心がけつつ、「キリス
ト教Ⅱ」を教えている。しかもそれを学問として教えるだけではなく、キリスト教の教えを一つの新しい考え
方、新しい世界観・生き方として学生に紹介し、勧める。
まず、キリスト教の歴史と聖書の教えを通して、社会に求められる人材の人間性や資質、倫理観に触れ、その重
要さを強調しながら教える。
特に、キリスト教で強調している愛を深め、その愛の精神に基づいて、自分の存在価値を正確に認識させる。そ
して「自己中心」の束縛からの解放、「隣人愛」を共に考え、その「隣人愛」をより多くの人に広げられるよう
に意図している。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション 多神教と一神教 シラバスを熟読し疑問

点をまとめる。
次の5点を説明できるよ
うにする。
①キリスト教はどんな
宗教に基づいたもの
か？
②一神教と多神教に対
して、人間側の態度は
どう違ってくるのか？
③一神教の起源
④一神教の共通の先祖
は誰？
⑤「神中心」は抽象的
な言葉だが、どうすれ
ばそれを実現できるの
か？

2
神について 創造の神と「三位一体」の神 ①旧約聖書の創世記1

章、2章を読む。
②授業資料Ⅴの「ニケ
ヤ信条」を読む。

次の8点を説明できるよ
うにする。
①神は何によって世界
万物を創造したのか？
②神は何の「かたち」
で人間を創ったのか？
③神はどのような状態
から世界を創ったの
か？
④「三位一体」とは？
「三位一体」は何に例
えられるのか？
⑤「三位一体」の中
で、？「イエス」の位
格は？
⑥イエスはいつ神に
なったのか？
⑦三位はなぜ一体にな
れるのか？
⑧「イエス・キリス
ト」という呼び方をど
う理解しているのか？



⑦三位はなぜ一体にな
れるのか？
⑧「イエス・キリス
ト」という呼び方をど
う理解しているのか？

3
歴史 ローマ帝国とキリスト教 新約聖書の使徒言行録7

章58節～9章31節を読
む。

次の3点を説明できるよ
うにする。
①パウロという人なの
か？
②キリスト教は世界宗
教になった主な原因
は？
③なぜキリスト教は結
局ローマ帝国の国教に
なったのか？

4
歴史 宗教改革 宗教改革と免罪符につ

いて、インターネット
で調べる。

次の6点を説明できるよ
うにする。
①宗教改革の三大原則
とは？
②宗教改革が始まった
日はいつ？
③宗教改革のきっかけ
は？
④「信仰義認」とは？
⑤聖書を母国語への翻
訳はいつから始まった
のか？
⑥いつから説教を礼拝
に導入したのか？

5
基本知識 教会暦 授業資料の「三大行事

についての説明」を読
む。

次の5点を説明できるよ
うにする。
①毎年の「復活日
（イースター）」の計
算方法は？
②「聖霊降臨日」はい
つ？
③イエス様の「受苦
日」はいつ？
④なぜキリスト教の信
者はクリスマスより
イースターを重んじて
いるのか？
⑤なぜ聖書に記されて
いないイエス様の誕生
日を12月25日にしたの
か？

6
神と交わりの手段 祈り 授業資料にある聖書の

祈りの実例を読む。
次の3点を説明できるよ
うにする。
①祈りにどういう意味
があるのか？
②祈りに相応しい言葉
は？
③祈りに相応しい態度
は？

7
神との交わりの手段 聖書①「聖書概論」 ①インターネットで｢聖

書とは｣を検索し、調べ
る。
②聖書の目次を読む。

次の6点を説明できるよ
うにする。
①なぜ聖書は神の言葉
だと言えるのか？
②聖書はいつ書いたの
か？
③聖書は誰が書いたの
か？
④聖書の旧約・新約の
「約」とは？
⑤聖書には何巻がある
のか？
⑥旧約聖書はどこから
来たのか？

8
神との交わりの手段 聖書②「旧約聖書の世界」 ①授業資料「旧約聖

書」を予め読む。
②創世記12章～21章を
読む。

次の4点を説明できるよ
うにする。
①イサクとイシュマエ
ルの関係から、ユダヤ
教とイスラム教の関係
を述べる。
②ユダヤ教の先祖は
誰？
③旧約聖書の出エジプ
ト記はユダヤ教の信仰
にどういう役割を果た
しているのか？
④誰によってイスラエ
ルの国は統一されたの
か？



9
神との交わりの手段 聖書③「新約聖書の世界」 この授業資料を読む。 次の6点を説明できるよ

うにする。
①イエスの死にある意
味は？
②なぜ「洗礼式」はキ
リスト教の信仰に深い
意味があるのか？
③イエス様の一番弟子
は誰？
④イエス様に「一番愛
された弟子」は誰？
⑤銀貨30枚でイエス様
を売った弟子は誰？
⑥「目で確認できなけ
れば信じない」と言っ
た弟子は誰？

10
教理 愛 ①新約聖書139頁､ルカ

による福音書15章11-24
節の「放蕩息子」とい
う例え話を読む。
②新約聖書126頁､ルカ
による福音書10章25-37
節の「善いサマリア
人」という例え話を読
む。

次の3点を説明できるよ
うにする。
①キリスト教が主張し
ている愛とは？それは
どういう愛なのか？
②「放蕩息子」という
例え話にある意味は？
③「善いサマリア人」
という例え話にある意
味は？

11
教理 赦し 次の聖書を予め読む。

①旧約聖書2頁､創世記2
章7-17節、3章1-23節。
②新約聖書139頁､ルカ
による福音書15章11-24
節。
③新約聖書35頁､マタイ
による福音書18章23-35
節。
④新約聖書180頁､ヨハ
ネによる福音書8章1-11
節。

次の5点を説明できるよ
うにする。
①「赦し」と「許し」
の違いは？
②完全に赦すというの
は、全てを赦すべきな
のか？
③キリスト教で、神に
対する主な「罪」と
は？
④聖書における「死」
の意味は？
⑤「姦淫の女」という
出来事にある意味は？

12
み言葉の体験 チャペル礼拝の出席による体験 指示に従い、チャペル

礼拝に出席する。
指示に従い、レポート
を書く。

13
教理 キリスト教諸派とカルト ①授業資料「主なプロ

テスタント諸教派」を
読む。
②入学時配布した小冊
子「カルトって、知っ
てますか」を読む。
③「カルト」について
インターネットで調べ
る。

次の5点を説明できるよ
うにする。
①英国の関係から生ま
れたプロテスタントの
主な教派とは？
②キリスト教の主な流
れは？
③キリスト教かどうか
を弁える二つの基準と
は？
④カルト宗教に対して
一番有効な対策は？
⑤なぜ「カルト」は怖
く思えるのか？

14
本学院の建学精神 「感恩奉仕」 この授業資料を予め読

む。
次の3点を説明できるよ
うにする。
①「感恩奉仕」につい
ての意味を短くまとめ
る。
②「神」をどう愛する
のか？
③基本的なキリスト教
倫理は？そして聖書か
らの根拠は？

15
定期試験 試験 試験に向けて復習 試験の振り返り

16
総括的復習 試験問題の分析に基づいて、復習を総

括的に行う。
講義内容の総括と理解
事項の確認

講義内容の定着状況を
把握し、課題を整理す
る

評価方法
評価のポイント

積極的な授業態度
①事前・事後学修を真面
目ににすること。
②遅刻・無断欠席をしな
いこと。
③授業で真剣に聞き、考
えること。
④教員の要求に従うこ
と。

レポート
①指示通りに書くこと。
②指示通りに提出するこ
と。
③内容の深さ。

定期試験
答えの正しさによる。 合計



10 30 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

ボランティア学修論

Studies in Voluntarism

授業コード： A3010　A3011

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 １年 ２単位 必修

担当教員

西章男

学科共通 1.2.3 演習・講義 GSS1101-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　ボランティア活動の意義を理解し、基盤となる価値、知識、技能の習得を目的とします。

　講義ごとに自らのボランティア観を確認しながら、地域社会でのボランティア活動が行えるようになることを
目的としています。

到達目標 ・「自分のボランティア観について具体的に説明できる」

・「他者の痛みや苦労に関心をもち、自らができる可能性について考えることができる」

・「ボランティア活動への関心と参加へのモチベーションをもつことができる」

履修の留意事項 答えはひとつではないので積極的に自分の考えなどについての発言を期待します。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト なし

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

随時プリントを配布します

備考 2016年熊本地震の際の避難所運営責任者として、2017年九州北部豪雨（日田・朝倉）、2018年西日本豪雨（愛媛
県大津、西与）のボランティア及び学生ボランティア引率等の経験と、在宅介護支援センターのソーシャルワー
カーの経験を踏まえ、当事者の視点及び生活者の視点からボランティアについて一緒に考えています。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ボランティア活動とは① ボランティア活動の基盤 自分のボランティア観

について言語化できる
よう準備

事前学習のボランティ
ア観と比較しふりかえ
る

2
ボランティア活動とは② ボランティア活動の範囲と対象（グ

ループリーディング・ディベート）
ボランティアをされる
立場について考え準備

立場によって異なる受
け止め方についてふり
かえる

3
ボランティア活動の視点 価値・倫理について（グループディス

カッション・ディベート）
ボランティアをするに
あたって大切なことを
考え準備

ボランティアにおける
価値や倫理についてふ
りかえる

4
ボランティア活動の視点 ストレングス視点の活用方法（ペア

ワーク）
「ストレングス」につ
いて調べる

ストレングス視点活用
の意義についてふりか
える

5
障がいの理解 障がいの受容過程（ペアワーク） 「障がい」について自

分の言葉で説明できる
よう準備

障がい受容について当
事者視点でふりかえる

6
障がいの理解 障がい者の社会参加（結婚・就労等） 「障がい者の社会参

加」について自分の意
見を準備

障がい者の社会参加に
ついて当事者視点でふ
りかえる

7
高齢者の理解 介護体験（実習・演習） 「介護」について自分

の言葉で説明できるよ
う準備

介護体験について当事
者視点でふりかえる

8
児童の問題からの理解 児童の権利 「児童の権利条約」に

ついて調べる
児童の権利と権利擁護
の必要性についてふり
かえる

9
国際ボランティア 国際ボランティアの実際 国際的なボランティア

の可能性について考え
てくる

自分ができる国際ボラ
ンティアについて説明
できるようにする

10
共生のための考え方 エンパワメント 「エンパワメント」に

ついて調べる
エンパワメントについ
て事例を用いて説明で
きる

11
共生のための考え方 ソーシャル・インクルージョン 「ソーシャル：インク

ルージョン」について
調べる

ボランティアと共生の
関係について説明でき
る

12
笑顔の力 クリニクラウンの実践から学ぶ 「クリニクラウン」に

ついて調べる
笑顔の可能性について
ふりかえる

13
｢Patch・Adams｣から学ぶ DVD鑑賞 これまでの講義のキー

ワードを復習
DVDの内容をボランティ
アと関連付けてふりか
える

14
｢Patch・Adams｣から学ぶ DVD鑑賞 これまでの講義のキー

ワードを復習
DVDの内容を講義内容と
関連付けてふりかえる

15
試験 講義内容の総括と理解事項の確認 試験に向けての学習 講義内容の定着状況を

把握し課題を整理する



16
フィード 全体のまとめと試験のフィードバック 自分のボランティア観

について再度言語化
1回目と比較して自ら変
化をふりかる

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業中の積極的な発言等

【課題・レポート】
試験前のまとめ資料の内
容

【授業参加・研究意欲】
授業回数の内、８割以上
出席をしていること

【定期試験】
合計

10 20 30 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

英語通訳演習Ⅰ

Seminar in English Interpretation Ⅰ

授業コード： B3100

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 3年 2単位 選択

担当教員

佐野春枝

キャリア・イングリッシュ専攻 2 演習 HCE2307-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 通訳技術の基本を学ぶことで、語彙力、リスニング力、英作文力、発表力、記憶力の向上を図る。

到達目標 社会の事象や、自分自身の考えを英語で表現することができ、他者の英語を聞いて理解、訳出が可能になる。
また、日本語から英語への変換が素早くできる。

履修の留意事項 将来通訳者を目指すものである必要はないが、通訳に興味があり、やってみたいと望む者。様々な事象に自分の
意見を述べられることも必要。ＴＯＥＩＣ５００以上、もしくは同等レベルがのぞましい。各回のテーマはクラ
スの状況次第で順番、関わる時間数等適宜変更する。事前事後180分程度の学習時間が必要です。

テキスト 『英会話・ぜったい・音読　入門』
プリント配布

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

なし

備考 20年にわたる数々の国際会議やスポーツ大会での通訳経験をもとに、学生さんたちに通訳とは何をするものか、
お伝えしていきたいと思います。本講座では通訳に必要なリスニング力や英語力、日本語力、表現力等の総合的
な向上を目指します。また通訳実践に役立つ、マイクを使っての発表もありますが、みんなの前で発表する経験
を通じて、真っ白にならない、様々な場で役に立つ精神力も培っていきます。演習１では主に逐次通訳のトレー
ニングを行います。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
講義概略、自己紹介 講義内容の説明　自己紹介 自己紹介を英語で準備 自己紹介の通訳準備

2
通訳とは、自己紹介の通訳 通訳全般について 自己紹介の通訳準備 教材の音読

3
リスニング力パワーアップ１ True storyを聞き理解して発表する

speed readingの紹介
教材の音読 教材の音読

4
リスニング力パワーアップ２ スピードリーディング実践 教材の音読 教材の音読

5
区切り聞き、リピーティング 歓迎会のスピーチを通し区切り聞き、

リピーティングの練習
教材の音読 区切り聞き練習

6
ワードリスト作成 学長スピーチを通してワードリストの

作成、通訳
課題の準備 学長スピーチ練習

7
セグメント判断 課題を通してセグメントの判断を練習 課題の準備 セグメント判断練習

8
サイトトランスレーション サイトトランスレーションの紹介およ

び実践
課題の準備 サイトトランスレー

ション練習

9
サイトトランスレーション サイトトランスレーションの実践 課題の準備 サイトトランスレー

ション練習

10
英日通訳シュミレーション ”健康”の課題紹介 課題の準備 課題の練習

11
英日通訳シュミレーション 課題の通訳 課題の準備 課題の練習

12
シャドーイング シャドーイングの紹介、実践 課題の練習 課題の練習

13
頭ごなし訳 頭ごなし訳の紹介、実践 課題の練習 課題の練習

14
日英通訳シュミレーション ”家族”の課題紹介 課題の練習 課題の練習

15
日英通訳シュミレーション 課題の通訳練習 課題の練習 課題の練習

16
プレゼンテーション通訳、フィード
バック

自分の家族を各自英語で紹介、通訳、
フィードバック

プレゼンテーション準
備

これまでのまとめ



評価方法
評価のポイント

【平常点】
態度、行動観察
積極的な授業態度（遅刻
は認めない）

【課題、クラスでの発
表】
宿題をしてくる。要点を
理解しまとめている

【プレゼンテーション】
発表内容、取り組み状況
等

【授業参加】
なるべく休まず、積極的
に授業に参加する

合計

20 30 30 20 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

英語通訳演習Ⅱ

Seminar in English Interpretation Ⅱ

授業コード： B3150

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 3年 2単位 選択

担当教員

佐野春枝

キャリア・イングリッシュ専攻 2 演習 HCE2308-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 英語通訳演習Ⅰで学んだ内容をさらに深める。実践力を習得する。Ⅰと同じく語彙力、リスニング力、英作文
力、記憶力、スピーキング力を高め、人の話をメモとり、再現することも訓練する。様々な通訳メソッドを通し
て総合的な英語力の向上を図る。

到達目標 洗練された日本語での訳出、わかりやすい英語での訳出し、簡単な英語でのスピーチも同時通訳できるようにな
る。

履修の留意事項 将来通訳者を目指すものである必要はないが、通訳に興味があり、やってみたいと望む者。様々な事象に対して
自分の意見を述べられることも必要。TOEIC500以上もしくは同等レベルが望ましい。各回のテーマはクラスの状
況次第で、順番、関わる時間数など適宜変更する。この科目は事前事後学修に毎回180分程度が必要です。

テキスト 『英会話・ぜったい・音読　入門』、プリント配布

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

なし

備考 20年にわたる数々の国際会議やスポーツ大会での通訳経験をもとに、学生さんたちに通訳とは何をするものか
を、お伝えしていきたいと思います。本講座では通訳演習1に引き続きリスニング力や英語力、日本語力等の総
合的な向上を目指すとともに、同時通訳に必要な瞬発力の向上にも力を入れます。演習Ⅱでは主に同時通訳のト
レーニングを行います。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
英語通訳演習Ⅰで学んだことの復習 Speed reading check、シャドーイン

グ、他
前期の授業内容を総復
習

前期授業内容の総復習

2
リスニングと要約通訳 Storyのリスニング、要約 教材の音読 教材の訳出、通訳準備

3
ウイスパリング通訳 Storyのウイスパリング通訳 教材の音読、通訳練習 教材の音読

4
通訳基本練習 食べ物に関する短文の通訳練習 教材の音読 教材の通訳練習

5
通訳基本練習 食べ物に関する短文の同時通訳、発表 教材の通訳練習 教材の音読

6
数のクイックリスポンス 数のクイックレスポンス練習 教材の音読 課題の練習

7
リスニングと要約 Storyのリスニング、要約 課題の練習 教材の音読、通訳練習

8
ウイスパリング通訳 Storyのウイスパリング通訳 教材の通訳練習 教材の音読、通訳練習

9
通訳基本練習 スポーツに関する短文の練習 教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

10
通訳基本練習 スポーツに関する分の同時通訳、発表 教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

11
要約通訳 ＳＵＭＯに関する要約通訳練習 教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

12
要約通訳 ＳＵＭＯに関する要約通訳練習、発表 教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

13
通訳基本練習 旅行と自然に関する短文通訳練習 教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

14
通訳基本練習 旅行と自然に関する短文通訳練習、発

表
教材の音読、通訳練習 教材の音読、通訳練習

15
プレゼンテーション スポーツか旅行に関するプレゼンテー

ション
発表

プレゼンテーションの
準備

プレゼンテーション通
訳の準備

16
プレゼンテーションの通訳、 フィー
ドバック

上記プレゼンテーションの同時通訳か
逐次通訳

プレゼンテーション通
訳の準備

これまでのまとめ



評価方法
評価のポイント

【平常点（出席、態度観
察））】
出席、積極的な授業態度

【課題、レポート】
期日を守る。要点を理解
しまとめている

【プレゼンテーション】
発表内容、取り組み状況
等

合計

20 20 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

英語で紹介する日本

Introducing Japan in English

授業コード： B5050

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ３年 ２単位 選択

担当教員

パトリック・ベンケ

キャリア・イングリッシュ専攻 １・２・３ seminar HCE2313-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 日本の伝統や文化に基づく事柄をいかに、外国の人々に理解してもらうかを考え学ぶ。その為には、それらの事
柄を英語で理解することが必要である。それを発言できる英語力も必要となる。
この講義では、トピックを決め、上記のための知識及び英語力の向上を目指す。

到達目標 Students will be able to explain traditional and modern culture to non-Japanese using English.
Students will be able to talk about some key points of Japanese history and society in English.
Students will be able to discuss and write about the above in English.  Students will be able to
express their personal interests or experiences regarding the above in English.

履修の留意事項 この科目は事前、事後学修に毎回180分程度必要です。
受講途中で履修を放棄する場合は必ず担当教員にその旨を伝えること

テキスト プリントを配布する

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

Bring a dictionary and class notes to each meeting.

備考 The instructor will include lecture material based on what interested students when he taught
Japanese culture in a Wisconsin junior high school and senior high school.

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
Course introduction and
explanation;  daily life in Japan

Talk about personal exchange with
people of other nations.

Look over the course
syllabus.

Review class notes.
Review the course
syllabus.

2
Japanese school system, school
life, and work

Talk about Japanese school
systems, school life, and work.
Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.

3
Japanese food and diet Talk about Japanese food and diet.

Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.
Gather thoughts for
composing a paragraph
about one aspect of
Japanese life.

4
religions in Japan; spiritual life Compose one paragraph about one

aspect of Japanese life.  Talk
about religions in Japan.
Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.
Gather thoughts for
giving a presentation
about one aspect of
Japanese life.

5
short presentations; Japanese
etiquette and manners

Give a short presentation to
classmates about one topic covered
in the course thus far.  Talk
about Japanese etiquette and
manners with classmates and
instructor.

Prepare a
presentation about
one of the topics
covered in the course
thus far.  Prepare
one page of English
notes about the next
meeting's topic.

Review class notes.

6
short presentations; Japanese
culture

Give a short presentation to
classmates about one topic covered
in the course thus far.  Talk
about Japanese etiquette and
manners with classmates and
instructor.

Prepare a
presentation about
one of the topics
covered in the course
thus far.  Prepare
one page of English
notes about the next
meeting's topic.

Review class notes.

7
atomic bombing Talk about atomic bombing of

Hiroshima and Nagasaki.  Exchange
ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.

8
family life in Japan Talk about your family life and

family life in general in Japan.
Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.

9
events and festivals Talk about Japanese events,

festivals, celebrations,
commemorations. Exchange ideas
with classmates and instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.



10
Japanese crafts; "made in Japan" Talk about Japanese crafts.  Talk

about something &amp;amp;quot;made
in Japan.&amp;amp;quot; Exchange
ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.

11
Japanese economy Talk about the Japanese economy.

Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.
Gather thoughts for
giving a presentation
about one course
topic.

12
politics in Japan Talk about Japanese politics.

Exchange ideas with classmates and
instructor.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

Review class notes.
Gather thoughts for
giving a presentation
about one course
topic.

13
student presenations and
discussion

Give a presentation to classmates
about one topic covered in the
course thus far.  React to
classmate presentations.

Prepare a
presentation about
one of the topics
covered in the course
thus far.

Review class notes.

14
student presenations and
discussion

Give a presentation to classmates
about one topic covered in the
course thus far.  React to
classmate presentations.

Prepare a
presentation about
one of the topics
covered in the course
thus far.

Review class notes.

15
about Kumamoto Talk about Kumamoto.  Exchange

ideas with classmates and
instructor.  Review the course.

Prepare one page of
English notes about
the next meeting's
topic.

評価方法
評価のポイント

平常点（class
participation and
behavior）

assignments quiz presentations
合計

30 30 10 30 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

現代社会とメディア

Media in Modern Society

授業コード： B4570

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ３年 ２単位 選択

担当教員

春木進

キャリア・イングリッシュ専攻 3 講義 HCE2335-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 現代社会においては、インターネットの発達によってメディアの変容が大きく、情報の意味や価値も大きく変
わっている。新聞や書籍の販売、会社経営も厳しくなっている。情報の多様化は功罪が伴うもので、その特質を
理解することが大事になる。本講義では、メディアの変容について、新聞記者の立場も交えながら考える。

到達目標 メディアの変容を理解し、情報の発信、受信を安全に行うことができるようになる。

履修の留意事項 口頭や文章で意見の発表を求める。聞くだけの講義は行わない。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト 必要な資料は配布する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

参考となる書類などは随時紹介するので、購入することが望ましい。

備考 熊本日日新聞社で主に教育問題を担当する編集委員、論説委員を務めており、これまで約30年間にわたって、教
育システムの課題や教育現場の問題について取材報道を行ってきた。その体験を踏まえて、現実に起きた問題や
事件などを報道した記事を交えて報告し、特に先進国の教育の在り方や今後の方向性について考えてもらう講義
を行う。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ガイダンス 授業の内容と予定について詳しく述べ

る。
シラバスを読んでおく
こと

資料の整理を行う

2
新聞の誕生 新聞が誕生して発達してきた歴史を学

ぶ
新聞を読んでおく 新聞の特質についてま

とめる

3
新聞をつくる 新聞がどのようにつくられるか。記事

を書いてみる
新聞のコラムを読んで
おく

コラムを書く

4
新聞の違い 日本と外国の新聞の違いについて学ぶ 主要海外紙の名前を調

べる
学んだことを整理する

5
新聞の衰退 なぜ新聞が衰退しているのか、その背

景を考える
自分の考えをまとめて
おく

資料を読む

6
テレビの興亡1 テレビはどのように発達し、今はどの

ような課題を抱えるのかを学ぶ
新聞のテレビ欄を見て
おく

紹介した本を読む

7
テレビの興亡2 受信料と広告費について考える テレビ広告費の推移を

調べておく
配布した資料を整理す
る

8
出版の危機 活字メディアの危機は出版社の経営も

不安定にしている
関係する数字を調べて
おく

要点をまとめる

9
ルポの衰退 出版の衰退はルポの分野にも及んでい

る
優秀なルポについて調
べておく

ルポを読んでみる

10
ネットの登場 インターネットの特徴を考える インターネットの歴史

を調べておく
授業内容を整理する

11
SNSとコミュニケーション SNSの発達は個人間の会話をどう変え

たのか考える
SNSの特徴を調べておく 配布した資料を読んで

おく

12
SNSとマスコミ 新聞業界のSNS対応の現状 新聞のネット版を見て

おく
学んだことを整理する

13
SNSと政治 政治家がSNSを多用することの功罪を

調べる
ポピュリズムの意味を
調べる

配布した資料を整理す
る

14
情報の価値 情報の取捨選択について学ぶ デマの心理について調

べる
授業の整理を行う

15
テスト テスト 試験の準備をする

16
情報社会の今後授業のまとめ これまでの授業を振り返る 授業の記録を整理して

おく

評価方法
評価のポイント

【平常点】
出席回数を満たし、授業
中の意見発表にも積極的
であること。

【レポート】
講義の最終回にレポート
形式の試験を行う。

合計



30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

プログラミング言語

Programming Language

授業コード： B4100

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 選択

担当教員

椛一喜

キャリア・イングリッシュ専攻 1・2・3 演習 HCE2234-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 Ｃ言語による基本的な文法の理解。エンドユーザ・コンピューティングという言葉に象徴されるように、最近で
はコンピュータを利用する者の関心が市販のソフトウェアを日常生活にどのように生かしてゆくかということに
移ってきている。しかしながら、本来、コンピュータは自らの意のままに動かしてこそ真価を発揮するものであ
る。自分の書いたプログラムが正しい結果を出力した時の喜びは何物にも代えがたい。本講義では最も汎用的な
コンピュータ言語であるＣ言語に関する文法とプログラム作成基礎の講義と演習を行う。

到達目標 Ｃ言語を用いたデータの入出力やカレンダーのプログラミングができる。

履修の留意事項 １．履修対象者は、開講学科（専攻）のみの学生とする。
２．履修届者数が１クラス30名を超える場合は、第1回目授業において、当初履修届者の出席者を優先とするく
じ引き等を行い、結果、選ばれなかった者は次年度以降に履修するものとする。
この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 情報処理技術者テキスト
プログラミング入門　Ｃ言語（実教出版）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 電子応用機械技術研究所の工学系研究者として、信号・画像処理関係の研究に携わり、プログラミング言語のC
言語やMatlab言語を用いてM系列による信号・画像処理の研究開発を行た経験をもとにプログラミング言語の講
義を行います。最初にプログラム開発環境の解説と簡単なプログラミングを行い、次に、ハードウェア制御等を
可能とする低級言語は文系の本学では要求されないので、その領域を除いた汎用的高級言語についてC言語の文
法解説と演習を交えて実施します。最後に万年カレンダーの表示プログラムにおいて、段階的プログラムを経て
万年カレンダーを完成させアルゴリズムを理解させます。結果、論理的思考と小学校でのプログラミング教育に
役立つと考えます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
Ｃ言語コンパイラーの使い方及び言語
形式の解説

講義のオリエンテーションを行い，
Borland C++ Compilerの使い方の説
明。基礎的なプログラム言語の理論お
よびＣプログラム形式の解説。

C言語によるプログラム
とは何かの事前調査

Borland C++ Compiler
によるプログラムのコ
ンパイル方法の修得

2
数値計算 プログラムにおける変数の概念を説明

し、実際に変数を使った数値計算の
コードを作成する。

教科書第２章の熟読 授業内容の復習と演習
問題の実施

3
選択で処理を変える（簡単な判定） if文を使った簡単な条件の判定につい

て、フローチャートと比較しながら学
ぶ。

教科書第３章簡単な判
定の熟読

授業内容の判定処理の
アルゴリズム理解

4
選択で処理を変える（複雑な判定） if文が入れ子になっている複雑な構造

と論理演算子を用いたプログラムにつ
いて学ぶ。

教科書第３章複雑な判
定の熟読

授業内容の複雑な判定
処理アルゴリズムの理
解

5
選択で処理を変える（多肢選択） switch、break文を使った複雑な選択

肢への分岐のコードを作成する。
教科書第３章多肢選択
の熟読

授業内容の復習と演習
問題の実施

6
繰り返し処理（for文） for文、複合代入演算子、インクリメ

ント・デクリメント演算子を使って繰
り返し処理を行う使い方を学ぶ。

教科書第４章for文の熟
読と例題の検討

授業の例題の復習とfor
文の理解

7
繰り返し処理（while, do-while文） while文及びdo-while文の使い方を学

習し，for文、互いのwhile文と比較す
ることによりやや高度な繰り返し処理
を学ぶ。

教科書第４章while文、
do-while文の熟読と例
題の検討

授業のwhile及び
do-wile文の復習と演習
問題の実施

8
配列とは（１次元配列） 複数のデータをまとめて取り扱う場合

の配列の基本的な使い方を学ぶ。
教科書第５章１次元配
列の熟読と例題の検討

授業の例題の復習と1次
元配列の理解

9
配列とは（２次・多次元配列） ２次元配列での繰り返し処理と３次元

配列の使い方及びメモリーイメージを
学ぶ。

教科書第５章２次元配
列の熟読と例題の検討

授業の２次元配列の復
習と演習問題の実施

10
データ入力その１ 関数scanfを使った数値と文字の入力 教科書第6章数値・文字

の入力の熟読と例題の
検討

授業の例題の復習と数
値と文字入力の理解

11
データ入力その２ 関数scanfとホワイトスペース並び文

字列の入力
教科書第6章scanfと文
字列の入力の熟読と例
題の検討

授業のscanfと文字列入
力の復習と演習問題の
実施

12
ファイル処理と総合演習 テキストファイル処理と総合演習問題 教科書第10章テキスト

ファイル処理の熟読及
び第11章総合演習問題
の検討

授業の例題と演習問題
の実施及び総合演習問
題の復習



13
カレンダーの作成１ １日の曜日指定のアルゴリズムによる

閏年無しのカレンダー作成
１日の曜日指定のカレ
ンダー作成の要点の検
討

１日の曜日指定による
アルゴリズムの理解と
プログラム完成

14
カレンダーの作成２ １日の曜日決定アルゴリズムと閏年有

のカレンダー作成
１日の曜日決定及び閏
年カレンダー作成の要
点の検討

１日の曜日決定アルゴ
リズムの理解とプログ
ラム完成

15
カレンダーの作成３ 万年カレンダーアルゴリズムによるカ

レンダー作成と試験対策
万年カレンダーのアル
ゴリズムの調査

万年カレンダーの完成
と試験対策

16
試験及び試験のフィードバック プログラミングにおける文法の総合的

な試験及び定期試験のフィードバック
試験問題の予想及び対
策

C言語文法の再確認

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
授業参加態度

【定期試験】
合計

40 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

ソフトウェア検定演習

Seminar in Software Certification

授業コード： B4600

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ３年 ２単位 選択

担当教員

富重君子

キャリア・イングリッシュ専攻 1・2・3 演習 HCE2337-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 文書処理技能認定試験「Word１級」の合格を目的とした演習を行うとともに、社会で必要とされる即戦力を身に
つけるよう、より高度な機能の使い方を習得する。
※７月（予定）に実施される情報処理検定試験において、Word１級に合格した者には『優』の評価を与える（規
定の出席回数は満たしておかねばならない）
ただし、検定の受験は必須ではない。

到達目標 Microsoft Wordを用いて高度な文書処理を行うことができる。
同時に、パソコン、表計算（Excel）、ワープロ、ビジネス文書に関する高度な実践的技能を駆使して業務処理
を効率化することができる。

履修の留意事項 ※Word２級範囲を把握しておくこと。
１．履修届者数が１クラス30名を超える場合は、第１回目授業において、当初履修届者の出席者を優先とする履
修調整を行う。
２．試験において、不注意で解答のデータを消失した場合は０点とする。
３．欠席５回以上の者は、試験を受験できない。
４．履修の条件：「情報処理検定演習１」を受講済みであること
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト 「Word文書処理技能認定試験1･2級問題集2016対応」
（株）サーティファイ

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 　カルチャスクール業界でのフランチャイズ教室においてワープロ・パソコンの指導者として、ワープロ・パソ
コン教室の指導・運営及び行政委託と民間企業の従業員研修のＩＴ講習並び専門学校講師と多様な業種間での実
務経験を踏まえ、ＩＴ業界の社会人に必要なスキルと即戦力を習得できる講義を行います。
　講義内容は、Microsoft Wordを用いて高度なビジネス文書処理を行うことができると共に表計算（Excel）機
能を取り込みながら業務処理を効率化することが出来るよう指導していきます。
　また、最終的に（株）サーティファイのWord１級取得を目標とし、長年取り組んできた実務経験を活かして資
格取得を指導していきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
導入
Word２級問題の復習

シラバスの確認、講義の目的，情報処
理検定合格の意義など
Word２級サンプル問題

Word２級問題集の実技
練習問題

授業で練習した２級サ
ンプル問題の復習

2
Word１級問題演習 １級テーマ別知識問題１，実技練習問

題１
（ページ設定・ヘッダー・フッターの
作成・スタイルの定義）

テーマ別知識練習問題
１の予習

実技練習問題１の問題
１の復習

3
Word１級問題演習 テーマ別知識問題２，実技練習問題１

（脚注・リンク貼付け・表の編集・図
の挿入～編集）

テーマ別知識練習問題
２の予習

実技練習問題１の問題
２～３の復習

4
Word１級問題演習 テーマ別知識問題３，実技練習問題１

（ExcelﾌｧｲﾙをRTF形式で貼付け・ﾜｰﾄﾞ
ｱｰﾄ・目次・索引・ﾊｲﾊﾟｰﾘﾝｸの挿入・
計算式）

テーマ別知識練習問題
３の予習

実技練習問題１の問題
４～５の復習

5
Word１級問題演習 テーマ別知識問題４，実技練習問題２

（テンプレート作成）
テーマ別知識練習問題
４の予習

実技練習問題２の問題
１の復習

6
Word１級問題演習 テーマ別知識問題５，実技練習問題２

（描画キャンパス・SmartArt）
テーマ別知識練習問題
５の予習

実技練習問題２の問題
２～３の復習

7
Word１級問題演習 テーマ別知識問題６，実技練習問題２

（表紙の挿入）
テーマ別知識練習問題
６の予習

実技練習問題２の問題
４～５の復習

8
Word１級問題演習 テーマ別知識問題７，実技練習問題３ テーマ別知識練習問題

７の予習
実技練習問題３の問題
１～2の復習

9
Word１級問題演習 実技練習問題３

（ページ罫線・ページの色）
実技練習問題１～３の
確認

実技練習問題３の問題
３～５の復習

10
Word１級問題演習 知識模擬問題１，実技模擬問題１ 知識模擬問題１の予習 実技模擬試験問題１授

業内容の復習

11
Word１級問題演習 実技模擬問題１ 実技模擬問題１の予習 実技模擬試験問題１授

業内容の復習

12
Word１級問題演習 実技模擬問題２ 知識模擬問題２の予習

実技模擬問題２の予習
実技模擬試験問題２授
業内容の復習



13
Word１級問題演習 実技模擬問題３ 知識模擬問題３の予習

実技模擬問題３の予習
実技模擬試験問題３授
業内容の復習

14
試験対策・復習 試験手順及び試験対策・質疑応答

検定用サンプル問題（知識・実技）
実技模擬問題１～３の
確認

検定用サンプル問題の
復習

15
定期試験 総合演習的な定期試験問題 問題集の復習 文書処理技能認定試験

対策

16
まとめ 定期試験問題の解説・確認

授業要点のまとめ
質疑応答

問題集の総復習 講義内容の自己確認

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【定期試験】
講義内容の理解度 合計

20 80 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容(人間関係)

Contents of Child Care and Education: Human Relati

授業コード： C3350

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 2年 2単位 選択

担当教員

香﨑智郁代

こども専攻（保育コース） １．２．３ 講義・演習 HEC2222-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 乳幼児期の「人とかかわる」側面の発達と、他者との関係のとり方やその指導のあり方を講義やＶＴＲ視聴、保
育実践事例分析などを通して学習する。

到達目標 子どもが他者との人間関係を形成していくために必要な保育者の援助について理解し、実践できる。
子どもの発達段階を踏まえた子どもの人間関係の在り方について理解し、説明できる。

履修の留意事項 乳幼児教育・実践について日頃から、興味や関心をもっておくこと。この科目は事前・事後学修に毎回180分程
度の時間が必要です。

テキスト 『幼稚園教育要領』
『保育所保育指針』
『体験する・調べる・考える領域　人間関係』（萌文書林、田宮縁著）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

『事例で学ぶ保育内容　領域「人間関係」』（萌文書林）
『保育内容「人間関係」』（ミネルヴァ書房）

備考 幼稚園でのクラス担任の経験を生かして、幼稚園における子どもの人間関係形成の在り方に関する基本的事項や
そこにおける保育者の援助の在り方について講義・演習を行います。はじめに、保育場面での子どもの人間関係
形成に必要な基礎的事項について机上で学ぶとともに、人間形成を促す保育者の技術について演習を通して学び
ます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション 乳幼児教育の基本的な考え方について シラバスを熟読し学習

の流れを確認する
課題レポート

2
自己理解と自己概念 なぜ人と関わることが必要なのか、自

分を知るという作業を通して自己理
解、自己概念を深める

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

3
社会・文化の中に生きる子ども 生態学的モデルを通して人間関係を考

える
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

4
領域「人間関係」がめざすものについ
て

幼稚園教育要領・保育所保育指針にお
ける「人間関係」の基本を考える

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

5
領域「人間関係」の基礎知識について 乳幼児期の発達課題、愛着の形成につ

いて理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

6
乳児の保育所における人とのかかわり
について

子どもたちとの出会いとモデルとして
の保育者について理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

7
居場所としての保育者の役割について 友達との関係と安全基地としての保育

者について視聴覚教材を通して理解す
る

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

8
自己主張と自己抑制について 友達とのトラブルを通して自分と他者

に気付く様子について視聴覚教材を通
して理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

9
園生活の充実感を支えるものとして、
遊びのなかでの人との関わりについて

遊びのなかでの人との関わりと問題を
解決していく姿について視聴覚教材を
通して理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

10
個の育ちと共同性の育ちについて 発達段階における子どもの個の育ちと

共同性の育ちとの関係について事例を
通して理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

11
保護者とのかかわりについて 保護者と良好な関係を築くことの大切

さについて事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

12
保育者同士のかかわりについて 保育者の言動から学ぶ子どもの姿につ

いて事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

13
かかわりの育ちをみる 子どもを「見る」とはどのようなこと

か事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

14
領域「人間関係」をめぐる諸問題 近年の人間関係をめぐる諸問題につい

て事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

15
まとめ 講義内容の総復習 これまでの内容を振り

返っておく
自己の課題を明確にす
る

評価方法
評価のポイント

【平常点】
受講態度

【課題・レポート】課
題・レポートを提出する
こと

合計



30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

保育内容(環境)

Contents of Child Care and Education: Environment

授業コード： C3400

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 2年 2単位 選択

担当教員

香﨑智郁代

こども専攻（保育コース） １．２．３ 講義・演習 HEC2205-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 乳幼児が身近な環境にかかわって興味や関心を広げ、好奇心や探求心を深めていく姿について事例を通して理解
する。
保育の環境構成のあり方、保育者の援助のあり方について体験を通して学習する。視聴覚教材などを活用し、保
育現場における環境構成について具体的に学ぶ。

到達目標 保育における環境の大切さを理解し、説明できる。
環境構成の方法について理解し、実践できる。
人的環境としての保育者の重要性について理解し説明できる。

履修の留意事項 授業中に提示する物や教材操作の実践などに積極的に参加する。この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の
時間が必要です。

テキスト 『幼稚園教育要領』
『保育所保育指針』
田宮縁　著　『体験する　調べる　考える　領域「環境」』（萌文書林）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

『事例で学ぶ保育内容　領域「環境」』（萌文書林）
適宜、指示する。

備考 幼稚園でのクラス担任の経験を生かして、幼稚園における環境の在り方に関する基本的事項やそこにおける保育
者の援助の在り方について講義・演習を行います。はじめに、子どもにとっての環境の必要性を机上で学びま
す。その後、事例を通して、子どもと環境との関わり方やそこにおける保育者の環境構成の在り方について理解
を深めます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
乳幼児教育の基本 乳幼児教育の基本的な考え方について

「環境」の基礎的内容と他の領域との
関係について

シラバスを熟読し、学
習の流れを確認する。

授業を振り返るレポー
トを課す。

2
「環境」とは　人間の生活と環境 現代の子どもを取り巻く環境の変化に

ついて事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

3
生命の営みに触れる 保育施設で栽培されている野菜や花、

植物について体験を通して理解する。
教科書の該当箇所を読
み、自分の育てる植物
について調べる

課題レポート

4
自然と触れ合い感動する 自然との触れ合いを通した子どもの感

性の育ちについて理解する。
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

5
園外保育の体験 園外保育の必要性、配慮点を理解す

る。
教科書の該当箇所を読
み、フィールドビンゴ
を作成する

課題レポート

6
物事の法則性に気づく 環境のなかにある物の特性について体

験を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

7
季節感を味わう 行事の由来と保育施設での取り上げら

れ方について事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

8
自然を取り入れて遊ぶ 自然を取り入れた遊びの内容について

事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

9
身のまわりのものに愛着を持つ 牛乳パックや紙皿などの身近にあるも

のを使った遊びについて体験を通して
理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

10
科学を体感する マグネットや磁石を使った遊びについ

て体験を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

11
数量・図形に親しむ 保育室内・外にある数量や図形につい

て事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

12
標識や文字の必要性について 保育室内・外にある標識や文字につい

て体験を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

13
身近な情報や施設を生かし、生活を豊
かにする

地域の情報誌や地域マップについて事
例を通して理解する
地域の施設との関わりについて事例を
通して理解する

教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

14
指導計画のなかの環境構成 子どもの自発的活動を促す環境設定の

在り方について事例を通して理解する
教科書の該当箇所の精
読

課題レポート

15
まとめ 講義内容を振り返り、まとめる 講義内容を振り返って

おく
自己の課題を明確にす
る



評価方法
評価のポイント

【平常点】
受講態度

【課題・レポート】
テキストの各章毎に出す
課題と１回のレポートを
提出すること

【授業参加・研究意欲】
授業回数の内、８割以上
出席をしていること

合計

20 50 30 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

こども家庭福祉 授業コード： C6040

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 １年 ２単位 選択

担当教員

永野典詞

こども専攻保育コース 1.2.3 講義 HEC1121-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 本講義では、こども家庭福祉の現状と課題について理解する。　また、子どもや若者が将来に夢を持ち生きる力
を培うための方策を考え、また、その基盤となる家庭の養育力を支える施策について解説し資料をもとに、学生
と教員が共に議論する。
　さらに、喫緊の課題と考えられる子育て支援、障害児支援、社会的養護や虐待問題など身近な問題を題材に支
援のあり方を考える。
　こども家庭福祉の基本的な知識と技術を習得することを目的とする。

到達目標 ①日本の児童家庭福祉の現状と課題を具体的に説明できる。
②わが国の社会構造、子育て・子どもの育つ環境を理解することで、今後の子どもが健やかに育つための方策を
述べることができる。

履修の留意事項 出席および積極的な授業参加を求める。また、グループ学習を行うため、欠席時は事前に連絡する。課題レポー
トは必ず提出すること。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト 伊藤良高・永野典詞・三好明夫・下坂剛〔編〕『新版 子ども家庭福祉のフロンティア』（晃洋書房）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

伊藤良高・永野典詞・中谷彪・〔編〕『子ども・若者政策のフロンティア』（晃洋書房）

備考 大学付属保育園の園長として主に、園全体のマネジメント、保育士の専門性と質の向上としての教育、研修に取
り組んできた経験を生かして、子ども家庭福祉の現状について事例を用いながら、子どもを取り巻く環境につい
て説明します。
まず、保育現場における子どもの現状と課題、社会における家庭の現状と子どもの生活を実例を通じて伝えてい
きます。そして、子どもの主体生活を育むための手立てなどについて現場経験を踏まえて分かりやすい授業を行
います。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
保護者と子どもの幸せとこども家庭福
祉

子どもと親の幸福から児童家庭福祉の
あり方を考え、議論する。

シラバスを熟読し学習
の流れを確認する。

子どもと保護者の幸せ
についてレポートを課
す。

2
こども家庭福祉の成立と展開 日本のこども家庭福祉の歴史的変遷を

振り返り、子どもの育ち、家庭や地域
との関わり、支援が必要な子どもの存
在などについて説明する。

テキストの精読「第2
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

こども家庭福祉の成立
についてレポートを課
す。

3
家庭における子育てとこども家庭福祉 現代の子育てについて児童家庭福祉の

視点から考え、問題や課題について説
明する。

テキストの精読「第3
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

家庭における子育ての
現状についてレポート
を課す。

4
子どもの人権 子どもの人権と子どもの貧困の状況を

概観し児童家庭福祉の課題を考察す
る。

テキストの精読「第3
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

子どもの権利擁護につ
いてレポートを課す。

5
子ども・子育て支援制度の理解 子ども・子育て支援制度について学

ぶ。新たな制度の問題や課題について
説明する。

子ども・子育て支援制
度を調べレポートす
る。

子ども・子育て支援制
度についてレポートを
課す。

6
子ども虐待の現状と課題 日本における子どもの虐待について

データを用いて説明する。現状の理解
と課題解決について議論する。

テキストの精読「第5
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

子ども虐待の現状につ
いてレポートを課す。

7
社会的養護と児童家庭福祉 社会的養護の理念や役割を学び、2年

生で学ぶ社会的養護や保育実習の基本
的な考え方を説明する。

テキストの精読「第6
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

社会的養護についてレ
ポートを課す。

8
子どもの権利と児童家庭福祉 子どもの権利について子どもの権利条

約を題材に考察する。また、現在の子
どもの家庭福祉の現状と子どもの権利
について考える。

子どもの権利条約を子
どもがわかるように翻
訳する。

子どもの権利条約をま
とめる。

9
ひとり親家庭への支援 ひとり親家庭の現状と課題を説明し、

問題や課題について議論する。
テキストの精読「第10
章」およびひとり親家
庭の現状を調べレポー
トする。

ひとり親家庭の支援に
ついてレポートを課
す。

10
少年非行 少年非行と児童家庭福祉の関わりを説

明する。
テキストの精読「コラ
ム3」および日本の少年
非行の現状を調べてお
くこと。

少年非行と現代社会に
ついてレポートを課
す。



11
障害児福祉 障害児の定義、障害児への施策の現状

を説明する。社会や個人の対応など、
身近な問題から考察する。

テキストの精読「第9
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

障害児保育についてレ
ポートを課す。

12
こども家庭福祉の専門職 子どもや家族が抱える福祉問題の解決

に向けて支援を行う福祉専門職の機能
や役割について説明する。

テキストの精読「第8
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

こども家庭福祉の専門
職について、その役割
と課題をまとめる。

13
保護者支援としてのカウンセリング 保護者支援におけるカウンセリング技

法、方法論などについて説明する。
テキストの精読「第11
章」およびわからない
用語は事前に調べてお
くこと。

カウンセリング技法に
ついてレポートを課
す。

14
保育ソーシャルワーク 保育とソーシャルワークの関係や求め

られる知識・技術について説明する。
テキストの精読「コラ
ム4」、指定する図書を
読み要約する。

保護者支援と保育ソー
シャルワークについて
レポートを課す。

15
定期試験 児童家庭福祉の総括と理解度のチェッ

ク。
これまでの学習を省察
し、試験勉強をする。

課題の整理。

16
授業の省察 これまでの授業を振り返り、児童家庭

福祉の課題や問題についてグループで
発表する。

グループ発表をまとめ
ておく

発表された内容を振り
返る。

評価方法
評価のポイント

主体的な授業参加、積極
的な発言、グループワー
ク参加状況。

レポート内容。 グループ発表内容。 定期試験。
合計

20 30 10 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

社会福祉

Social Welfare

授業コード： C6050

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 1年 2単位 選択

担当教員

永野典詞

こども専攻（保育コース） 1,2,3 講義 HEC2106-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 本講義では、社会福祉の成立と理念を理解し、社会福祉の歴史的変遷を概観することで、現在の社会福祉の現状
を批判的に考察する。また、現代社会と国民生活について学生自らの生活を踏まえ、人々がよりよく生きること
の意味を考え、社会福祉の課題や問題を明らかにする。
　さらに、高齢者、障害者、子ども、家庭など社会的支援が必要とされる対象者を正しく理解し援助が必要な
人々の暮らしを支えるための法律、行政組織、相談援助、専門職について理解を深める。
　上述したことから、保育者としての基本的な社会福祉の知識を得ることを目的とする。

到達目標 ①わが国と諸外国の社会福祉制度について基本的な概要、理念、定義を知り説明できる。
②わが国の社会福祉の現状を学び国民生活との関連を考察することで、身近な福祉問題を具体的に説明できる。
③社会福祉について当事者視点で問題や課題を指摘できるようになる。

履修の留意事項 出席を重視する。また、グループ学習を求めるため、欠席時は事前に連絡する。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト ・井村圭壮編『社会福祉の成立と課題」』（勁草書房）
・伊藤良高編『教育と福祉の課題』（晃洋書房）
・教育フロンティア研究会〔編〕『2019年版ポケット教育小六法』（晃洋書房）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

・伊藤良高・永野典詞・中谷彪〔編〕『保育ソーシャルワークのフロンティア』（晃洋書房）

備考 社会福祉士としての臨床現場での経験を生かして、社会福祉の対象者である、障がい（児）者、高齢者、その他
支援が必要な人々の幸福に生きるための手立てについて、社会福祉の制度や実践事例を通じて講義を行います。
まず、社会福祉の歴史を踏まえて、各種福祉制度の成り立ち、社会福祉とはい何か、なぜ必要とされているの
か、社会福祉の基本事項の理解を深めます。次に、保育現場における社会福祉の各種制度の理解の必要性につい
て実例を通して説明していきます。
そして、障がい（児）者、高齢者、その他の支援を必要とする人々の支援事例を紹介し、支援を受ける人々を理
解し、支え寄り添うことができるような保育者養成を目指します。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
社会福祉の成立と理念 社会福祉の学びについて説明し、社会

福祉の成立過程とその理念について解
説する。

シラバスを熟読し学習
の流れを確認する。

社会福祉の成立と歴史
について振り返りのレ
ポートを課す。

2
現代の社会福祉の課題 現代社会の福祉問題として少子高齢化

を取り上げ、対象者の福祉ニーズにつ
いてその動向を解説する

少子高齢会について新
聞を読みコメントを記
入する

福祉ニーズについてレ
ポートする。

3
社会福祉の歴史① 欧米の社会福祉の歴史的変遷を説明す

る。
テキスト指定頁の精読
と要約。

授業内容の要約をレ
ポートする。

4
社会福祉の歴史② 日本の社会福祉の歴史的変遷を説明

し、現在の社会福祉の現状を批判的に
考察する。

テキスト指定頁の精読
と要約。

授業内容の要約をレ
ポートする。

5
社会福祉とソーシャルワーク ソーシャルワークの原理･原則及び基

本的技術を解説する。
前時限の振り返り小テ
ストの学習。

ソーシャルワークの原
理・原則についてレ
ポートする。

6
社会福祉関連法令 わが国の社会福祉関連法令について学

び、その法律の成立背景、目的などを
学ぶ。

テキスト（六法）の指
定箇所の精読。

法令の図式化。

7
児童家庭福祉 児童家庭福祉制度を概観、支援が必要

な子どもや家庭の現状について説明す
る。

現在の児童家庭福祉問
題について新聞を読み
コメントを記入する。

子育て家庭の問題をレ
ポートする。

8
高齢者福祉 高齢者福祉制度を概観し、その制度の

体系や介護保険制度について説明す
る。

高齢者福祉問題につい
て新聞を読みコメント
を記入する。

高齢化問題についてレ
ポートする。

9
障害者福祉 障害者福祉制度を概観し、ノーマライ

ゼーションや障害の考え方を詳説し、
障害者福祉の課題や問題を考察し演習
を行う。

障害者福祉問題につい
て新聞を読みコメント
を記入する。

ノーマライゼーション
の理念について事例を
用いてレポートする。

10
公的扶助 わが国の社会保障制度を概観し、公的

扶助とは何か、その制度の一つである
生活保護制度について説明する。

生活保護問題について
新聞を読みコメントを
記入する。

生活保護問題について
自分の考えをまとめ
る。

11
地域福祉 地域福祉とは何かを説明し、社会福祉

における地域福祉の役割や理念、現状
と課題について考察する。

地域福祉問題について
新聞記事を読みコメン
トを記入する。

地域福祉と保育施設の
問題を調べてレポート
する。

12
若者と社会福祉の現状 子ども･若者の現状を概観し、求めら

れる社会福祉のあり方を考察する。
子どもと若者の現状を
自身の視点で考えてく
る。

若者と社会福祉の現状
をまとめレポートす
る。



13
社会福祉従事者 社会福祉従事者の専門性と倫理につい

て解説し演習を行う。
社会福祉の専門職につ
いて予習する。

専門職の倫理について
レポートする。

14
社会福祉の課題 社会福祉の課題について説明し、今後

の地域社会のあり方、求められる視点
などについてグループワークを行う。

地域の福祉の現状を調
べ課題を述べる。

グループワークで出た
意見をレポートにまと
める。

15
定期試験 社会福祉の基本的な事柄を理解してい

るかを問う。
試験勉強 試験を省察する。

16
授業の省察 これまでの授業を振り返り、社会福祉

の課題や問題についてグループで発表
する。

テキスト精読及び発表
準備。

グループワークで出た
意見をレポートにまと
める。

評価方法
評価のポイント

主体的な授業参加、積極
的発言、グループワーク
参加状況。

グループ発表の内容、レ
ポートの内容。

定期試験。
合計

30 30 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

社会的養護

Social Nursing Care

授業コード： C6090

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 2年 2単位 選択

担当教員

永野典詞

こども専攻（保育コース） 1,2,3 講義 HEC2208-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　本講義では、わが国における社会的養護の現状と課題を考察する。まず、社会的養護の理念や概念、歴史的背
景を学び、現代社会における社会的養護と子どもと家庭を取り巻く状況を概観する。次に、児童の権利と社会福
祉制度のあり方、社会的養護の実施体制を学ぶ。さらに、社会的養護のこれまでの反省を踏まえ、家庭的養護、
家庭養護、施設養護などから考える。
　以上のことから、社会的養護の課題を踏まえて今後のあり方を検討することを目的とする。

到達目標 ①わが国の社会的養護の現状を把握し説明できる。
②わが国の社会的養護である、施設養護、家庭養護の内容を理解し説明できる。
③社会的養護の実施体制の機関や役割、実施主体を説明できる。

履修の留意事項 保育実習Ⅲ（施設）とつながることを意識しておくこと。グループ学習を求めるため、欠席時は事前に連絡す
る。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト ・相澤譲治・井村圭莊編『保育と社会的養護』（学文社）
・教育フロンティア研究会〔編〕『2019年版ポケット教育小六法』（晃洋書房）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

備考 児童養護施設のアドバイザーとしての１０年間の経験を生かし、児童養護施設で暮らす子どもたちの現状と課
題、その生活を保障する役割を持つ職員の現状と課題、さらに児童養護施設や乳児院等に求められる職員の資
質・能力、専門性を現場の視点から伝えていきます。また、数多くのケースを経験したことを、学生に伝えてい
きます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション・社会的養護とは
何か

社会的養護の学びについて説明する。
また、社会的養護の基本的な考え方を
学生と共に議論する。

シラバスを熟読し学習
の流れを確認する。

授業の振り返りレポー
トを課す。

2
社会的養護の理念と概念① 社会的養護の基本的理念を学び、子ど

もの育ちを支える考え方、子どもの最
善の利益とは何かを学ぶ

テキスト精読「第1
章」、不明な用語の
チェック。

社会的養護の理念に関
する課題レポート。

3
社会的養護の理念と概念② 社会的養護の現状の理解。少子化社会

など社会環境の変化と社会的養護を考
える。

テキスト精読「指定図
書」、不明な用語の
チェック。

少子化社会に関する課
題レポート。

4
社会的養護の歴史① 欧米における社会的養護の歴史を学

ぶ。児童権利宣言など歴史から社会的
養護のあり方を考える。

テキスト精読「第2
章」、不明な用語の
チェック。

小テストの準備。

5
社会的養護の歴史② わが国における社会的養護の歴史的変

遷を批判的に考察する。
テキスト精読「指定箇
所」、不明な用語の
チェック。

社会的養護の課題をレ
ポートする。

6
児童家庭福祉と社会的養護 児童家庭福祉と社会的養護の機能や目

的の相互関係性を学ぶ。
テキスト精読「第3
章」、不明な用語の
チェック。

児童家庭福祉と社会的
養護の関係をレポート
する。

7
児童の権利擁護 子どもの権利条約から社会的養護のあ

り方を考え、子どもの権利擁護への取
り組みなどを学ぶ。

児童の権利に関する条
約の精読、および、関
連法の児童の権利擁護
に関する条文のチェッ
ク。

児童の権利に関する条
約を翻訳（子どもが理
解できるように言語化
する）。

8
社会的養護の制度 児童福祉法など児童福祉関係法令の目

的、内容を学ぶ。
テキスト精読「第4
章」、不明な用語の
チェック。

小テストの準備。

9
社会的養護の実施体制① 児童養護施設、乳児院、知的障害児、

情緒障害児等、児童福祉の機関、施設
について学ぶ。

社会的養護関連施設の
調べ学習。

保育実習（施設）の概
要をレポートする。

10
社会的養護の実施体制② 児童養護施設、乳児院、知的障害児、

情緒障害児等、児童福祉の機関、施設
の現状と課題を学ぶ。

保育実習（施設）の概
要を調べ、発表の準備
をする。

社会的養護関係施設の
現状と課題をレポート
する。

11
家庭的養護と施設養護 施設養護、家庭的養護としての里親制

度などを学ぶ。
テキスト精読「第7
章」、不明な用語の
チェック。

授業を振り返りレポー
トする。

12
社会的養護と専門職 社会的養護における専門職とその役割

を学ぶ。
テキスト精読「第８
章」、不明な用語の
チェック。

社会的養護と保育者の
役割を整理しレポート
する。

13
社会的養護の基本原理 人権尊重、個別化など社会的養護の基

本原理を学ぶ。
テキスト精読「第9
章」、不明な用語の
チェック。

子どもの人権、社会的
養護の原理を整理しレ
ポートする。



14
児童虐待と社会的養護 児童虐待の現状とその防止について学

ぶ。また、社会的養護と虐待の意味を
考える。

児童虐待の新聞記事を
用いてコメントを付記
する。

虐待と施設養護の現状
をレポートする。

15
定期試験 社会的養護の基本的な事柄を理解して

いるかを問う。
テキストを精読、要約
し整理する。

説明できないところを
もう一度学習する。

16
授業の省察 これまでの授業を振り返り、社会的養

護の課題や問題についてグループで発
表する。

テキストの精読および
発表準備。

グループワークで出た
意見をレポートにまと
める。

評価方法
評価のポイント

主体的な授業参加、積極
的発言、グループワーク
参加状況。

課題レポート、小テスト 定期試験
合計

30 40 30 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

社会的養護内容

Contents of Social Nursing Care

授業コード： C6310

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期（前半） 2年 １単位 選択

担当教員

永野典詞

こども専攻（保育コース） 1,2,3 演習 HEC2225-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　本講義では、社会的養護の実際について事例を用いた学習を行う。また、児童の権利や保育者の責務や役割を
学び、実習に向けての知識の習得を図る。
　さらに、施設養護における実際の支援の方法として、ソーシャルワークの原理･原則からその知識・技術につ
いて学びを深める。

到達目標 ①社会的養護における子どもの権利および保育士等の倫理および責務を説明できる。
③社会的養護におけるソーシャルワークの原理･原則を説明できる。
③社会的養護におけるソーシャルワークの方法と技術を理解し実践できる。

履修の留意事項 保育実習Ⅲ（施設）とつながることを意識しておくこと。実習を踏まえて、積極的な授業への参加を求める。グ
ループ学習を求めるため、欠席時は事前に連絡する。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト ・永野典詞・岸本元気『新版　保育士・幼稚園教諭のための保護者支援　保育ソーシャルワークで学ぶ相談支
援』（風鳴舎）、2017年。
・永野典詞・岸本元気『保育士・幼稚園教諭のための保護者支援~保育ソーシャルワークで学ぶ相談支援』（風
鳴舎）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

備考 児童養護施設のアドバイザーとしての１０年間の経験を生かし、児童養護施設で暮らす子どもたちの現状と課
題、その生活を保障する役割を持つ職員の現状と課題、さらに児童養護施設や乳児院等に求められる職員の資
質・能力、専門性を現場の視点から伝えていきます。また、数多くのケースを経験したことを、学生に伝えてい
きます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション・社会的養護の実
践

講義の概要および進め方の説明。社会
的養護の実践について説明しディス
カッションする。

シラバスを熟読し学習
の流れを確認する。

授業の振り返りレポー
トを課す。

2
社会的養護における児童の権利および
保育者の責務

社会的養護の基本的理念を学び、子ど
もの育ちを支える考え方、子どもの最
善の利益とは何かを学ぶ。

テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

テキストの精読。 児童
の権利と保育者の倫理
に関するレポートを課
す。

3
社会的養護の実施体制 施設養護、家庭的養護、里親制度の特

性および実際について学ぶ。
テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

施設養護と家庭養護の
特性についてレポート
を課す。

4
社会的養護とソーシャルワーク① 社会的養護におけるソーシャルワーク

の原理・原則を学ぶ。
テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

身近な生活場面から社
会的養護を捉えレポー
トする。

5
社会的養護とソーシャルワーク② 児童養護施設、乳児院における支援を

学ぶ。
テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

児童養護施設、乳児院
における支援の留意点
をレポートする。

6
社会的養護と障がい児支援 障がい児支援施設における支援を学

ぶ。
テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

障がい児支援施設にお
ける支援の留意点をレ
ポートする。

7
社会的養護と子どもと保護者の支援 子どもと保護者の支援を中心に母子生

活支援施設およびその他の施設におけ
る支援を学ぶ。

テキスト指定箇所の精
読とまとめ。

社会的養護における
ソーシャルワークの重
要性についてレポート
する。

8
定期試験および授業の省察 これまでの学びを踏まえて、社会的養

護の課題や展望についてまとめる。
これまでの学びから社
会的養護の課題を整理
する。

整理した課題をレポー
トする。

評価方法
評価のポイント

主体的な授業参加、積極
的発言、グループワーク
参加状況。

課題レポート、小テスト レポート試験
合計

30 40 30 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

保育実習Ⅰ

Child Care Student Teaching Ⅰ

授業コード： C8200　C820C

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

２～３年 ２～３年 4単位 選択

担当教員

永野・香﨑

こども専攻（保育コース） 1,2,3 実習 HEC2218-T

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 １．保育現場での実習を通じて乳幼児の理解と保育所の機能や保育士の職能について学ぶ。また、保育に必要な
知識・マナーについて具体的に理解する。
２．実習を通じて保育者としての資質・能力・技能を獲得する。
３．幼児の実際の生活に触れ、子どもとの関わり方や発達段階について理解する。
４．社会的養護で学んだ内容を踏まえて社会的養護関連施設及び児童福祉施設の役割と機能を学ぶ。
５．社会的養護が必要な子どもの権利と実際の支援のあり方を体験する。

到達目標 １．現場体験を通じて、保育所の機能や役割を説明できる。
２．保育士としての知識や技術を習得し子どもの保育に実践できる。
３．社会的養護関連施設の機能と役割を理解し子どものケアを実践できる。
４．子どもの権利養護の視点から子どもとかかわることができる。

履修の留意事項 子どものロールモデルとなることを意識し、普段の生活から言葉遣い、態度、立ち振る舞いに留意する。
事前・事後学修として、実習期間中の記録等は適切に行うこと。

テキスト 中里操・清水陽子（監）山崎喜代子・古野愛子（編）『理論と実践をつなぐ12の扉　保育実習ガイドブック』
（ミネルヴァ書房）、2017年。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

『教育・保育実習のデザイン－実感を伴う実習の学び』東京家政大学『教育・保育実習のデザイン』研究会編、
（萌文書林）。

備考 大学付属保育園の園長として主に、園全体のマネジメント、保育士の専門性と質の向上としての教育、研修に取
り組んできた経験を生かして、保育現場における保育実習のあり方、取り組みに関する基本事項について講義、
演習を行います。
まず、保育現場に求められる人材（人間性や資質、倫理観など）とはどのような資質、能力が必要であるかを教
授します。次に、保育士としての基本的な専門知識と技術、子どもとの関わりや保護者への支援、保育士同士の
協働性などについて、実例を踏まえて演習などで理解を深めます。
そして、保育実習における子もの権利、保護者の権利、保育士の権利保障など保育現場でそれぞれの立場で互い
が認め合い支え合うことの重要性について伝えていきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1-12
保育所実習期間(12日間)2020年2月3日
(月)～2月17日(月)(予定)ねらい　保
育所の生活に参加し、乳幼児への理解
を深め、保育所の機能とそこでの保育
士の機能について学ぶ。

実習のねらいと課題の選出。子ども、
保育者との関わりから実習目標を立て
実践する。

実習目標の設定、実習
日誌の記載と省察、指
導案の作成。

1-12
施設実習期間(12日間)2020年3月2日
(月)～3月14日(土)(予定)ねらい　児
童福祉施設の役割や機能を実践から具
体的に理解する。既習の教科の内容を
踏まえ、子どもの保育・療育及び保護
者への支援について総合的に学ぶ。

実習のねらいと課題の選出。子ども、
保育者との関わりから実習目標を立て
実践する。

実習目標の設定、実習
日誌の記載と省察、指
導案の作成。

評価方法
評価のポイント

保育実習Ⅰの評価 日誌の記載および巡回指
導の評価 合計

60 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

図画工作

Arts and Crafts

授業コード： C1250　C1251　C1252　C1253

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 １年 ２単位 専門必修

担当教員

犬童昭久

こども専攻 １・２ 講義・演習 HEC1108-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 本講義では身近な素材や材料（紙や着色用具など）を用いて、基礎的な実技演習を行い、図画工作が子どもたち
にとって、より意味のある充実した学習になるように理解を深める。

到達目標 １.　多様な表現活動を関連させると共に、表現と鑑賞も関連づけた指導を行うために、それぞれの領域に含ま
れる具体的な理念と内容を把握し、作品の制作を通して発表することができる。
２.　「図画工作」を実践していく上での理解・認識と指導を行うために、基礎的な能力と発展的・応用的知見
を身につけ、文章等で発表することができる。

履修の留意事項 実技演習にて使用する加工道具（ハサミ、カッターナイフ、定規、セロテープ、のり等）や着色用具（色鉛筆
等）、また材料（画用紙や色紙）等は、各回の指示に応じ、各自で準備すること。欠席した場合には、後日担当
者に内容を聞きに行くこと。なお、当科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である。

テキスト 必要に応じて担当者が作成したプリントを配布する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

『小学校学習指導要領解説　図画工作編』（文部科学省）

備考 　担当教員は、公立学校教員として、図工美術等を指導してきた経歴がある。この経験を活かして本授業では、
「造形遊び」「絵や立体・工作」「鑑賞」の活動に関する授業方法等の理念および技術習得について教授する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション シラバスを基に講義の進め方等に関す

るガイダンスを行う。
シラバスを熟読し疑問
点をまとめる。

課題について考察し、
レポートを提出する。

2
図画工作科の活動内容 図画工作科の位置づけ、目標、内容構

成について知る。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

3
造形遊びの内容と方法① からだの感覚やからだ全体を使った活

動について、考察を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

4
造形遊びの内容と方法② 多様な造形素材をもとにした活動につ

いて、考察を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

5
絵に表す活動の内容と方法① 色づくりと彩色、描画材料の種類や特

徴について、考察と演習を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

6
絵に表す活動の内容と方法② 色づくりと彩色、描画材料の種類や特

徴について、考察と演習を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

7
絵に表す活動の内容と方法③ 具体的教材をもとに絵に表す活動の内

容と方法について、考察と演習を行
う。

プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

8
立体に表す活動の内容と方法① 立体に表す活動の内容と種類、特徴、

技法などについて、解説を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

9
立体に表す活動の内容と方法② 紙を素材とした工作に関して、考察と

演習を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

10
立体に表す活動の内容と方法③ 具体的教材を使い立体に表す活動の内

容と方法について、考察と演習を行
う。

プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

11
つくりたいものをつくる活動の内容と
方法①

色相、明度、彩度および色調にもとづ
く配色調和に関して、考察と演習を行
う。

プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

12
つくりたいものをつくる活動の内容と
方法②

色彩の基礎知識（色の見え方など）、
および色彩の感情効果（情緒的あるい
は機能的）について、考察と演習を行
う。

プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

13
つくりたいものをつくる活動の内容と
方法③

つくりたいものをつくる活動の内容と
方法について、飾る・動く・使うもの
をつくるための考察と演習を行う。

プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

14
鑑賞の活動の内容と方法 鑑賞の活動の内容と方法と情報機器の

活用について考察と実践を行う。
プリントによる指示に
従う。

テーマに関するレポー
トをまとめる。

15
試験 講義内容の定着度等を確認する。 プリントによる指示に

従う。
講義内容の定着状況を
把握し、課題を整理す
る。

16
まとめ これまでの講義を総括し、学修した内

容について確認する。
プリントによる指示に
従う。

講義内容の定着状況を
把握する。



評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
テーマに関心をもち、授
業や活動に真摯に取り組
んでいる。

【課題／レポート】
課題解決に意欲的であ
り、考察結果等を的確に
表現している。

【作品製作と発表】
作品の制作や発表等に意
欲的に取り組んでいる。

【成果発表】
これまでの学修内容につ
いて理解している。

合計

20 20 20 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

理科

Science

授業コード： C2100　C2101

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 2単位 選択

担当教員

坂本昌弥

こども専攻（児童教育コース） 1・2 講義 ＨＰＥ2211-Ｌ

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　小学校での理科を担当するのに必要な基本的実験技術の習得を目指す。
　本授業では理科の中で特に化学分野を中心に行う。
　化学分野では授業中に事故なども発生しやすいため、化学実験の指導法と留意点を習得する。

到達目標 １．溶液の調整と濃度計算が具体的にできるようになる。
２．溶液の濃度、モル、規定度の関係を理解する。
３．小学校で使用する化学実験器具の取扱いができるようになる。
４．化学実験装置を作ることができるようにガラス細工、コルクボーラーの使用ができるようになる。

履修の留意事項 　履修するために以下のことを留意すること
１．欠席を５回以上した学生は、試験を受験できない
２．無断欠席をしないこと
３．最初の授業時に講義概要と成績評価について詳しく説明する
４．この科目は、事前事後学修に毎回180分程度の時間が必要である
５．小学校教諭免許状取得希望者に限る

テキスト 特になし
随時プリントを配布する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 　担当教員は，公立学校理科教員として，化学実験・観察等を指導してきた経歴がある。この経験を活かして本
授業で学校現場で必要とされる化学実験・観察・授業方法等の理念および技術習得を教授する。またグループ活
動の指導法等についても教授することとしている。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ガイダンス 講義内容を説明する。理科教師の事例

を紹介し、教育者としての自覚を促す
シラバスを熟読し、こ
れからの講義内容を把
握する

講義概要をまとめる

2
溶液の調整と濃度計算① 濃度計算から規定度までを具体例をも

とに扱う
化学分野の濃度計算を
調べる

濃度計算の具体的問題
を解くことができるよ
うになる

3
溶液の調整と濃度計算② 濃度計算から規定度までを具体例をも

とに扱う。卵を使った実験も行う
化学分野の規定度を調
べる

規定度の具体的問題を
解くことができるよう
になる

4
溶液の濃度、モル、規定度計算の復習
①

例題等を用いて、これまでの復習を行
う

配布した問題を解いて
くる

溶液の調整と濃度計算
を理解し、まとめる

5
モル、規定度、ｐHの説明 例題等を用いて、これまでの復習を行

う
配布した問題を解いて
くる

溶液の調整と濃度計算
を理解し、まとめる

6
アルコールランプとガスバーナーの使
い方、ガラス細工①

アルコールランプとガスバーナーの取
扱い方、ガラス細工①ガラス管とガラ
ス棒の製作を行う。コルクボーらーの
使用方法について習得する

配布したプリントを熟
読してくる

アルコールランプとガ
スバーナーの取扱い
方、注意点について習
熟する

7
ガラス細工② 化学実験は実験装置を作ることから始

まる。そのためにはガラス管などのガ
ラス細工ができることが大切である。
L字管の製作を行う

配布したプリントを熟
読してくる

ガラス細工の方法をま
とめ、記録しておく

8
化学実験器具の取扱い方 小学校で学修する化学実験器具につい

ての説明と取扱いを学ぶ
配布したプリントを熟
読してくる

化学実験器具の取扱い
方をまとめ、記録して
おく

9
物の溶け方(ホウ酸) ホウ酸の溶け方を実験する 配布したプリントを熟

読してくる
実験結果をレポートと
して提出すること

10
酸素の発生と燃焼実験 酸素発生実験から酸素を発生させ、酸

素の性質を調べる
配布したプリントを熟
読してくる

実験結果をレポートと
して提出すること

11
二酸化炭素の性質① 石灰石と塩酸から二酸化炭素を生成さ

せ、その特性および炭酸水の性質を調
べる

配布したプリントを熟
読してくる

実験結果をレポートと
して提出すること

12
二酸化炭素の性質② 二酸化炭素の発生実験を発展させ、噴

水実験を行う
配布したプリントを熟
読してくる

実験結果をレポートと
して提出すること

13
炎色反応実験 金属元素をガスバーナーで加熱し、炎

色反応を調べ、元素特有の炎色を調査
する

配布したプリントを熟
読してくる

実験結果をレポートと
して提出すること

14
ムラサキキャベツを使ったｐH実験 ムラサキキャベツを用いて、リトマス

紙と同様のｐH実験を行う。
配布したプリントを熟
読してくる

実験結果をレポートと
して提出すること



15
試験 これまでの実験・観察を総括し、理解

事項を確認する
試験に向けて各章ごと
に要約しておく

小学校で使用される化
学実験器具について整
理・記録しておく

16
振り返り 各グループでこれまで実施した実験を

再点検し、レポートを策定・提出する
試各実験結果をもとに
再点検を行う

理科の教科書に示して
ある各実験についてま
とめておく

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【課題・レポート】
要点を理解し、まとめて
いる

【事前学修】
発表内容、取り組み状況
等

【事後学修・定期試験】
講義内容の理解度 合計

25 25 10 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

理科演習Ⅰ

Seminar in Science Ⅰ

授業コード： C2150　C2151

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 2単位 選択

担当教員

坂本昌弥

こども専攻（児童教育コース） 1・2 演習 ＨＰＥ2212-Ｓ

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 理科演習Ⅰでは、生物分野を取扱い、植物、動物の基本的なつくりと系統進化を学ぶ。さらに生態学も取り入れ
て野外観察を行い、自然に対する正しい認識を持つ。また基本的な顕微鏡の取扱い方を習熟する

到達目標 １．植物進化の視点を確実に説明できる
２．植物の葉、花、果実の関係を進化の上から説明できる
３．生物の解剖によって体のつくりに習熟し，それをプレゼンテーションできるようになる
４．顕微鏡の取扱いとプレパラートづくりができるようになる

履修の留意事項 　履修するために以下のことを留意すること
１．欠席を５回以上した学生は、試験を受験できない
２．無断欠席をしないこと
３．最初の授業時に講義概要と成績評価について詳しく説明する
４．この科目は、事前事後学修に毎回180分程度の時間が必要である

テキスト 特になし
適宜プリントを配布する

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 　担当教員は，公立学校理科教員として，生物実験・観察等を指導してきた経歴がある。この経験を活かして本
授業で学校現場で必要とされる生物実験・観察・授業方法等の理念および技術習得を教授する。またグループ活
動の指導法等についても教授することとしている。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
アブラナの花の観察 アブラナの花を使って、自然観察にお

けるスケッチの仕方について学ぶ
講義概要を理解し、学
修内容を整理する

アブラナのスケッチを
完成し、次回提出する

2
植物進化 植物進化の視点と『乾燥に耐える仕組

み』を学修する
植物進化の概要を調べ
ておく

講義内容を乾燥に耐え
る仕組みの観点から植
物進化を整理する

3
植物の花の観察 進化上、葉の変形をしての花を学ぶ 花の定義を調べる 再度、葉の変形の観点

から、葉から花への進
化を再点検する

4
果実の観察 花のどの部分が果実に変化するかを学

ぶ
植物の果実の定義を調
べる

基本的に果実は、葉の
変形としてみる。具体
的に真果と偽果に分け
る

5
生物の解剖実験① 魚類を中心として生物の解剖実験をお

こない，体のつくりについて習熟する
解剖の対象について習
熟しておくこと

学修した内容をグルー
プで討議し，レポート
にまとめる

6
生物の解剖実験② 解剖した生物の特徴をグループでまと

め，プレゼンテーションをまとめる
前時に実施した解剖実
験をレポートにまとめ
ておくこと

プレゼンテーション内
容を各班で討議し，班
内で出された意見を参
考に，新たに必要な事
項をレポートに追加す
ること

7
生物の解剖実験③ 各班ごとにプレゼンテーションをおこ

なう
Microsoft PowerPoint
及びICT機器を活用した
プレゼンテーションを
おこない，他班を採点
する。

プレゼンテーション内
容およびレポートをま
とめて次時に提出する

8
顕微鏡の使い方 顕微鏡の手入れの仕方と基本的な捜査

について学修する
顕微鏡の使用方法及び
名称を調べておく

顕微鏡の手入れの仕方
も含めて整理する

9
顕微鏡観察Ⅰ　植物の気孔観察 植物の葉を使って、気孔を観察する 植物の葉の気孔の開閉

の仕組みを調べておく
植物の葉のスケッチを
完成し、次回提出する

10
顕微鏡観察Ⅱ　原形質流動観察 植物の葉を使って、原形質流動を観察

する
植物の葉の原形質分離
について調べる

植物の葉の原形質流動
に関するスケッチ及び
レポートを完成し、次
回提出する

11
顕微鏡観察Ⅲ　ツバキの葉の観察 ツバキの葉の横断切片を観察する。ま

た動物切片の作り方も理解する
植物切片の作り方を調
べておく①

ツバキの横断切片のス
ケッチを完成させ、次
回提出する

12
脊椎動物の進化 脊索を有する原索動物門の尾索類、頭

索類、魚類、両生類、鳥類、哺乳類ま
での進化を説明する

脊椎動物の進化を調べ
ておく

脊椎動物の進化を整理
し、記録しておく



13
顕微鏡の手入れの仕方①　双眼実態顕
微鏡の使用方法

顕微鏡使用後の手入れの方法と保管方
法及び双眼実態顕微鏡の使用方法につ
いて学修する

双眼実態顕微鏡の手入
れの方法及び使用方法
を調べておく

具体的に実習したこと
を記録にまとめる

14
顕微鏡の手入れの仕方②　偏光顕微鏡
の使用方法

顕微鏡使用後の手入れの方法と保管方
法及び偏光顕微鏡の使用方法について
学修する

偏光顕微鏡の手入れの
方法及び使用方法を調
べておく

具体的に実習したこと
を記録にまとめる

15
試験 これまでの講義・実験・実習内容につ

いて試験をおこなう（資料持込不可）
これまでの講義・実
験・実習内容を振り返
り，まとめておくこと

試験問題に対する解答
を再度作成しておくこ
と

16
振り返り これまでの実験観察を総括して、理解

を深める
試験の答案返却

これまでの学修の総括
を行い、まとめておく
試験問題に対する解答
を再度作成しておくこ
と

理科演習Ⅰの総まとめ
をする

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【課題・レポート】
要点を理解し、まとめて
いる

【事前学修】
発表内容、取り組み状況
等

【事後学修・定期試験】
講義内容の理解度 合計

40 25 10 25 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

理科演習Ⅱ

Seminar in Science Ⅱ

授業コード： C2200

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ３年 2単位 選択

担当教員

坂本昌弥

こども専攻（児童教育コース） 1・2 演習 ＨＰＥ2310-Ｓ

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　本授業では、物理・地学分野を中心に学修する。野外観察等も行い、自然と触れ合う場を設ける。また小学校
での天気図の作り方などを行う。さらに物理分野では電気関係を中心に学ぶ

到達目標 １．地球の現象を科学的に説明できるようになる
２．天気図から気象の特徴を把握し、予測ができるような基礎的な知識を持つようになる
３．物理学の基本的概念について理解し，物理学からみた数学の必要性を認識する
４．力学の基本的な理論と現代社会での活用について説明できるようになる
⑤　物理分野の電気関係の理論と教材を用いた具体的な実験ができるようになる

履修の留意事項 　履修するために以下のことを留意すること
１．欠席を５回以上した学生は、試験を受験できない
２．無断欠席をしないこと
３．最初の授業時に講義概要と成績評価について詳しく説明する
４．この科目は、事前事後学修に毎回180分程度の時間が必要である

テキスト 特になし
適宜プリントを配布する

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 　担当教員は，公立学校理科教員として，物理及び地学実験・観察等を指導してきた経歴がある。この経験を活
かして本授業で学校現場で必要とされる物理及び地学実験・観察・授業方法等の理念および技術習得を教授す
る。またグループ活動の指導法等についても教授することとしている。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ガイダンス 講義計画と評価方法の説明 講義計画をシラバスで

確認し、高校で学んだ
ことを復習しておく

高校の教科書等で学修
内容を確認しておく

2
地質学① 地球の形状とアイソスタシー 地磁気と地殻の構造を

確認しておくこと
地殻を構成する物質の
密度と重力について説
明できるようになるこ
と

3
地質学② 地球を構成する岩石と鉱物 地球を構成する代表的

な岩石と鉱物を確認し
ておくこと

玄武岩、安山岩、流紋
岩、斑レイ岩、閃緑
岩、花こう岩の特徴を
理解し、それらができ
るマグマの結晶分化作
用について理解するこ
と

4
地質学③ プレートテクトニクス プレートが運動するこ

とによって生じるさま
ざまな現象を把握して
おくこと

プレートを動かす原理
を地球内部の熱対流に
よって説明できるよう
になること

5
地質学④ 火山 阿蘇山をはじめとする

火山ができる条件と噴
火の形態

火山が活動する原理を
説明できるようになる
こと

6
気象学① 転向力と気象 さまざまな気象が発生

する理由を調べておく
北半球における台風が
なぜ反時計回りである
か、転向力を用いて説
明できるようになるこ
と

7
気象学② 日本付近の天気と天気図 日本付近における代表

的な四季と天気図を把
握しておく

天気図を判読できるよ
うになり、日本の四季
の特徴が説明できるよ
うになること

8
気象学③ 地球の大気環境 地球全体を覆う大気の

環境について調べてお
く

エルニーニョ現象と
いった全世界に影響を
もたらす現象を科学的
に説明できるようにな
ること

9
力学① 運動と力 物体の運動と力の関係

を把握しておく
物体の運動からそれを
生じさせる力について
説明できるようになる
こと

10
力学② 力とエネルギー 中学校・高校レベルで

の力とエネルギーを復
習しておくこと

力とエネルギーの関連
について説明できるよ
うになること



11
力学③ エネルギーと仕事 中学校・高校レベルで

のエネルギーと仕事を
復習しておくこと

エネルギーについて理
解できるようになるこ
と

12
力学④ 力学的エネルギー保存則 力学的エネルギーとは

何かを調べておくこと
運動エネルギー、位置
エネルギー、弾性エネ
ルギーが互いに変換で
き、総量が保存される
ことを説明できるよう
になること

13
電磁気学① 電荷と電位 ボルト、クーロンと

いった単位について復
習しておくこと

電流の基本的な原理を
理解し、説明できるよ
うになること

14
電磁気学② 電流 電流が発生する条件を

調べておくこと
電流、電圧、抵抗の関
係について説明できる
ようになること

15
試験 学修した内容の確認と応用 学修内容を用いて自然

現象を説明できるよう
になっておくこと

試験内容について再度
解答を作成しておくこ
と

16
振り返り 教員になった際に，理科(物理・地学

分野)の重要性が説明できるように，
学修した内容の確認する。

試験内容について再度
解答を作成しておくこ
と

１．模範解答を読み，
自分自身の解答と比較
し，不足していた点を
補うこと
２．社会の中で理科が
どのように必要である
かを理解すること

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【課題・レポート】
要点を理解し、まとめて
いる

【事前学修】
発表内容、取り組み状況
等

【事後学修・定期試験】
講義内容の理解度 合計

40 25 10 25 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

教職論（小）

Introduction to Teacher Training Course

授業コード： C1361

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 専門必修

担当教員

緒方宏明

こども専攻（児童教育コース） 3 講義 HEC1201-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　教職に対する社会のまなざしや法的根拠をもとに、教職の意義を理解した上で教員の役割や教員に求められる
資質能力について理解し、他の職業との比較を通して、教職の特徴を理解する。また、教員の職務内容につい
て、幼児や児童への保育・教育のあり方をもとに考察を深めるとともに、いじめ問題や事故・災害等の危機問題
への対応についてチームとしての学校運営のあり方を検討する。
　各回の講話終了後、授業のポイントについてグループワークを行う。

到達目標 　教職の目指す者として、その意義や教員の役割、資質能力、職務内容等について認識を深めながら自らの適性
について考え、個性を生かすことも含めて教職という進路選択のあり方を理解し検討することができる。

履修の留意事項 ・毎時間、必要な資料や記録用プリントを配布するので、プリントにメモをとり授業の終わりに課題レポートと
ともに提出する。
・また、毎時間特に印象に残ったことをまとめのミニレポートに書くようにする。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間を必要とする。

テキスト 木山徹哉・太田光洋 編著『教職論』（ミネルヴァ書房）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

授業中に参考資料を配付

備考 本授業科目は、授業担当者の教職経験（小学校教諭１３年、認定こども園園長１年）における実務経験により、
これまでの学校現場における幼児や児童生徒、保護者、教育環境の変化や国の取組の歴史を前提にしながら、今
日の教育の問題や課題、教育方法等のあり方などを検討する。特に、幼児・児童生徒、保護者、同僚、地域の
人々との関わりの中で得られた経験を生かし、具体的な状況を想定しながら教職のあるべき姿を検討していきた
い。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション
教職の意義①

講義の進め方を説明。教職へのまなざ
しについて。

各週のテーマを確認
し、テキスト全体に目
を通しておく。

まとめのミニレポート
を書く。

2
教職の意義② 教職に対する受験生や社会のまなざ

し。
講義内容に該当するテ
キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

3
教職の意義③ 教職への社会のまなざし。教師を取り

巻く環境の変化。
講義内容に該当するテ
キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

4
教職の意義④ 法制度のまなざし。子どもへの責任と

社会的要請。
講義内容に該当するテ
キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

5
教員の役割① 子どもを理解するということ。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

6
教員の役割② 教師は活動・授業をどのようにつくる

か。
講義内容に該当するテ
キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

7
教員の役割③ 教師の表現力（パフォーマンス）。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

8
教員の職務内容① 小学校担任教師の基本業務。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

9
教員の職務内容② 小学校教師の仕事の多様性。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

10
教員の職務内容③ 小学校教師が抱える課題とその対応。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

11
教員の職務内容④ 今後望まれる教師の仕事のあり方。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

12
チーム学校への対応① 教師集団のあり方。 講義内容に該当するテ

キスト部分を読んでお
く。

まとめのミニレポート
を書く。

13
チーム学校への対応② いじめや災害などの危機への対応。 配布プリントに目を通

しておく。
まとめのミニレポート
を書く。

14
チーム学校への対応③ 専門家や他機関との連携。保護者対応

のロールプレイを行う。
配布プリントに目を通
しておく。

まとめのミニレポート
を書く。



15
授業のまとめ 授業全体を振り返る。レポート作成法

を確認し、計画する。
授業全体のプリントや
ミニレポートを確認し
ておく。

課題レポートをまと
め、提出する。

評価方法
評価のポイント

【授業参加・学習意欲】
　配付資料への記録やま
とめのミニレポートの内
容。

【課題・レポート】
　作成したレポートの内
容。

【平常点】
　授業への積極的な取組
状況。

合計

40 40 20 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

教育経営学（小）

Educational Administration: Kindergarten and Prima

授業コード： C1501

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 専門必修

担当教員

緒方宏明

こども専攻（児童教育コース） 3 講義 HEC1221-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　教育に関する社会的事項として、学校巡る状況や子どもの生活の変化に対する教育政策の動向等を学ぶととも
に、経営的事項として学校や学級の経営、PDCAサイクルの重要性を学ぶ。さらに教育経営として重要な地域との
連携・協働、学校安全への対応のあり方等の認識が深められるよう授業を進める。
　各回の講話終了後、授業のポイントについてグループワークを行う。

到達目標 　現代の学校教育に関する社会的、経営的事項についての基礎的な知識を身につけ、それらに関する課題を理解
するとともに、学校と地域との連携や学校安全への対応に関する基礎知識を身に付けることができる。

履修の留意事項 ・毎時間、必要な資料や記録用プリントを配布するので、プリントにメモをとり授業の終わりに課題レポートと
ともに提出する。
・また、毎時間特に印象に残ったことをまとめのミニレポートに書くようにする。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間を必要とする。

テキスト 　テキストは使わず、各授業ごとに資料を配付する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

　堀内孜 編『公教育経営概説』学術図書出版、加藤崇英他編著『教育の組織と経営』学事出版、小川正人・勝
の正章著『教育経営論』日本放送出版協会、その他

備考 本授業科目は、授業担当者の教職経験（小学校教諭１３年、認定こども園園長１年）における実務経験により、
これまでの学校現場における幼児や児童生徒、保護者、教育環境の変化や国の取組の歴史を前提にしながら、今
日の教育の問題や課題、教育方法等のあり方などを検討する。特に、小学校教諭時代の学級経営や認定こども園
園長の学校経営の経験を基に、文部科学省等から示される最新の取組や資料等を分析し、教育現場を想定しなが
ら授業を進めたい。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション
教育に関する社会的事項①

授業の進め方を説明
学校を巡る近年の様々な状況の変化

シラバスに目を通して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

2
教育に関する社会的事項② 子どもの生活の変化と指導の課題 前回の配布資料に目を

通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

3
教育に関する社会的事項③ 近年の教育政策の動向 前回の配布資料に目を

通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

4
教育に関する社会的事項④ 諸外国の教育事情や教育改革の動向 前回の配布資料に目を

通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

5
教育に関する経営的事項① 公教育の目的を実現するための学校経

営のあり方
前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

6
教育に関する経営的事項② 教育活動の流れと学校評価におけるＰ

ＤＣＡの重要性
前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

7
教育に関する経営的事項③ 学級経営の仕組みと効果的な方法 前回の配布資料に目を

通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

8
教育に関する経営的事項④ 教職員や学校外の関係者・関係機関と

の連携・協働
前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

9
学校と地域との連携意義や地域との協
働のあり方①

地域との連携・協働による教育活動の
意義、方法

前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。



10
学校と地域との連携意義や地域との協
働のあり方②

地域との連携による開かれた学校づく
りの経緯

前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

11
学校安全への対応① 学校管理下における事件、事故の危機

管理・事故対応
前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

12
学校安全への対応② 生活・交通・災害の各安全や新たな安

全上の課題への管理・教育の具体的取
組

前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

13
学校安全への対応における地域との連
携・協働①

いじめ問題等への危機対応を通して 前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

14
学校安全への対応における地域との連
携・協働②

熊本地震等の災害時の危機対応を通し
て

前回の配布資料に目を
通しておく。インター
ネットでテーマの検索
を行い内容を確認して
おく。

まとめのミニレポート
を書く。

15
授業のまとめ 授業全体を振り返る。レポート作成法

を確認し、計画する。
授業全体の配付資料や
ミニレポートを確認し
ておく。

課題レポートをまと
め、提出する。

評価方法
評価のポイント

【授業参加・学習意欲】
　配付資料への記録やま
とめのミニレポートの内
容。

【課題・レポート】
　作成したレポートの内
容。

【平常点】
　授業への積極的な取組
状況。

合計

40 40 20 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

生徒指導論（進路指導を含む。)【小】

Theory of Student Advisement: Primary School

授業コード： C4650

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

松本隆一

こども専攻(児童教育コース) 1・２・３ 講義・演習 ＨＰＥ2208-Ｌ

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 教育の今日的課題に対して、生徒指導が教育活動の重要な柱に位置付けられていることを理解し、生徒指導の歴
史や変遷を踏まえながら生徒指導が教育活動全体を通じて行われることを学ぶ。また、法的根拠、指導の方法な
ど学校現場の実態を学習し、問題行動への対応や日常の生徒指導のあり方、カウンセリングの方法について学
ぶ。さらに、進路指導の理論や課題についても学習する。本講義では、アクティブラーニングの視点から毎週、
学校現場で実際に起きている問題を演習課題と設定し、次週までレポートさせ、班別に協議を行い、発表し、学
びを深める。

到達目標 １．教育現場における生徒指導の位置づけを理解し、教育現場で児童生徒・進路指導の企画立案ができる。
２．基礎的な生活習慣の確立や規範意識の醸成等の指導のあり方を理解し、教育現場で児童生徒・進路指導の実
務ができる。
３．児童生徒・進路指導について、専門家や関係機関との連携のあり方を理解し、保護者や関係者との話し合い
ができる。

履修の留意事項 １　小学校教諭希望者対象
２　欠席は事前に連絡をすること。
　(欠席の場合は、必ず報告に来てプリント類を受け取ること)
３　この科目は、事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要である。

テキスト 『小学校学習指導要領解説　総則編』（文部科学省）、『熊本県教育関係者必携』（第一法規）

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

「生徒指導提要」
その他、配布するプリント等

備考 公立学校での教諭（生徒指導主事、進路指導担当）、管理職等及び教育行政での指導主事、教育事務所長等の経
験を生かし、学校現場で行う生徒指導、進路指導のあり方について、事例研究を通して講義、演習を行う。その
中で、生徒指導（進路指導）の本質は、教師側からの一方的な指導によるものではなく、児童自身に判断力、実
践力等を育む視点を明確にした教育活動により自己指導の力を育てること目的としていることを学修する。ま
た、経験を生かして今日的な課題（いじめ問題、不登校等）への対応を指導する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

１
オリエンテーション生徒指導の意義と
原理（１）

本講義内容について
生徒指導の歴史と変遷

シラバスを熟読し疑問
点を整理する。

生徒指導の歴史と背景
について考察する。

２
生徒指導の意義と原理（２） 生徒指導の概念

生徒指導に求められるもの
演習「家庭訪問」

課題プリント「家庭訪
問」

本時の内容をもとに自
分の小中高における体
験と重ねながら考察
し、まとめる。

３
教育課程と生徒指導 学習指導要領と生徒指導

教科・道徳・特別活動と生徒指導
演習「私語・離席」

課題プリント「私語・
離席」

本時の学習を踏まえ、
自分の道徳、特活の体
験を生徒指導との関わ
りからまとめる。

４
児童生徒理解 児童生徒の心理

発達と生徒指導
演習「万引き」

課題プリント「万引
き」

生徒理解の必要性や方
法等について説明でき
るようにする。

５
生徒指導の組織と計画 生徒指導の組織

年間指導計画
演習「服装問題」

課題プリント「服装問
題」

年間指導計画における
実践事例の効果や背景
等を考察する。

６
教育相談の在り方 教育相談の体制づくり

スクールカウンセラー・SSWとの連携
演習「教育相談」

課題プリント「教育相
談」

教育相談体制や実際の
教育相談事例を収集
し、考察する。

７
生徒指導の実際（１） 集団指導と個別指導

学級経営と生徒指導
演習「生徒指導諸問題」

課題プリント「生徒指
導諸問題」

学級担任として学級目
標を設定し、実践案を
作成する。

８
生徒指導の実際（２） 基本的生活習慣の確立・規範意識

教職員の指導体制
演習「キレる子ども」

課題プリント「キレる
子ども」

基本的実践事例を収集
する。

９
生徒指導の実際（３） 少年非行への対応

ネット社会と子ども
演習「性非行」

課題プリント「性非
行」

少年非行の現状につい
て情報を収集し、考察
する。

１０
生徒指導の実際（４） 不登校への対応

演習「不登校」
課題プリント「不登
校」

不登校対策の実践事例
を収集し、効果や課題
について考察する。

１１
生徒指導の実際（５） いじめ問題への対応

演習「いじめ」
課題プリント「いじ
め」

いじめ問題の事例を収
集し、対応と防止策に
ついて考察する。

１２
生徒指導と法令 校則・懲戒・体罰・児童福祉

出席停止・非行少年の処遇・少年法
演習「体罰」

課題プリント「体罰」 体罰問題の事例を収集
し、防止策について考
察する。



１３
関係機関との連携 地域社会における児童生徒の現状

学警連の活動
演習「虐待」

課題プリント「虐待」 自分が住んでいる地域
について、地域連携の
状況を調べ課題等につ
いて考察する。

１４
進路指導と生徒指導（１） 生き方指導と生徒指導

演習「面接」
課題プリント「面接」 生き方指導としての進

路指導の実践例を収集
する。

１５
進路指導と生徒指導（２） キャリア教育と生徒指導 キャリア教育実践例の

収集する。
生徒指導との関わりか
らキャリア教育の実践
例を収集し、考察す
る。

１６
まとめ・試験 講義内容の総括と理解事項の確認 試験に向けて学習す

る。
講義内容の定着状況を
自己分析し、課題を整
理する。

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業終了時に行う学習の
まとめ

【課題・レポート】
課せられたレポートの提
出状況と内容

【定期試験】
合計

20 20 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

教師力演習

Seminar in competence in Teaching

授業コード： C7050

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 １年 ２単位 選択

担当教員

松本隆・緒方・城戸

こども専攻（児童教育コース） 1,2,3 講義・演習 HＰＥ2106-Ｌ

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 １　教育現場の第一線で活躍している先輩教師や管理職の教師の講話及び討議等を通して、教師像について
　　考える。
２　教職を目指すのに必要な一般教養を高めるとともに、討論やディベート、スピーチ等など他の学生との
　　意見交換を行い、教師としての資質の向上を図る。
３　人間性豊かな教師として活躍できる実践的な力を身につけることを目指す。

到達目標 ２年次以降の大学生活の過ごし方、目指す教師像を明確にし、言えるようになる。

履修の留意事項 準備するものは特にないが、毎回６００字以上のレーポートの提出を求める。
この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要。

テキスト 配布するプリント等の資料

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

校種ごとの『学習指導要領解説　総則編』（文部科学省）

備考 公立学校での教諭、管理職等及び教育行政での指導主事、教育事務所長等の経験を生かし、求められる教師像に
ついて講義、演習を行います。また、教育現場や教育行政の第一線で活躍している講師を招聘し、連携して教職
の本質や現代的課題（いじめ問題、不登校問題、アクティブラーニングの実践、ＩＣＴ教育の展開など）を追求
し、学びを深めます。経験を通して、使命感と向上心を持ち、児童生徒への関わり方を指導します。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

１
オリエンテーション ・受講者の確認及び講座の目的と展開

について
・教職履修カルテ

前期の学修を振り返
り、今後の生活・学修
を展望する。

レポートの提出

２
進路を考える　１ ・個人面談

・教職履修カルテ
教職への展望について
自分の考えをまとめて
おく。

教職履修カルテへの記
入を行う。

３
教員採用試験を考える　１ 採用試験問題とは 採用試験の関する情報

を把握しておく。
採用試験問題を解いて
みる。

４
教員採用試験を考える　２ 論述、論文の書き方 テーマに沿って文章を

書く。
採用試験問題を解いて
みる。

５
教育現場を知る　１ ２年観察実習報告 観察実習の情報把握 レポートの提出

６
教員採用試験を考える　３ ３、４年教育実習報告

採用試験への取り組み方
教育実習の情報把握
採用試験への取り組み
状況の把握

レポートの提出

７
教育現場を知る　２ 養護教諭講話「保健室の窓」 養護教諭と学校の活動

に対する質問事項の整
理

レポートの提出

８
教員採用試験を考える　４ 理科・算数・数学の面白さ 題材の把握と疑問点整

理
レポートの提出

９
新しい教育の流れ　１ ICT教育の展開 題材の把握と疑問点整

理
レポートの提出

１０
新しい教育の流れ　２ アクティブ・ラーニングの展開 題材の把握と疑問点整

理
レポートの提出

１１
集団討論　１ 求められる教師像 求められる教師像につ

いて、自治体の情報を
把握する。

レポートの提出

１２
教育現場を知る　３ 期待される教師の姿　校長講話 管理職の先生に対する

質問事項を整理する。
レポートの提出

１３
教育現場を知る　４ 先輩講話 学校現場に対する質問

整理
レポートの提出

１４
進路を考える　２ 個人面談

教職履修カルテ
教職への展望について
自分の考えをまとめて
おく。

教職カルテへの記入を
行う

１５
まとめ・集団討論　２ １年間の学びを振り返る

グループ討論
これまでの学修を振り
返る。

レポートの提出



評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業終了時に行う学修の
まとめ

【課題・レポート】
課せられたレポートの提
出状況と内容

【授業参加・研究意欲】
課題に対する主体的に取
り組み、活動への意欲

合計

10 50 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

臨床心理学概論 授業コード： W1111

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 1年 2単位 選択

担当教員

有村達之

心理臨床学科 1・2・3 講義 CPS2107-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 臨床心理学とは、心に何らかの問題を抱える人たちに対して、心理学の観点から問題解決につながる支援の方途
を探求する学問である。本講義では、日本と世界の臨床心理学について、従来の常識から最新の話題まで広く紹
介する。

到達目標 臨床心理学とはどういう学問か説明できる。
臨床心理学的アセスメント、発達臨床心理学、異常心理学、代表的な心理療法の概略を説明できる。

履修の留意事項 欠席５回以上の者は試験を受験できない。私語など他の受講生の学ぶ環境を乱している場合には受講を停止させ
ることがあります。この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 下山晴彦監修　『面白いほどよくわかる！臨床心理学』　西東社

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

授業中に適宜紹介。下山晴彦・中嶋義文監修　『認心理師必携　精神医療・臨床心理の知識と技法』　医学書院

備考 2017年度以前のカリキュラムにおける「臨床心理学」と同一の科目である。
教育相談、医療機関（心療内科、麻酔科）等での心理職として約３０年の実務経験のある公認心理師資格を持つ
担当者がその経験を生かして講義を行う。教科書の内容に加えて、現実の現場の状況についても可能な限り授業
中に取り上げ説明をおこなう。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
臨床心理学とはなにか① 臨床心理学の基礎知識

臨床心理学の成り立ち　テキスト
p11-23

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

2
臨床心理学とはなにか② 臨床心理学の活動

臨床心理学の基本理念　テキスト
p24-44

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

3
アセスメント① アセスメントの基礎

アセスメントの技法　テキストp45-61
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

4
アセスメント② アセスメントの技法

データの分析技法　テキストp62-76
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

5
発達臨床心理学① 発達臨床心理学の基礎

各発達段階の特徴　テキストp77-99
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

6
発達臨床心理学② 発達過程で生じる問題　テキスト

p100-120
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

7
精神障害と臨床心理学① 異常心理学の基礎、精神障害の分類

（不安障害）テキストp121-143
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

8
精神障害と臨床心理学② 精神障害の分類（身体表現性障害、

パーソナリティ障害、気分障害、統合
失調症等）テキストp144-166

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

9
問題への介入① 介入のための理論（クライエント中心

療法、精神分析、認知行動療法等）テ
キストp167-187

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

10
問題への介入② 介入のための理論（家族療法等）個人

への介入技法（遊戯療法、箱庭療法）
テキストp188-209

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

11
問題への介入③ 個人への介入技法（夢分析等）、集団

社会への介入技法　テキストp210-236
教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

12
コミュニティへの介入 教育領域でのコミュニティ活動、地域

でのコミュニティ活動等　テキスト
p237-256

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

13
臨床心理学の研究活動 臨床心理学研究の基礎

臨床心理学研究の技法　テキスト
p257-270

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

14
社会と臨床心理学 社会と臨床心理学

心理職の資格と仕事　テキスト
p271-297

教科書該当箇所を予習
と疑問点の整理

教科書授業内容の復習

15
試験 授業範囲全般にわたる理解の確認 試験範囲の学習 試験範囲の復習

16
まとめと質疑応答 試験結果をふまえての解説と質問への

回答
質問を考えてくる 授業内容の復習



評価方法
評価のポイント

平常点 定期試験
合計

30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

感情・人格心理学Ⅰ

Psychology of Emotion and PersonalityⅠ

授業コード： 10003　D4770

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

石坂昌子

心理臨床学科 1・2・3 講義 CPS2223-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 日常生活で、自分の性格について悩んだり、他者の性格を理解しようとして苦労したりしたことがあるのではな
いでしょうか。本講義では、人格の概念、形成過程、類型論や特性論等の代表的な理論、様々な場面や関係、測
定方法や病理などを通して、人格に関する基礎的な知識を学びます。また、自分自身や日常生活の人間関係と結
び付けながら授業を進めることで、自己や他者に対する理解の一助となる機会を提供します。

到達目標 １．人格に関する基礎的な知識を習得する。
２．人格の概念及び形成過程について概説できる。
３．人格の諸理論を概説できる。
４．性格についての自己理解および他者理解を深める。

履修の留意事項 １．講義中のワークには積極的な参加を期待します。
２．この科目は、事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 必要に応じて資料を配付します。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

鈴木公啓編『パーソナリティ心理学概論』ナカニシヤ出版
その他、適宜、紹介します。

備考 2017以前のカリキュラムにおける「人格心理学」と同一の科目です。
臨床心理士として主に医療・教育の分野に携わり、心理支援を行ってきた経験をふまえ、本授業を進めていきま
す。教育現場でのスクールカウンセラーの業務や面接・観察・心理検査における人格の測定、パーソナリティ障
害の心理療法など、これまでの心理業務の経験を活かして、人格についての理解をより深めます。本科目は、公
認心理師受験資格取得の指定科目ですが、心理職のみならず性格・人格や対人援助に関心のある方も履修を歓迎
します。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
人格とその概念および歴史 性格・人格・パーソナリティとは、人

格心理学の歴史、人格心理学の再整理
シラバスを熟読し、疑
問点を整理する

授業内容を復習する

2
人格の諸理論 類型論、特性論、その他の理論

性格５因子論
人格の諸理論に関する
課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

3
人格と相互作用論 人格の一貫性、相互作用論的アプロー

チ
人格と相互作用論に関
する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

4
人格の形成過程（１）遺伝 遺伝と環境と人格

知的機能の個人差
人格と遺伝・環境に関
する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

5
人格の形成過程（２）発達① 気質とは、新生児期から青年期までの

人格
青年期までの人格の発
達に関する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

6
人格の形成過程（３）発達② 成人期以降の人格特性、生涯発達とラ

イフサイクル
人格の発達に関する課
題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

7
人格と学校での関係 学校における様々な関係と人格 人格と学校での関係に

関する課題をする
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

8
人格と友人関係 現代青年の友人関係、対人魅力 人格と友人関係に関す

る課題をする
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

9
人格と親密な関係 人格と親密な関係の形成・悪化・維持 人格と親密な関係に関

する課題をする
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

10
人格と家族関係 夫婦・親子・きょうだい・家族関係と

人格、システムとナラティブの視点
人格と家族関係に関す
る課題をする

中間レポートを作成
し、疑問点を明らかに
する

11
人格と社会的認知・自己意識的感情 社会的認知における人格、自己意識的

感情とは
人格と自己意識的感情
に関する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

12
人格と測定 面接法、心理検査法、観察法 人格と測定に関する課

題をする
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

13
人格と病理（１） 人格の正常と異常、障害（パーソナリ

ティ障害）、人格と病理の連続性
人格の正常と異常、障
害に関する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

14
人格と病理（２） 心理療法の紹介 心理療法に関する課題

をする
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を総
復習する



15
試験 期末試験の実施 試験に向けての学習を

する
試験での疑問点を明ら
かにする

16
まとめ 期末試験の解説、総復習、質疑応答 試験も含め、これまで

の授業内容の疑問点を
整理する

授業内容の修得状況を
把握し、課題を整理す
る

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業参加態度

【課題・レポート】
毎回の課題とレポートの
精度

【期末試験】
筆記試験による目標到達
度

合計

15 35 50 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

社会・集団・家族心理学Ⅱ

Social,Group and Family Psychology

授業コード： D4870

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 選択

担当教員

古賀香代子

心理臨床学科 １，２，３ 講義 CPS2234-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 公認心理師カリキュラムの必須科目。社会心理学、集団心理学、家族心理学の3分野について学び、これらを統
合し、社会の中で起きる人間関係を広く理解し心理臨床の場面への応用を目指す。毎回教科書の「学習チエッ
ク」に沿って、理解度の確認を行い、実践的な知識としての定着を図る。

到達目標 １．関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程を理解し説明ができる。
２．態度及び行動について理解し説明ができる。
３．集団及び文化が個人に及ぼす影響について理解し説明ができる。

履修の留意事項 1．この科目は、事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。
2．毎回到達度の確認を行います。

テキスト 竹村和久編『社会・集団・家族心理学』遠見書房

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

視聴覚機材を使用する他、必要に応じて適宜紹介する。

備考 新カリキュラムのため、2017年度以前の入学生は履修できません。
公認心理師は5領域にわたる汎用資格であり、広く知識を持つことが求められます。そこで実務に携わるための
技術を含め、医療や福祉の分野で仕事をしてきた経験を元に、社会の中の人間関係を解説していきます。集団や
文化などを心理学的に理解していき、それらが実際の臨床現場で役立つ学びができることを目指します。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

１
社会・集団・家族心理学とは何か オリエンテーションで全体内容と講義

の進め方を説明する。
社会心理学の研究対象及び内容

シラバスを熟読し、該
当するテキストのペー
ジ（p11～22）を読み、
疑問点を整理する。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

２
対人認知 対人認知と印象形成、社会的推論、認

知的倹約家の思考パターン
該当するテキストの
ページ（p23～35）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

３
態度と行動 態度の定義と研究における必要性、態

度の測定方法、態度形成と態度変容
該当するテキストの
ページ（p36～46）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

４
ステレオタイプと偏見 ステレオタイプの社会的認知・情報処

理、偏見
該当するテキストの
ページ（p47～60）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

５
向社会的行動と反社会的行動 向社会的行動と反社会的行動の研究の

枠組み、規定因
該当するテキストの
ページ（p61～76）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

６
社会的促進と社会的抑制 社会的促進、社会的手抜き、社会的抑

制
該当するテキストの
ページ（p77～90）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

７
社会的影響 社会的影響、同調、服従、説得 該当するテキストの

ページ（p91～100）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

８
集団過程 集団過程、集団の中の個人過程、集団

過程が育む集団としての心理学的特性
該当するテキストの
ページ（p101～114）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

９
社会的相互作用 相互依存性理論、囚人のジレンマ、社

会的ジレンマ
該当するテキストの
ページ（p115～125）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

10
対人関係の形成と発展 対人魅力の理論、規定院、関係の維持

と関係葛藤への対処
該当するテキストの
ページ（p126～140）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

11
家族の人間関係 家族とは、家族ライフサイクルと結

婚・夫婦関係、家庭内で起こる不適切
な養育と暴力、家族システムと家族療
法

該当するテキストの
ページ（p141～157）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。



12
ソーシャルサポート 対人関係のポジティブ効果・ネガティ

ブ効果、家族のソーシャルサポート
該当するテキストの
ページ（p158～168）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

13
文化と社会心理 こころの社会・文化依存症、文化的自

己観、個人主義・集団主義、別文化移
動による心理的影響

該当するテキストの
ページ（p169～181）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

14
集合行動とマスコミュニケーション 集団行動と心理的過程、集団行動に影

響する社会的過程
該当するテキストの
ページ（p182～193）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

15
試験 試験の実施（教科書・資料等の持ち込

み不可）
試験に向けて試験範囲
を復習する

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

16
総復習 全体のまとめ 試験の内容と学習

チェックを再度見直
し、理解度の確認を行
う

全体の復習をする。

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業に積極的に参加する
こと。マナーを厳守する
という社会性に特に重点
を置いて評価する。

【課題・レポート】
毎回まとめと確認を行う
ので提出すること。

【定期試験】
合計

30 30 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

心理的アセスメント

Psychological Assessment

授業コード： D4930

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

石坂昌子

心理臨床学科 1・2・3 演習 CPS2227-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 心理的アセスメントは、心に何らかの悩みや痛みをもつ者を援助する際に、可能な限り有効な支援プランを立て
るための臨床的理解の土台となります。本授業では、心理的アセスメントの目的、倫理、観点及び展開について
学んだ後、臨床現場でよく使用される心理的アセスメントの方法について体験的な理解を促し、適切な記録と報
告を学びます。そして、最終的には、授業全体を通して、いくつかのアセスメントを有効に組み合わせることで
個人の理解が深まることと同時に、心理的アセスメントそのものが有効な支援技法ともなりうることを学びま
す。

到達目標 １．心理的アセスメントの目的及び倫理を概説できる。
２．心理的アセスメントに有用な情報を総合的に把握することができる。
３．心理的アセスメントにおける関与しながらの観察を理解できる。
４．心理的アセスメントの信頼性と妥当性について概説できる。
５．心理的アセスメントの種類、成り立ち、特徴、意義及び限界について概説できる。
６．適切な記録、報告、振り返り等について概説できる。

履修の留意事項 １．積極的な演習への参加を期待します。
２．心理的アセスメントは一方的な理解ではなく、かかわりが重視されます。そのため、「自分自身を知る」、
対象者との「関係性を知る」という視点を念頭において演習に取り組んでください。
３．この科目は、事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 願興寺礼子・吉住隆弘編『心理検査の実施の初歩』ナカニシヤ出版
必要に応じて資料を配付します。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

適宜、紹介します。

備考 新カリキュラムのため、2017年度以前の入学生は履修できません。
臨床心理士として主に医療・教育の分野に携わり、心理アセスメントを実施してきた経験をふまえ、本授業を進
めていきます。具体的には、心理的アセスメントの目的及び倫理、観点及び展開、各アセスメント技法、テス
ト・バッテリー、適切な記録・報告・振り返りなどについて、初学者向けに広く心理査定を紹介し、実務の基礎
となる考え方や支援に結び付けるための工夫などにも触れ、履修者の学びをより深めます。本科目は、公認心理
師受験資格取得の指定科目ですが、心理職のみならず対人援助やアセスメントに関心のある方も履修を歓迎しま
す。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
心理的アセスメントの目的及び倫理 授業概要の説明

心理アセスメントと心理診断、倫理的
配慮

シラバスを熟読し、疑
問点を整理する

事前学修をふまえて、
授業内容を復習する

2
心理的アセスメントの観点及び展開
（１）

有用な情報の総合的把握：現病歴、生
活史、家族史

心理的アセスメントの
観点及び展開に関する
課題を実施する

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

3
心理的アセスメントの観点及び展開
（２）

関与しながらの観察：面接、ラポール
信頼性、妥当性、標準化

心理的アセスメントの
観点及び展開に関する
課題を実施する

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

4
面接法 診断面接、治療面接 面接法に関する課題を

実施する
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

5
観察法 自然的観察、実験的観察 面接法に関する課題を

実施する
事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

6
知能検査 知能検査のなりたち、知能検査の種類 該当するテキストの

ページを読み、疑問点
を整理する

知能検査に関するレ
ポートを作成する

7
発達検査 発達検査のなりたち、発達検査の種類 該当するテキストの

ページを読み、疑問点
を整理する

発達検査に関するレ
ポートを作成する

8
人格検査（１）質問紙法 質問紙法の特徴、質問紙法の種類 該当するテキストの

ページを読み、疑問点
を整理する

質問紙法に関するレ
ポートを作成する

9
人格検査（２）投映法 投映法の特徴、投映法の種類 該当するテキストの

ページを読み、疑問点
を整理する

投映法に関するレポー
トを作成する

10
症状評価法・診断面接基準 症状評価法の種類、診断面接基準の種

類
症状評価法・診断面接
基準に関する課題を実
施する

症状評価法・診断面接
基準に関するレポート
を作成する

11
神経心理学検査 高次脳機能障害、神経心理学検査の種

類
神経心理学検査に関す
る課題を実施する

神経心理学検査に関す
るレポートを作成する



12
認知機能検査 認知機能、認知症、認知機能検査の種

類
認知機能検査に関する
課題を実施する

認知機能検査に関する
レポートを作成する

13
テスト・バッテリー 心理検査の組み合わせの必要性、結果

の総合的理解
テスト・バッテリーに
関する課題をする

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

14
適切な記録、報告、振り返りなど 記録の保管、報告書の作成、フィード

バック
該当するテキストの
ページを読み、疑問点
を整理する

事前学修での課題をふ
まえて、授業内容を復
習する

15
試験 期末試験の実施 試験に向けて、これま

での授業内容を復習す
る

試験での疑問点を明ら
かにする

16
まとめ 期末試験の解説、総復習、質疑応答 試験も含め、これまで

の授業内容を振り返
り、疑問点を整理する

授業内容の修得状況を
把握し、課題を整理す
る

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業参加態度

【課題・レポート】
毎回の課題と各レポート
の精度

【期末試験】
筆記試験による目標到達
度

合計

15 45 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

心理学的支援法

Methods　of Psychological Support

授業コード： D4950

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 選択

担当教員

高野美雪

心理臨床学科 1，2，3 講義 CPS2235-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　本講義は、心理支援を要する人々の特性や状況に応じ、適切な心理学的支援法の選択、調整を行える人材を育
てることを目的としています。支援を行うには、プライバシーなどの倫理的配慮を理解し、代表的な心理療法並
びにカウンセリングの歴史、概念を知るだけでなく適用の限界を知ることが必要です。また、地域支援、心の健
康教育、コミュニケーション方法など実践的方法についても学んでいきます。

到達目標 要支援者の特性や状況に応じた支援方法の選択、調整を実施できる。
代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義及び適応について概説できる。
心理療法およびカウンセリング適用の限界を理解する。
訪問による支援や地域支援の意義について概説できる
良好な人間関係を築くためのコミュニケーションを図れる。
要支援者等へのプライバシーへの配慮を行える。
心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援を行える。

履修の留意事項 ・公認心理師資格取得希望者対象
・事前学修90分。事後学修90分。

テキスト 適宜、プリントを配布する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

適宜、指示する。

備考 新カリキュラムのため、2017年度以前の入学生は履修できません。
臨床心理士として主に医療・福祉・教育の分野に携わり、多くの心理的支援の現場に関わった経験を紹介してい
きます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

１
オリエンテーション 講義形式、評価方法の説明 シラバスを熟読し疑問

点をまとめる。
発展課題

２
心理学的支援法の留意点について プライバシーへの配慮、倫理、イン

フォームドコンセント
提示したキーワードを
調べる。

発展課題

３
心理学的支援法におけるコミュニケー
ションについて

良好な人間関係の構築のための共感的
理解、傾聴

提示したキーワードを
調べる。

発展課題

4
心理学的支援法の歴史 代表的な心理療法の理論と概要 提示したキーワードを

調べる。
発展課題

5
代表的な心理学的支援法の歴史、概
念、意義、適用、限界１）

心理力動的心理療法 提示したキーワードを
調べる。

発展課題

6
代表的な心理学的支援法の歴史、概
念、意義、適用、限界２）

行動論、認知論に基づく心理療法 提示したキーワードを
調べる。

発展課題

7
代表的な心理学的支援法の歴史、概
念、意義、適用、限界3）

来談者中心療法（パーソンセンタード
アプローチ）

提示したキーワードを
調べる。

発展課題

8
代表的な心理学的支援法の歴史、概
念、意義、適用、限界4）

集団療法 提示したキーワードを
調べる。

発展課題

9
代表的な心理学的支援法の歴史、概
念、意義、適用、限界5）

その他の心理療法 提示したキーワードを
調べる。

発展課題

10
訪問による支援や地域支援 アウトリーチ（訪問支援）、緩和・終

末期ケア（グリーフケア）、自殺予
防、災害支援

提示したキーワードを
調べる。

発展課題

11
心の健康教育 心の健康対策、心理教育、支援者のメ

ンタルヘルス
提示したキーワードを
調べる。

発展課題

12
適切な心理学的支援法の選択、調整 適切な心理学的支援法を選択、調整す

る上での観点について
提示したキーワードを
調べる。

発展課題

13
心理に関する支援を要する者の関係者
に対する支援

関係者への配慮、支援 提示したキーワードを
調べる。

発展課題

14
まとめ 本講義のまとめを実施 課題整理 課題整理

15
試験 試験 試験に向けての学習 試験の復習

16
ふり返り 試験ふり返り 試験の復習 課題整理



評価方法
評価のポイント

【平常点・研究意欲】
授業では、マナーを守
り、積極的に参加する。

【キーワード調べ・発展
課題】与えられた用語、
課題に対し、論理的な視
点を持って理解を深め
る。

【定期試験】
合計

15 25 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

公認心理師の職責

Professionalism of Licensed Psychologists

授業コード： D4970

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

古賀香代子

心理臨床学科 １，２，３ 講義 CPS2228-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 公認心理師カリキュラムの必須科目。公認心理師は教育・福祉・医療・産業・司法の分野おいて国民の健康の保
持・増進に広く寄与し、心の専門家として臨むことが求められる。専門的職業に携わるための基本的姿勢として
公認心理師の基本的コンセプトを学び、理解する。随時教科書の「学習チエック」に沿って、理解度の確認を行
い、実践的な知識としての定着を図る。

到達目標 １．公認心理師の役割　２．公認心理師の法的義務及び倫理　３．心理に関する支援を要する者等の安全の確保
４．情報の適切な取扱い　５．保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務　６．自
己課題発見・解決能力　７．生涯学習への準備　８．多職種連携及び地域連携
以上の8項目について理解し説明ができる。

履修の留意事項 1．この科目は、事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。
2．毎回到達度の確認を行います。

テキスト 野島一彦編『公認心理師の職責』遠見書房

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

視聴覚機材を使用する他、必要に応じて適宜紹介する。

備考 新カリキュラムのため、2017年度以前の入学生は履修できません。
新たに国家資格となった公認心理師は今後多くの活躍が期待されています。基本的な姿勢については、これまで
の臨床心理士と大方は重なっており、長年臨床心理士として医療機関で働いてきた経験から、実務的な内容も交
えて講義を展開していきます。また、公認心理師資格を取得したことからの新しい情報も随時提供していきま
す。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

１
公認心理師の役割 オリエンテーションで全体内容と講義

の進め方を説明する。
公認心理師の職責、求められる役割、
知識、技術

シラバスを熟読し、該
当するテキストのペー
ジ（p11～21）を読み、
疑問点を整理する。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

２
公認心理師の法的義務・倫理 公認心理師の法的位置づけ、法的義

務、倫理
該当するテキストの
ページ（p22～34）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

３
クライエント／患者らの安全の確保 心理に関する支援を要する者等の安全

の確保
該当するテキストの
ページ（p36～46）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

４
情報の適切な取扱いについて 守秘義務・プライバシー・連携、心理

職の職業倫理、例外状況の取り扱い
該当するテキストの
ページ（p47～60）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

５
保健医療分野における公認心理師の具
体的業務

保健医療分野における心理支援と業務 該当するテキストの
ページ（p61～73）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

６
福祉分野における公認心理師の具体的
業務

福祉分野における心理支援と業務 該当するテキストの
ページ（p74～83）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

７
教育分野における公認心理師の具体的
業務

教育分野における心理支援と業務、ス
クールカウンセリング、チーム学校

該当するテキストの
ページ（p84～96）を読
み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

８
司法・犯罪分野における公認心理師の
具体的業務（１）

少年事件・非行臨床 該当するテキストの
ページ（p97～102）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

９
司法・犯罪分野における公認心理師の
具体的業務（２）

成人事件・犯罪臨床の概要、被害者支
援、家事事件：家族臨床の概要

該当するテキストの
ページ（p102～109）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

10
産業・労働分野における公認心理師の
具体的業務

産業・労働分野における心理支援、ス
トレス?制度

該当するテキストの
ページ（p110～120）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

11
支援者としての自己課題発見・解決能
力

公認心理師としての自己課題、発見と
解決への取組み

該当するテキストの
ページ（p121～130）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。



る。

12
生涯学習への準備 心理専門職の生涯学習、養成段階の心

得
該当するテキストの
ページ（p131～141）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

13
多職種連携と地域連携 多職種連携、地域連携、連携する上で

の留意点
該当するテキストの
ページ（p142～155）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

14
公認心理師の今後の展開 公認心理師の資質、公認心理師の職務

のマネジメントシステム、心理支援の
多様な展開

該当するテキストの
ページ（p156～169）を
読み、疑問点を整理す
る。

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

15
試験 試験の実施（教科書・資料等の持ち込

み不可）
試験に向けて試験範囲
を復習する

授業内容を復習し、学
習チェックを行う。

16
総復習 全体のまとめ 試験の内容と学習

チェックを再度見直
し、理解度の確認を行
う

全体の復習をする。

評価方法
評価のポイント

【平常点】
授業に積極的に参加する
こと。マナーを厳守する
という社会性に特に重点
を置いて評価する。

【課題・レポート】
毎回まとめと確認を行う
ので提出すること。

【定期試験】
合計

30 30 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

認知行動療法

Cognitive-behavioral Therapy

授業コード： D2230

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 選択

担当教員

有村達之

心理臨床学科 1・2・3 講義 CPS2237-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 近年、精神科や心療内科をはじめとする病院臨床では常識となりつつある認知行動療法について学習する。
　認知行動療法によるストレスマネジメントのテキストをもちいて認知行動療法を実際に体験する学習を行う。

到達目標 認知行動療法とは何か説明ができる。
自分で認知行動療法によるストレスマネジメントができる。
自分の問題に対して、アセスメント、認知再構成法、問題解決法を実施できる

履修の留意事項 ほぼ毎回、自宅学習課題（自分のストレスの原因、ストレス反応などを記述など）が出るので指示された通りに
実施すること。授業出席に加えて自宅課題を実施することでストレス反応の減少が期待できる。授業中に実施す
る課題や自宅学習課題は授業中に毎回発表を行う。この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要で
す。後半は授業内容が増え説明の速度が速くなるので留意しておくこと。

テキスト 『認知行動療法を身につける　グループとセルフヘルプのためのCBTトレーニングブック』　大島郁葉、安元万
佑子著、金剛出版

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

デニス・グリーンバーガー、クリスティーン・パデスキー著　大野裕・岩坂彰訳(２００１）『うつと不安の認
知療法練習帳』　創元社（うつ病の認知行動療法参考書）、J・カバットジン著　春木豊訳（２００７）『マイ
ンドフルネスストレス低減法』　北大路書房（マインドフルネスについて）、適宜資料配付

備考 大学病院での心理職として、気分障害、慢性痛等の患者さんに対して認知行動療法を約30年指導してきた公認心
理師資格を持つ担当者が、その経験を生かして指導する。授業では実際に精神科等で軽症うつ病患者さんに集団
療法として提供する認知行動療法プログラムを体験できる。この授業は担当者が集団療法のセラピストに相当す
る役割を担い、参加学生は集団療法に参加するクライエントあるいは患者さん、要支援者の立場を体験する。ま
た、公認心理師、精神保健福祉士等の対人援助職の業務はストレスフルで、業務のストレスに起因する燃え尽き
が近年問題となっている。この授業では認知行動療法を学習することで問題解決能力やストレス対処能力を習得
し、燃え尽きを未然に予防することも意図している。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ストレスマネジメント・認知行動療法
とは

はじめに、使い方
質問紙によるストレス反応等の評価
認知行動療法の概要（配付資料による
説明）
ホームワーク1-1

教科書p9-20 教科書ホームワーク1-1

2
ストレスマネジメント・認知行動療法
とは

ホームワーク1-1発表
ストレスマネジメントとは
認知行動療法とは
認知の階層構造
認知と行動に働きかける意義　ワーク
1

教科書p23-40を熟読し
ておく

教科書ホームワーク1-2

3
自分のストレスを知ろう１ ホームワーク1-2発表

モニタリング、マインドフルネス
教科書p41-50を熟読し
ておく

教科書ホームワーク2

4
自分のストレスを知ろう２ ホームワーク2発表

アセスメント
教科書p51-63を熟読し
ておく

教科書ホームワーク３

5
自分のストレスを知ろう３ ホームワーク３発表

自動思考
教科書ｐ65-75を熟読し
ておく

教科書ホームワーク4

6
自分のストレスを知ろう４ ホームワーク4発表

アセスメントのまとめ
教科書ｐ77-89を熟読し
ておく

教科書ホームワーク5

7
幅広いもののとらえ方を検討しよう１ ホームワーク5発表

認知再構成法１
教科書ｐ91-107を熟読
しておく

教科書ホームワーク6

8
幅広いもののとらえ方を検討しよう２ ホームワーク6発表

認知再構成法2
教科書ｐ109-120を熟読
しておく

教科書ホームワーク７

9
幅広いもののとらえ方を検討しよう３ ホームワーク７発表

認知再構成法３
教科書ｐ121-132を熟読
しておく

教科書ホームワーク８

10
問題解決に取り組もう１ ホームワーク８発表

問題解決法1
教科書ｐ135-154を熟読
しておく

教科書ホームワーク９

11
問題解決に取り組もう２ ホームワーク９発表

問題解決法２
教科書ｐ155-166を熟読
しておく

教科書ホームワーク10

12
問題解決に取り組もう３ ホームワーク10発表

問題解決法３
教科書ｐ167-177を熟読
しておく

教科書ホームワーク11

13
認知行動療法プログラムのまとめ ホームワーク11発表

アセスメント、認知再構成法、問題解
決法の今後の活用

教科書p183-191 教科書ホームワーク12



14
まとめ ホームワーク12発表

全体の総復習
質問紙によるストレス反応等の評価

教科書全体の復習 全体のまとめ課題
教科書ワーク18

15
認知行動療法と医療 ワーク18発表

世界や日本における最近の認知行動療
法の傾向（資料配付）
精神科医療との関係、医療経済との関
係等

教科書全体の復習 資料復習

評価方法
評価のポイント

平常点 課題やホームワークを指
示通りに実施しているか
によって評価。指示と異
なることを実施している
場合、評価が低くなりま
す。

合計

30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

発達障害者の心理

Psychology of Children with Intellectual Disabilit

授業コード： D3050

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

河田将一

心理臨床学科 1・2・3 講義 CSE2202-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　特別支援教育は、すべての障がいのある児童生徒に展開されることに鑑み、本講義では、知的障がい、ダウン
症、知的障がいを伴う自閉症、および知的障がいを併せ持つ障がいを中心とした心理的特性、行動特性、認知特
性等について詳細に講述し、早期発見と適切な特性理解ができ、よりよい支援ができるための基礎づくりを目指
す。
　併せて、当該児を支える保護者等の心理についての理解も促したい。

　※進捗により一部講義内容を変更する場合がある。

到達目標 1．知的障がいの心理的特性、行動特性、認知特性等について理解することができる。
2．ダウン症の心理的特性、行動特性、認知特性等について理解することができる。
3．知的障がいを併せ持つ障がいの心理的特性、行動特性、認知特性等について理解することができる。

履修の留意事項 1．特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）、公認心理師、認定心理士取得希望者に限る。
2．この科目は公認心理師受験基礎資格（学部）にかかる指定科目ではない。
3．再試験はしない。
4．この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である。

テキスト ※なし
授業中に用いるプレゼンテーションデータの書取りにより、1冊のテキストができるようにする。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

「障害特性の理解と発達援助」（ナカニシヤ出版）

備考 この授業は、療育センター心理職、発達健診・相談の心理職、スクールカウンセラー、特別支援教育専門家チー
ム委員、県教育振興基本計画策定・推進委員としての豊富な実務経験を有する教員によって、妊娠初期からの知
的障がいの発生要因（発生リスク）、知的障がいの心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・病理、ダウン症
の心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・病理、知的障がいを伴い自閉的行動を顕著に有する自閉スペクト
ラム症（典型自閉症）の心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・病理、及び保護者・家族の心理について講
述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
イントロダクション 知的障がいの発生要因を考える 知的障がい、ダウン症

等に関する文庫本や著
書に触れておく

乳幼児期の臨床心理や
発達心理、保健等の講
義を復習しておく

2
保護者の心理の理解（1） 保護者の障がい受容過程の理解（1） 乳幼児期の臨床心理や

発達心理、保健等の講
義を予習しておく

健康診査について調べ
自身の母子手帳を見て
成長を振り返る

3
保護者の心理の理解（2） 保護者の障がい受容過程の理解（2） 健康診査について調べ

自身の母子手帳を見て
成長を振り返る

熊本県・熊本市にある
各種親の会とその活動
について調べる

4
知的障がいの理解（1） 知的障がいの特性理解（1） 知的障がいに関する文

献や動画に触れる（WEB
収集も可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

5
知的障がいの理解（2） 知的障がいの特性理解（2） 知的障がいに関する文

献を調べる（WEB収集も
可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

6
知的障がいの理解（3） 知的障がいの特性理解（3） 知的障がいに関する文

献を調べる（WEB収集も
可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児者の困りを
理解する（WEB収集も
可）

7
ダウン症の理解（1） 染色体異常の理解 ダウン症に関する文献

や動画に触れる（WEB収
集も可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

8
ダウン症の理解（2） ダウン症の特性理解（1） ダウン症に関する文献

を調べる（WEB収集も
可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

9
ダウン症の理解（3） ダウン症の特性理解（2） ダウン症に関する文献

を調べる（WEB収集も
可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）



可）

10
ダウン症の理解（4） ダウン症児の保護者の心理の理解 ダウン症に関する文献

を調べる（WEB収集も
可）

関連文献の収集及びダ
ウン症の学びの上に保
護者の心理を理解する
（WEB収集も可）

11
知的障がいを伴う自閉症の理解（1） 知的障がいを伴う自閉症の特性理解

（1）
自閉症に関する文献や
動画に触れる（WEB収集
も可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

12
知的障がいを伴う自閉症の理解（2） 知的障がいを伴う自閉症の特性理解

（2）
自閉症に関する文献を
調べる（WEB収集も可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

13
知的障がいを伴う自閉症の理解（3） 知的障がいを伴う自閉症の特性理解

（3）
自閉症に関する文献を
調べる（WEB収集も可）

関連文献の収集及び定
型発達との比較を行
い、当該児・者の困り
を理解する（WEB収集も
可）

14
知的障がいを伴う自閉症の理解（4） 知的障がいを伴う自閉症児の保護者の

心理の理解
自閉症に関する文献を
調べる（WEB収集も可）

関連文献の収集及び自
閉症の学びの上に保護
者の心理を理解する
（WEB収集も可）

15
試験 講義内容理解の確認 講義内容を振り返る 試験を振り返る

16
試験の振り返りと知的障がいを併せ持
つ幼児児童生徒の理解

1．試験の振り返りと授業の総括
2．知的障がいを併せ持つケースを考
える

他の障がいに知的障が
いを併せ持つ事例につ
いて調べる

これまでの学びの上に
「併せ持つことによる
困り」を理解する

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回提出する省察用紙

【期末試験】
期末試験の素点 合計

30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

発達障害者の適応援助

Educational Curriculum for Children with Intellect

授業コード： D3130

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ２年 ２単位 選択

担当教員

河田将一

心理臨床学科 1・2・3 講義 CSE2206-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　特別支援教育における移行支援や他機関との連携の必要性に鑑み、本講義では、乳幼児期における健康診査等
のスクリーニングや障がいの診断・告知のプロセスにはじまり、主として知的障がい者における乳幼児期等の療
育（遊びを通した支援、ADLや基本的生活習慣の指導、個別学習支援など）、学校選択（通常学級、特別支援学
級、特別支援学校の内容）、教育課程（各教科、道徳、特別活動、自立活動、領域・教科を合わせた指導、日常
生活の指導、生活単元学習、作業学習等の内容）、学校卒業後の進路について学ぶ。

※なお、この科目は、特別支援学校教諭免許状にかかる必修科目である。

到達目標 1．知的障がい（及びその関連のある障がいや疑い）のある幼児児童生徒における、乳幼児期からの支援システ
ムと学校選択の流れについて理解することができる。

2．知的障がいのある児童生徒に対する教育課程とその指導内容について理解することができる。

履修の留意事項 1．特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）、公認心理師、認定心理士取得希望者に限る。
2．この科目は公認心理師受験基礎資格（学部）にかかる指定科目ではない。
3．再試験はしない。
4．この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である。

テキスト ※授業中に用いるプレゼンテーションデータの書取りにより、１冊のテキストができるようにする。

　ただし、特別支援学校教諭免許状取得希望者は以下の書籍も購入する（他の特支免科目でも使用する）
1．特別支援学校幼稚部教育要領／小学部・中学部学習指導要領／高等部学習指導要領
2．特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（幼稚部・小学部・中学部）
3．特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（高等部）
4．特別支援学校学習指導要領解説 自立活動編

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

「障害特性の理解と発達援助」（ナカニシヤ出版）

備考 この授業は、療育センター心理職、発達健診・相談の心理職、スクールカウンセラー、特別支援教育専門家チー
ム委員、県教育振興基本計画策定・推進委員としての豊富な実務経験を有する教員によって、妊娠初期からの知
的障がいの発生要因（発生リスク）をキャッチアップする乳幼児健康診査及び二次健診、児童相談所、医療機
関、療育機関等への連携と接続等の保健福祉のシステムを概括し、障がい児保育（統合保育）、就学先の決定に
向けたシステム、通常学校及び特別支援学校における知的障がいのある児童生徒の教育システム（教育課程）に
ついて講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
知的障がい幼児の適応援助（1） 障がいの発見と健康診査 講義「発達障害者の心

理」のノートを読み返
し復習する

熊本県・熊本市の療育
機関について調べる

2
知的障がい幼児の適応援助（2） 当事者親の会、療育機関とその内容 療育機関の支援内容に

ついて1か所以上調べる
療育支援の職種と支援
内容について整理する

3
知的障がい幼児の適応援助（3） 保育所／幼稚園／認定こども園と統合

保育
統合保育について調べ
る

統合保育とインクルー
シブ教育（保育）の違
いを整理する

4
知的障がい幼児の適応援助（4） 就学と学校選択（1） 知的障がい幼児の進学

先について調べる
学校選択のために事前
にすべきことを整理す
る

5
知的障がい幼児の適応援助（5） 就学と学校選択（2） 知的障がい児の就学指

導について調べる
就学指導の流れを理解
する

6
知的障がい幼児の適応援助（6） 就学と学校選択（3） 教育支援委員会（就学

指導委員会）について
調べる

就学指導で保護者と協
働する重要性をふり返
る

7
知的障がい児童生徒の適応援助（1） 通常学級、特別支援学級、特別支援学

校の学級編制
通常学級、特別支援学
級、特別支援学校の学
級編制を調べる

三者の学級編制の違い
をふり返る

8
知的障がい児童生徒の適応援助（2） 知的障がい特別支援学校について 知的障がい特別支援学

校について調べる
幼稚部や寄宿舎がない
理由について整理する

9
知的障がい児童生徒の適応援助（3） 知的障がい特別支援学級について 知的障がい特別支援学

級について調べる
特別支援学級の設置に
かかるプロセスについ
て整理する

10
知的障がい児童生徒の適応援助（4） 通常学級、特別支援学級、特別支援学

校の三者の違い
三者の違いをさまざま
な視点で調べる

明らかになって違いに
ついて整理する

11
知的障がい児童生徒への指導（1） 知的障がい特別支援学校の教育課程 知的障がい特別支援学

校の教育課程を調べる
通常学校と比較し違い
を整理する



12
知的障がい児童生徒への指導（2） 教科別の指導と各教科等を合わせた指

導
知的障がい特別支援学
校の特別の指導形態に
ついて調べる

各教科等合わせた指導
について整理する

13
知的障がい児童生徒への指導（3） 自立活動について（1） 知的障がい特別支援学

校の自立活動について
調べる

自立活動の区分と項目
について把握する

14
知的障がい児童生徒への指導（4） 自立活動について（2） 知的障がい特別支援学

校の自立活動の形態に
ついて調べる

様々な指導形態での自
立活動の学びについて
整理する

15
試験 講義内容理解の確認 講義内容を振り返る 試験を振り返る

16
試験の振り返りと知的障がい児童生徒
への指導

1．試験の振り返りと授業の総括
2．交流及び共同学習とキャリア教育

交流及び共同学習、
キャリア教育について
調べる

交流及び共同学習、
キャリア教育の課題に
ついて調べる

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回提出する省察用紙

【期末試験】
期末試験の素点 合計

30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

発達援助の技法

Methods of Facilitating Development

授業コード： D3170

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ３年 ２単位 選択

担当教員

河田将一

心理臨床学科 1・2・3 講義 CSE2307-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　本講義では、２年次「発達障害者の心理」「発達障害者の適応援助」での知見をもとに、知的障がいのある幼
児児童生徒への支援技法の理解と習得を目指し、日々のかかわりの中での実践に活用できるようにしたい。
　なお、進行状況によって、授業の順序等を一部変更することがあることを申し添える。

到達目標 1．知的障がいのある幼児児童生徒への支援でのベースとなる支援技法（指導法）の習得と適切な使用ができる
2．得られた知識・技法を関連する障がい等にも応用することができる

履修の留意事項 1．特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）取得希望者に限る
2．再試験はしない
3．この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である

テキスト ※なし（プレゼンテーションデータの書き取りにより、1冊のテキストが作成されるようにする）
授業中に用いるプレゼンテーションデータの書取りにより、テキストを完成させる

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

支援技法に関する市販書、雑誌

備考 この授業は、療育センター心理職、発達健診・相談の心理職、スクールカウンセラー、特別支援教育専門家チー
ム委員、県教育振興基本計画策定・推進委員としての豊富な実務経験を有する教員によって、知的障がい児、ダ
ウン症児、知的障がいを伴い自閉的行動を顕著に有する自閉スペクトラム症（典型自閉症）への指導法につい
て、ベーススタンダードとして知見を有すべき、遊戯療法的支援（受容的交流等を含む）、応用行動分析学に基
づく支援、感覚統合理論に基づく支援について解説するとともに、カリキュラムマネジメントをはじめとする知
的障がい教育における組織的対応の在り方についても講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
イントロダクション 知的障がい児への関わり方の概論 これまでの自身の支援

をふり返る
支援には目的と意義が
必要となることをふり
返る

2
遊びの理解（1） 知的障がい児への遊戯療法としての意

義と理解
遊戯療法について調べ
る

事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
に適用する意義を省察
する

3
遊びの理解（2） 知的障がい児教育における遊びの意義

と理解
知的障がいのある子ど
もの遊びについて調べ
る

事前学修と講義内容を
復習し、遊びが知的障
がい児にもたらす教育
的効果を省察する

4
応用行動分析の考え方の理解（1） 弁別刺激、強化刺激とその種類など 応用行動分析について

調べる
事前学修と講義内容を
復習し、日常生活での
適応場面と照合し省察
する

5
応用行動分析の考え方の理解（2） 望ましい行動を形成する手続き（1） 応用行動分析について

調べる
事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

6
応用行動分析の考え方の理解（3） 望ましい行動を形成する手続き（2） 応用行動分析について

調べる
事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

7
応用行動分析の考え方の理解（4） 不適切な行動を減少・消去する手続き

（1）
応用行動分析について
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

8
応用行動分析の考え方の理解（5） 不適切な行動を減少・消去する手続き

（2）
応用行動分析について
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

9
応用行動分析の考え方の理解（6） 不適切な行動を減少・消去する手続き

（3）
応用行動分析について
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

10
環境の構造化と特性への配慮（1） TEACCHの意義の理解 TEACCHについて調べる 事前学修と講義内容を

復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

11
環境の構造化と特性への配慮（2） TEACCHの主な技法の理解 TEACCHについて調べる 事前学修と講義内容を

復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する



12
感覚統合の考え方（1） 感覚統合理論の概要の理解 感覚統合理論について

調べる
事前学修と講義内容を
復習し、協応動作の重
要性と支援の必要性に
ついてふり返る

13
感覚統合の考え方（2） 知的障がい及びその関連障がいと感覚

統合の問題
知的障がい児の感覚統
合の問題について調べ
る

事前学修と講義内容を
復習し、知的障がい児
をイメージして仮想事
例を見立て省察する

14
組織マネジメント マクロの視点からの指導・支援の重要

性の理解
教員組織の特別支援教
育における問題点を調
べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例から
SWOT分析を用いて組織
改善のイメージをもつ

15
試験 講義内容理解の確認 講義内容を振り返る 試験を振り返る

16
試験の振り返りと初期数概念の指導・
支援

1．試験の振り返りと授業の総括
2．初期の数概念形成における三項関
係の理解

知的障がい児の数概念
の指導・支援について
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、数詞、数量、
数唱の関係性を理解し
文献を読む

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回提出する省察用紙

【期末試験】
期末試験の素点 合計

30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

肢体不自由教育総論

Education for Children with Physical／Motor Disabi

授業コード： D3190

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ２年 ２単位 選択

担当教員

栗原和弘

心理臨床学科 １・２・３ 講義 CSE2203-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 ・肢体不自由教育に関する基礎的な知識を、特別支援学校での教育実践と関連づけながら習得することをねらい
とする。
・講義の進め方としては、講義の知的理解を深めるため、グループワークを行う。
・ゲストスピーカー（当事者）を招いての授業を実施する。当事者との対話を通じて体験的に理解を深める機会
とする。

到達目標 ・肢体不自由教育に必要な教育的支援についての基礎的な知識を理解することができる。
・肢体不自由特別支援学校現場で児童生徒や保護者と適切に関わることができる。
・障がい者観を深めることができる。

履修の留意事項 ・特別支援学校教諭免許状の取得希望学生に限る。
・基本的な受講ルールを厳守のこと。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 必要に応じて資料を配付する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

・『肢体不自由教育の基本とその展開』　慶応義塾大学出版会
・『肢体不自由児の教育』　日本放送出版協会
・『特別支援学校　幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領』及びその解説　（文
部科学省）

備考 この講義は、県立養護学校・聾学校教諭、県特別支援教育行政及び県立特別支援学校の管理職としての実務経験
を有する教員によって、肢体不自由児教育の歴史、肢体不自由児の心理特性・生理・病理、肢体不自由特別支援
学校等における教育課程の編成、肢体不自由児への主な指導法、キャリア教育、肢体不自由教育の今後等につい
て具体的事例を示しながら、講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
オリエンテーション 肢体不自由教育総論の概略、講義の進

め方
シラバスを熟読し、肢
体不自由教育につい
て、講義の概要を把握
しておく。

障がい者観等を記入す
るフェイスシートを完
成させ、提出できるよ
うにしておく。

2
肢体不自由教育の歴史① 草創期の肢体不自由教育、肢体不自由

教育の発展
課題プリント「肢体不
自由教育の歴史」

肢体不自由教育の成立
の背景について考察
し、レポートを作成す
る。

3
肢体不自由教育の歴史② 戦後の肢体不自由教育、肢体不自由教

育の現状
課題プリント「肢体不
自由教育の現状」

戦後の肢体不自由教育
について考察し、レ
ポートを作成する。

4
特別支援学校について ＤＶＤ「もも子・かえるの歌が聞こえ

るよ」を視聴し考察する。（障がい、
かかわり、交流について）

交流及び共同学習につ
いて調べておく。

視聴したＤＶＤについ
て、キーワードをもと
に考察し、レポートを
作成する。

5
肢体不自由教育の実際① ・肢体不自由児の学ぶ場

・肢体不自由特別支援学校の学校生活
課題プリント「肢体不
自由特別支援学校」

一人一人の状態に応じ
た教育について考察
し、レポートを作成す
る。

6
肢体不自由教育の実際② 自立活動の指導、意義、基本、内容及

び進め方
課題プリント「自立活
動」

自立活動の内容を選
び、実際の指導方法に
ついて考え、レポート
を作成する。

7
教育課程の編成① ・基本的な考え方（教育課程編成の基

本）
・障害に応じた教育課程の編成

課題プリント「教育課
程」

特別支援学校の教育課
程についてまとめる。

8
教育課程の編成② 教育課程に関する法令と特別支援学校

の学習指導要領等を紹介しながら、幼
児児童生徒の実態に即した教育課程の
編成のあり方について解説する。

課題プリント「実態に
応じた教育課程の編
成」

教育課程の編成におい
て重要なことをまと
め、レポートを作成す
る。

9
体験的理解 ゲストスピーカーとの対話 ゲストスピーカーへの

質問を考えておく。
改めて障がいについて
考察し、レポートを作
成する。

10
指導法①
身体の動きの指導

身体の動きの指導内容の解説、各教科
の授業における姿勢の援助

課題プリント「肢体不
自由児の身体の動き」

自分で様々な姿勢をと
り、その時の頭の動き
や手の動きについて考
える。

11
指導法②
コミュニケーションの指導

肢体不自由児にとってのコミュニケー
ション、ＡＡＣについて、アシスティ
ブテクノロジー

課題プリント「コミュ
ニケーション」

肢体不自由児のコミュ
ニケーションについて
考察し、レポートを作
成する。



12
指導法③
各教科の指導

学習時の姿勢や認知の特性に応じた指
導方法の工夫、各教科における支援

課題プリント「特性に
応じた支援の工夫」

指導方法や支援の工夫
についてまとめる。

13
指導法④
自立活動を主とした指導

重複障がい児に対する自立活動を主と
した指導の授業を見ながら、指導内容
について考える。

課題プリント「重複障
がい児の指導」

指導の実際で、教材教
具や関わり方について
まとめ、レポートを作
成する。

14
肢体不自由教育のキャリア教育 キャリア教育、特別支援学校（肢体不

自由）の進路指導
キャリア教育について
調べておく。

共生社会の視点から実
践事例を考察する。

15
肢体不自由教育の今後 新たな取組と今後の課題、インクルー

シブ教育システムについて
学校のホームページ等
で特別支援学校のセン
ター的役割について調
べておく。

インクルーシブ教育に
ついて考察し、レポー
トを作成する。

16
試験 講義内容理解の確認 試験に向けての学習 講義内容の定着状況を

把握し、課題を整理す
る。

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎時間講義終了時に提出
する感想・質問等の記入
度

【課題・レポート】
課題やレポートへの取り
組み状況

【定期試験】
合計

20 30 50 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

聴覚障害教育総論（心理等）

Education for Children with Hearing Disabilities:

授業コード： D3250

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期（前半） ３年 １単位 選択

担当教員

佐々木順二

心理臨床学科 ２・３ 講義 CSE2311-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　聴覚の生理・病理、並びに聴覚障害の心理について学習する。
　まず、聞こえのしくみとその病理について学習する。続いて、聴覚を活用する教育に必須となる聞こえの評価
の方法を学習する。その際、オージオメータを用いた実技、イアーマフと耳栓を用いた難聴疑似体験も行う。
　最後に、話しことば（音声言語）の聞き取りの心理学的過程を、音声の音響的特性及び聴覚中枢での言語処理
の側面から学習する。
　特別支援学校教諭免許状取得希望者は、本科目と聴覚障害教育総論（教育課程等）を連続履修すること。
　前半８コマが本科目、後半８コマが聴覚障害教育総論（教育課程等）である。

到達目標 １．人間の聴覚機構の構造と各部位を説明できる。
２．聴覚機構の損傷部位との関係で難聴の種類を説明できる。
３．基本的な聴力検査の種類と役割を説明できる。
４．母音や子音の基本的な音響的特性を説明できる。
５．話しことばの聞き取りの心理学的過程を説明できる。

履修の留意事項 １．特別支援学校教諭免許状取得希望者は必修
２．聴覚障害教育総論（教育課程等）と連続履修すること
３．この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である。
４．聴覚障害の疑似体験をおこなうので、耳栓を購入しておくこと。
５．集中できる授業環境にするために座席指定をおこなうことがある。その際は、事前に周知する。
６．遅刻者は、来室の旨を知らせてから着席すること。
７．途中退室する際は、申し出ること。
８．健康上の理由等で受講に関して配慮が必要な場合は、サポートルームにも相談のこと。

テキスト 中野善達・根本匡文編著『改訂版聴覚障害教育の基本と実際』田研出版、2008年

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

１．中野善達・吉野公喜編著『聴覚障害の心理』田研出版、1999年
２．我妻敏博『＜改訂版＞聴覚障害児の言語指導―実践のための基礎知識―』（田研出版、2011年）
３．文部省『聴覚障害教育の手引き―聴覚を活用する指導―』海文堂出版、1992年
４．脇中起余子『聴覚障害教育　これまでとこれから―コミュニケーション論争・９歳の壁・障害認識を中心に
―』北大路書房、2009年
５．大沼直紀『教師と親のための補聴器活用ガイド』コレール社、1997年
６．文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説・総則編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂、2018年
７．文部科学省『特別支援学校学習指導要領解説・自立活動編（幼稚部・小学部・中学部）』開隆堂、2018年
８．長南浩人『手話の心理学入門』東峰書房、2009年
９．ヴント『身振り語の心理』福村出版、1985年（原典は1900年）
10．斉藤くるみ『視覚言語の世界』彩流社、2003年
11．酒井邦嘉『言語の脳科学―脳はどのようにことばを生み出すか―』中公新書、2002年
12．小渕千絵・原島恒夫『きこえているのにわからない　APD[聴覚情報処理障害]の理解と支援』学苑社、2016
年

備考 この授業は、乳幼児聴力検査、聴覚障害児の個人指導、聴覚障害者の情報保障支援、聴覚障害学生の相談支援、
の経験を有する教員により、聞こえの仕組み、聴覚障害者の聞こえの特徴について、聞こえに関する擬似体験や
聴力検査の実際を体験しながら学修する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
聞こえ、音、音声とは何か 本科目の進め方、受講上のルールの確

認。
人間にとって聞こえの持つ意味、音声
でやりとりすることの意味を考える。

シラバスを熟読する。 配布資料から聞こえと
音声のもつ意味を改め
て考察する。

2
聞こえの生理・病理（１） 人間の聞こえの仕組み、乳児の聴性行

動、聴覚の発達
身の周りにどのような
音に着目し、音の大き
さ、長さ、音色に注意
して記録する。

参考文献により、聞こ
えと話し言葉の発達の
関係をまとめる。

3
聞こえの生理・病理（２） 難聴の種類と聞こえの特徴 日常生活で、話しこと

ばが聞こえにくくて
困った場面を記録す
る。

参考文献により、聴覚
障害幼児の指導の留意
点と関連づけて、学修
内容を整理する。

4
聞こえの評価（１） 純音聴力検査による聴力レベルの評価

（オージオメータを用いた実技を含
む）

自分が受けたことのあ
る聴力検査を思い出し
て書き出す。聴力検査
にどのようなものがあ
るか調べる。

オージオグラム作成の
演習問題を自分でやっ
てみる。

5
聞こえの評価（２） 語音聴力検査及び補聴器装用下での言

葉の聞き取りの評価（難聴疑似体験を
含む。耳栓を必ず持参）

聞き間違いをした経験
を記録しておく。耳栓
の付け方を確認してお
く。

参考文献により、聞き
取りやすい音の環境の
整備についてまとめ
る。

6
聞こえの心理（１） 母音や子音の特徴と聞こえ 「たまご」「なまこ」

の発音の際の唇、口の
中、喉などの動きの違
いを書き出しておく。

改めて、構音点と構音
方法についてまとめ
る。



7
聞こえの心理（２） 話しことばの聴き取りを支える認知機

能
近くの人に口パクで
しゃべってもらい、ど
れくらい読み取れるか
を試してみる。１語
文、２語文、３語文と
条件を変えてみる。

予測、類推の働きにつ
いてまとめる。

8
試験およびまとめ 本科目の試験を行う。また試験で問う

た重要なポイントについて解説する。
聴覚障害教育総論（教育課程等）との
関連について説明する。

本科目で学んできたこ
とを復習する。

本科目で学んだことを
聾学校等でのボラン
ティア、教育実習等で
展開させる。

評価方法
評価のポイント

【平常点】
講義終了時に行う振り返
りカードへの記入、小テ
スト

【課題・レポート】
事前・事後学習課題に取
り組み、レポート（１～
２回を予定）を提出する
こと

【定期試験】
講義で学習した知識・技
能を表現できる

合計

20 20 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

軽度発達障害教育総論（心理等）

Education for Children with Developmental Disabili

授業コード： D3290

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期（前半） ３年 １単位 選択

担当教員

河田将一

心理臨床学科 1・2・3 講義 CSE2305-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　発達障がい児（言語障がい・情緒障がい・自閉症を含む）の支援においては、アセスメント等によって、その
認知特性、障がい特性を詳細に理解し、長所を活かした支援を尊重しながら、当該児童生徒の二次的障がいにも
配慮した支援が重要となる。
　本講義では、発達障がいに関する心理・生理・病理について講述する。
　なお、本科目と軽度発達障害教育総論（教育課程等）を連続履修すること。

※前期前半７コマが本科目、前期後半７コマが軽度発達障害教育総論（教育課程等）、前期最終講にて２科目の
まとめを行う。

到達目標 ・発達障がいのある子どもの心理・生理・病理を理解し、得られた知識を教育・支援の実践に応用することがで
きる

履修の留意事項 1．特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）取得希望者に限る
2．軽度発達障害教育総論（教育課程等）と連続履修すること
3．再試験はしない
4．この科目は事前・事後学修に毎回180分の時間が必要である

テキスト ※なし（プレゼンテーションデータを書き取ることで、1冊のテキストが作成されるようにする）
授業中に用いるプレゼンテーションデータの書取りにより、１冊のテキストができるようにする

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

市販の発達障がい児の教育及び支援に関する書籍

備考 この授業は、療育センター心理職、発達健診・相談の心理職、スクールカウンセラー、特別支援教育専門家チー
ム委員、県教育振興基本計画策定・推進委員としての豊富な実務経験を有する教員によって、妊娠初期からの発
達障がい及び言語障がいの発生要因（発生リスク）、学習症（LD）の心理特性（認知特性、発達特性等）・生
理・病理、注意欠如多動症（AD／HD）の心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・病理、自閉スペクトラム症
の心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・病理、言語障がいの心理特性（認知特性、発達特性等）・生理・
病理について講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
発達障がい児の心理・生理・病理
（1）

LD児の心理・生理・病理（1） LD児の支援・特別支援
教育に関する文献を調
べる

事前学修と講義内容を
復習し、知能検査及び
LD児の特性について省
察する

2
発達障がい児の心理・生理・病理
（2）

LD児の心理・生理・病理（1） LD児の支援・特別支援
教育に関する文献を調
べる

事前学修と講義内容を
復習し、LD児の特性に
ついて省察する

3
発達障がい児の心理・生理・病理
（3）

AD/HD児の心理・生理・病理（1） AD/HD児の支援・特別支
援教育に関する文献を
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、AD/HD児の特性
について省察する

4
発達障がい児の心理・生理・病理
（4）

AD/HD児の心理・生理・病理（2） AD/HD児の支援・特別支
援教育に関する文献を
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、AD/HD児の特性
について省察する

5
発達障がい児の心理・生理・病理
（5）

自閉スペクトラム症児の心理・生理・
病理（1）

自閉スペクトラム症児
の支援・特別支援教育
に関する文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、自閉スペクト
ラム症児の特性につい
て省察する

6
発達障がい児の心理・生理・病理
（6）

自閉スペクトラム症児の心理・生理・
病理（2）

自閉スペクトラム症児
の支援・特別支援教育
に関する文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、自閉スペクト
ラム症児の特性につい
て省察する

7
試験 連続履修した軽度発達障害教育総論

（教育課程等）と合わせて実施する
講義内容を振り返る 試験を振り返る

8
試験の振り返りと言語障がい児・情緒
障がい児の心理・生理・病理

1．試験の振り返りと授業の総括
2．言語障がい・情緒障がい児の心
理・生理・病理

言語障がい児・情緒障
がい児の支援・特別支
援教育に関する文献を
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、言語障がい
児・情緒障がい児の特
性について省察する

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回提出する省察用紙

【期末試験】
期末試験の素点 合計



30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

重複障害教育総論（教育課程等）

Education for Children with Profound and Multiple

授業コード： D3370

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期（後半） ３年 １単位 選択

担当教員

栗原和弘

心理臨床学科 １・２・３ 講義 CSE2304-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　重複障がい児教育の目標、内容、方法について学ぶ。
　重複障がい児教育の歴史を概括し、学校教育法等の法令や学習指導要領に基づいて重複障がい児教育の教育課
程について、自立活動を中心とした編成と指導・支援の在り方について学ぶ。た、学習支援者として相互障害状
況の考えに立った支援の在り方についても学ぶ。指導の実際として映像だけでなく、特別支援学校からゲストス
ピーカーを迎え、指導の実際を実体験する。
　さらに、具体的な教材にも触れながら重複障がい児（者）とのコミュニケーショ支援の基礎について学習す
る。また、障害の重さばかりにとらわれるのではなく一人のヒトとして関わる重要性について理解する。

到達目標 ・「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」の概要と「自立活動」の意義について述べることができる。
・重複障がい児（者）との関わりの要点はコミュニケーションであるということを述べることができる。
・共生社会の担い手としての自己の在り方を述べることができる。

履修の留意事項 ・特別支援学校教諭免許状の取得希望者に限る。
・「重複障害教育総論（心理等）」と連続履修すること。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 『特別支援学校における重度・重複障害児の教育』〔第３版〕（姉崎弘著　大学教育出版）
・必要に応じ講義資料を配付する。

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

『特別支援学校　幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領』及びその解説　総則等
編・自立活動編（文部科学省）
『障害を持つ子が育つということ』（中央法規出版）
『障害を持つ子を産むということ』（中央法規出版）
〔いずれの図書も本学図書館にあります。〕

備考 この講義は、県立養護学校・聾学校教諭、県特別支援教育行政及び県立特別支援学校の管理職としての実務経験
を有する教員によって、重複障害のある児童生徒に対する教育課程の編成、重複障害のある児童生徒への指導と
教材の活用等について具体的事例を示しながら、講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
重複障がい児童生徒の指導の実際 ・映像による特別支援学校の指導をと

おして、指導の実際の概要紹介
学校のホームページな
どで、特別支援学校の
教育課程について調べ
ておく。

特別支援学校の紹介ビ
デオを見た感想を書
く。

2
重複障がい児童生徒の教育と内容 ・重複障がい児の教育の歴史と実態把

握の観点
・課題設定の視点、指導体制及び専門
職員との連携

重複障がい児の教育の
歴史について調べてお
く。

重複障がい児の学習の
課題設定について考察
し、レポートを作成す
る。

3
重複障がい児童生徒の教育課程（１） ・特別支援学校学習指導要領及び解説

編から「重複障害者等に関する教育課
程の取扱い」
・特別支援学校の指導の実際（自立活
動を主とした指導の様子）（ゲストス
ピーカー）

教科書Ｐ．４０～４２
までの「教育課程の取
扱い」について、記述
してある特別支援学校
学習指導要領の箇所に
下線を引いておく。

ゲストスピーカーの講
義を受け、質問があれ
ばそれも含め感想等の
レポートを作成する。

4
重複障がい児童生徒の教育課程（２） ・特別支援学校学習指導要領及び解説

編から「重複障害者等に関する教育課
程の取扱い」
・自立活動を主とした指導

教科書Ｐ．４２～４９
を読み込んでおく。

自立活動の内容につい
て考察し、レポートを
作成する。

5
重複障がい児童生徒の教育課程（３） ・特別支援学校学習指導要領及び解説

編から「重複障害者等に関する教育課
程の取扱い」
・個別の教育支援計画と個別の指導計
画

「個別の教育支援計
画」「個別の指導計
画」について調べてお
く。

個別の教育支援計画と
個別の指導計画につい
ての内容と関係を考察
し、レポートを作成す
る。

6
重複障がい児童生徒の学習と指導 ・相互交渉と初期学習について

・概念行動と概念形成
・重複障がい児（者）が主体者となる
ために必要な周囲の支援について

プリント「初期学習に
ついて」を読み込んで
おく。
参考図書の中から一事
例を読んで、自分の思
いをまとめておく。

教材を使った指導事例
について、まとめてお
く。
参考図書の事前学修で
読んだ事例以外を読
む。

7
総復習と質疑応答 ・共生社会の担い手として学生に期待

すること
※連続履修した重複障害教育総論（心
理等）と合わせてまとめを行う。

講義の内容を復習し、
質問等を考えておく。

１枚のスライドの説明
の内容を考察し、レ
ポートを作成する。

8
試験 講義内容理解の確認 試験に向けての学習 講義内容の定着状況を

把握し、課題を整理す
る。



評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎時間講義終了時に提出
する感想・質問等の記入
度

【課題・レポート】
課題に対し積極的に考察
したレポートを提出する
こと

【定期試験】
合計

20 30 50 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

軽度発達障害教育総論（教育課程等）

Education for Children with Developmental Disabili

授業コード： D3390

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期（後半） ３年 １単位 選択

担当教員

河田将一

心理臨床学科 1・2・3 講義 CSE2306-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 発達障がい児（言語障がい・情緒障がいを含む）の支援においては、アセスメント等によって、その認知特性、
障がい特性を詳細に理解し、長所を活かした支援を尊重しながら、当該児童生徒の二次障がいにも配慮した支援
が重要となる。
　本講義では、発達障がいに関する教育支援について、教育課程、支援体制や教材開発にも着目して学習できる
ようにする。
　なお、本科目と軽度発達障害教育総論（心理等）は連続履修すること。

※前期前半７コマが軽度発達障害教育総論（心理等）、前期後半７コマが本科目、前期最終講にて２科目のまと
めを行う。

到達目標 ・発達障がいのある子どもの教育課程・指導法を理解し、得られた知識を教育・支援の実践に応用することがで
きる

履修の留意事項 1．特別支援学校教諭一種免許状（知・肢・病）取得希望者に限る
2．軽度発達障害教育総論（心理等）と連続履修すること
3．再試験はしない
4．この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要である

テキスト ※なし（プレゼンテーションデータを書き取ることで、1冊のテキストが作成されるようにする）
授業中に用いるプレゼンテーションデータの書取りにより、１冊のテキストができるようにする

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

市販の発達障がい児の教育及び支援に関する書籍

備考 この授業は、療育センター心理職、発達健診・相談の心理職、スクールカウンセラー、特別支援教育専門家チー
ム委員、県教育振興基本計画策定・推進委員としての豊富な実務経験を有する教員によって、妊娠初期からの発
達障がい及び言語障がいの発生要因（発生リスク）をキャッチアップする乳幼児健康診査及び二次健診、児童相
談所、医療機関、療育機関等への連携と接続等の保健福祉のシステムを2年次科目「発達障がい者の心理」の復
習を兼ねてと概括し、障がい児保育（統合保育）、就学先の決定に向けたシステム、通常学級、特別支援学級、
通級による指導による教育課程、及び当該学級・教室での指導法について講述する。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
発達障がい児の教育課程・指導法
（1）

LD児・AD/HD児の教育的支援（1） LD児・AD/HD児の支援・
特別支援教育に関する
文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定して特性に配慮した
支援について省察する

2
発達障がい児の教育課程・指導法
（2）

LD児・AD/HD児の教育的支援（2） LD児・AD/HD児の支援・
特別支援教育に関する
文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定して特性に配慮した
支援について省察する

3
発達障がい児の教育課程・指導法
（3）

LD児・AD/HD児の教育的支援（3） LD児・AD/HD児の支援・
特別支援教育に関する
文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定してUDの視点に立っ
た支援について省察す
る

4
発達障がい児の教育課程・指導法
（4）

自閉スペクトラム症児の教育的支援
（1）

自閉スペクトラム症児
の支援・特別支援教育
に関する文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定して特性に配慮した
支援について省察する

5
発達障がい児の教育課程・指導法
（5）

自閉スペクトラム症児の教育的支援
（2）

自閉スペクトラム症児
の支援・特別支援教育
に関する文献を調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定してUDの視点に立っ
た支援について省察す
る

6
言語障がい児・情緒障がい児の教育課
程・指導法

言語障がい児・情緒障がい児の教育的
支援

言語障がい児・情緒障
がい児の支援・特別支
援教育に関する文献を
調べる

事前学修と講義内容を
復習し、仮想事例を想
定して特性に配慮した
支援について省察する

7
試験 連続履修した軽度発達障害教育総論

（心理等）と合わせて実施する
講義内容を振り返る 試験を振り返る

8
試験の振り返りと発達障がい・言語障
がい・情緒障がいの教育体制

1．試験の振り返りと授業の総括
2．発達障がい・言語障がい・情緒障
がいの教育体制

特別支援学級、通級に
よる指導、適応指導教
室の課題について調べ
る

事前学修と講義内容を
復習し、三者の教育体
制を省察して課題を明
確にする

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回提出する省察用紙

【期末試験】
期末試験の素点 合計



30 70 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○ ○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

精神保健福祉論Ⅳ

Welfare of Psychiatric Ⅳ

授業コード： D4511

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ３年 ２単位 選択

担当教員

岩永靖

心理臨床学科 2・3 講義 CSW2306-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 精神保健福祉士をめざす学生として、精神障害者の生活支援の意義と特徴を踏まえた上で、具体的な地域生活支
援システムと居住、就業支援等における制度及び相談援助活動の視点を理解することを目的とする。

到達目標 ・精神障害者の生活支援の意義と特徴について理解できる。
・精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動について理解する。
・職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度･施策と相談援助活動について理解す
る。
・更生保護制度と医療観察法について理解する。
・行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について理解する。

履修の留意事項 「精神保健福祉論Ⅰ」「精神保健福祉論Ⅱ」「精神保健福祉論Ⅲ」を履修していることが望ましい。この科目は
事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト 『新･精神保健福祉士養成講座７巻　精神障害者の生活支援システム　第３版』一般社団法人日本ソーシャル
ワーク教育学校連盟編　中央法規出版

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

適宜紹介する

備考 　精神保健福祉士として精神科病院や就労継続支援Ａ型事業所での勤務経験を踏まえ、精神障害者の地域生活支
援、就労支援について講義を行います。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
精神障害者の概念① 障害の概念と障害者基本法による精神

障害者の概念
障害者基本法について
目を通しておく。

概念について整理す
る。

2
精神障害者の概念② 精神保健福祉法における精神障害者と

精神障害者の特性
精神保健福祉法につい
て目を通しておく。

特性について整理す
る。

3
精神障害者の生活の実際① 精神障害者とその家族の現状 教科書の該当箇所につ

いて目を通しておく。
講義の振り返りを行う
こと。

4
精神障害者の生活の実際② 精神障害者と地域社会及び海外におけ

る地域生活支援モデルの動向
地域生活支援の自分な
りの仮イメージを持っ
ておく。

自分のイメージとの違
いを整理する。

5
精神障害者の生活と人権 精神障害者の生活と人権 人権についての人類の

歴史を振り返ってお
く。

精神障害者の生活と人
権の状況について整理
する。

6
精神障害者の生活支援システム① 精神障害者の自立・社会参加のための

生活支援システムと相談援助
精神障害者の自立とは
何かイメージしてお
く。

講義の振り返りを行う
こと。

7
精神障害者の生活支援システム② 雇用・就業以外の就労と余暇活動及び

ソーシャル・サポート・ネットワーク
自宅近くの事業所や利
用方法について調べて
おく。

講義の振り返りを行う
こと。

8
精神障害者の生活支援システム③ 地域生活支援システムの実際 支援システムについて

調べておく。
講義の振り返りを行う
こと。

9
精神障害者の居住支援① 居住支援制度の歴史的展開と居住の場

の確保における精神保健福祉の役割
住居を借りる仕組みを
調べておくこと。

講義の振り返りを行う
こと。

10
精神障害者の居住支援② 居住支援の実際と精神保健福祉士及び

その他の専門職の役割
ホームヘルプサービス
の利用方法を調べてお
く。

講義の振り返りを行う
こと。

11
精神障害者の就労支援① 雇用・就業支援制度の概要と歴史的展

開
ハローワークなど就業
に関する仕組みを知っ
ておく。

講義の振り返りを行う
こと。

12
精神障害者の就労支援② 雇用・就業支援にかかわる専門職と雇

用・就業支援の実際
教科書の該当するとこ
ろに目を通しておく

講義の振り返りを行う
こと。

13
精神障害者の就労支援③ 福祉的就労における支援の実際と雇

用・就業支援における近年の動向
自宅近くの事業所や利
用方法について調べて
おく。

可能であれば事業所を
見学させてもらう。

14
行政における相談援助 市町村、都道府県における相談援助シ

ステムと、行政における精神保健福祉
士の役割と機能

住んでいる地域の市町
村の相談窓口を調べて
おく。

講義の振り返りを行う
こと。

15
試験 試験の実施 試験に向けての学習 試験で解けなかったと

ころを学習

16
全授業の振り返り 試験の説明、質疑応答など さらに理解を深めたい

ところを整理してお
く。

全体を通して学んだ
事、課題を明確にす
る。



評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【定期試験】
講義内容の理解度 合計

20 80 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

学校ソーシャルワーク論

School Social Work

授業コード： D4370

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 ３年 ２単位 選択

担当教員

岩永靖

心理臨床学科 2・3 講義 CSW2310-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 今日の児童生徒を取り巻く現状と、学校ソーシャルワークの発展過程を踏まえた上で、学校ソーシャルワークの
視点と実践モデルを教示する。

到達目標 ・今日の児童生徒とそれを取り巻く現状と課題を指摘できる。
・学校ソーシャルワークにおける実践モデルを説明できる。
・学校ソーシャルワークの視点に基づき、実践事例の課題と支援方法を提示できる。

履修の留意事項 この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 『よくわかるスクールソーシャルワーク　第２版』．山野則子・野田正人・半羽利美佳編著．ミネルヴァ書房

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 　教育委員会のスクールソーシャルワーカーやスーパーバイザーとして学校教育分野での相談援助の経験と自治
体のいじめ防止対策審議会委員等の経験を踏まえ、児童生徒とそれを取り巻く環境の課題と学校ソーシャルワー
クの実践モデルを学んでいきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
学校ソーシャルワークとは スクールソーシャルワーカーの活動状

況について
スクールソーシャル
ワーカーについて調べ
ておく。

スクールソーシャル
ワーカーの活動につい
てまとめる。

2
児童生徒を取り巻く学校・家庭・地域
の情勢（１）

学校における現代的課題 教科書P２～P１３を精
読しておく。

学校現場における不登
校などの課題の現状に
ついてまとめる。

3
児童生徒を取り巻く学校・家庭・地域
の情勢（２）

背景にある子育て環境 教科書P１４～P２３を
精読しておく。

地域や子育て環境の変
化と児童生徒への影響
についてまとめる。

4
学校ソーシャルワークの価値・倫理 学校ソーシャルワークの価値と意義 教科書P２４～P３３を

精読しておく。
ソーシャルワークの特
徴についてまとめる。

5
アメリカや他諸外国及び日本のスクー
ル（学校）ソーシャルワークの発展過
程の概要

学校ソーシャルワークの歴史と動向 教科書P３４～P４９を
精読しておく。

学校ソーシャルワーク
の発展と歴史的背景に
ついてまとめる。

6
学校教育の特徴と教育が連携する機関
とその機能

教育行政の仕組みと教育相談、生徒指
導体制
児童相談所、福祉事務所などの機能と
役割

教科書P５２～P９５を
精読しておく。

教育行政と関係機関の
役割についてまとめ
る。

7
学校ソーシャルワークの実践モデルの
概要（１）

学校ソーシャルワークの基礎理論 教科書P９６～P113を精
読しておく。

各基礎理論のポイント
についてまとめる。

8
学校ソーシャルワークの実践モデルの
概要（２）

学校ソーシャルワークの展開過程 教科書P１１４～P１３
３を精読しておく。

展開過程の各段階にお
けるポイントをまとめ
る。

9
学校ソーシャルワークの個別支援の実
践例（１）

特別支援教育、いじめ、不登校、学力
保障と学校ソーシャルワーク

教科書P１４６～P１６
１を精読しておく。

それぞれの課題の実践
ポイントについてまと
める。

10
学校ソーシャルワークの個別支援の実
践例（２）

保護者対応、児童虐待、非行、精神疾
患と学校ソーシャルワーク

教科書P１６２～P１６
９、PP１７４～P１８１
を精読したおく。

それぞれの課題の実践
ポイントについてまと
める。

11
学校ソーシャルワークの集団支援 集団支援の視点と実践例 配布プリントを精読し

ておく。
集団支援実践のポイン
トについてまとめる。

12
学校ソーシャルワークの学校・家庭・
地域協働支援の実際例（メゾ・レベ
ル）（１）

児童福祉施設、外国国籍の子ども、子
育て支援、災害支援と学校ソーシャル
ワーク

教科書P１８２～P１９
３、P１９８～P２０１
を精読したおく。

社会的課題における協
働のポイントについて
まとめる。

13
学校ソーシャルワークの学校・家庭・
地域協働支援の実際例（メゾ・レベ
ル）（２）

学校と関係機関の協働支援（校外協
働）
社会資源の開発

配布プリントを精読し
ておく。

社会資源開発の意義に
ついてまとめる。

14
学校ソーシャルワークの教育行政への
支援（マクロ・レベル）
スクールソーシャルワーカーへのスー
パービジョン

スクールソーシャルワーカー活用事業
教育委員会との協働
各地の教育委員会が実施する学校ソー
シャルワークに関する事業
スーパービジョン体制
スーパービジョンの方法

配布プリントを精読し
ておく。

事業の概要と今後の課
題についてまとめる。
スーパービジョンの目
的と意義についてまと
める。

15
試験 授業内容における理解の確認 これまでの学修内容を

総復習する。
試験でわからなかった
箇所を調べておく。



16
まとめ 総復習 試験内容を復習してお

く。
理解できていなかった
部分を再確認する。

評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【定期試験】
十分な理解 合計

20 80 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

学校ソーシャルワーク演習

Seminar in School Social Work

授業コード： D4390

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 ４年 １単位 選択

担当教員

岩永靖

心理臨床学科 1・2・3 演習 CSW2406-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 学校ソーシャルワーク実践におけるミゾ・メゾ・マクロにわたる実践例を基に、アセスメントからプランニン
グ、具体的アプローチについての技法および他機関との協働、地域相談活動の展開方法を修得する。

到達目標 ・個別事例へのアセスメントに加え、スクールソーシャルワーカーとして、教育行政や学校の動き、地域を把握
し、地域や学校をアセスメントすることができる。
・学校ソーシャルワーク実践のメゾ、マクロ実践についても体験的に理解することができる。
・記録用紙を創造し、蓄積していくことができる。

履修の留意事項 「学校ソーシャルワーク実習」を履修する者に限り履修することができる。
この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 『学校ソーシャルワーク演習』．門田光司・鈴木庸裕編著．ミネルヴァ書房

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

特になし

備考 教育委員会のスクールソーシャルワーカーやスーパーバイザーとして学校教育分野での相談援助の経験を踏ま
え、学校現場や地域の課題とミクロ・メゾ・マクロレベルの学校ソーシャルワーク実践を体験的に学んでいきま
す。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
地域アセスメント、学校アセスメント ・市町村内の資源やサービスと地域の

状況を把握する。
・学校のニーズや実態、状況と組織シ
ステムを把握する。
・学校における支援人材や支援方法を
知る。
・地域アセスメントと学校アセスメン
トの必要性とその手法を学ぶ。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと。

地域アセスメントと学
校アセスメントの意義
と実施のポイントにつ
いてまとめる。

2
ミクロ実践（１）・具体的な問題解決
能力を高める

・具体的な事例に対するアセスメン
ト、プランニング、援助の実行のプロ
セスにおける援助展開力を身につけ
る。
・ソーシャルワークスキルの活用を学
ぶ。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと。

アセスメントから援助
の実行までのソーシャ
ルワークの展開過程に
おけるポイントとソー
シャルワークスキルに
ついてまとめる。

3
ミクロ実践（２）・アウトリーチ ・接近困難な事例や教員に働きかける

視点と方法を学ぶ。
教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

接近困難事例等におけ
るアウトリーチに必要
な手法と教員に働きか
ける視点のポイントを
まとめる。

4
メゾ実践（１）・チームアプローチと
マネージメント

・校内あるいは関係機関やNPO法人等
を含めたチームアプローチを進め、マ
ネージメントスキルを獲得する。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

チームアプローチの意
義とケースマネージメ
ントの技法についてま
とめる。

5
メゾ実践（２）・ケース会議と教育行
政との協働

・具体的に校内ケース会議や連携ケー
ス会議を進める手法を獲得する。
・教育行政との協働システムの策定に
ついて学ぶ。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

ケース会議を進める手
法と教育行政との協働
システム策定における
要点についてまとめ
る。

6
マクロ実践（１）・市町村子ども家庭
相談体制における位置づけ

・福祉の相談体制に位置づける力を養
う。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

子ども家庭相談体制と
学校ソーシャルワーク
の位置づけについてま
とめる。

7
マクロ実践（２）・福祉と教育の協働
相談体制作り、地域に根ざした活動展
開・開発機能の意義と実践

・学校外の資源を活用し地域に根ざし
た相談活動の展開方法を獲得する。
・学校ソーシャルワークが広く子ども
たちの代弁ができる位置にあることを
理解し、新たな仕組みを開発する視点
を養う。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

地域に根ざした相談活
動の意義と展開方法、
子どもの代弁に基づく
資源開発についてまと
める。

8
記録、スーパービジョン、評価 ・地域でのスーパービジョン体制を策

定する意義を理解し、その体制づくり
を実践的に学ぶ。
・記録をつける、データを蓄積するな
ど説明できる力、効果測定を行う力を
つける。

教科書の指摘箇所を精
読しておくこと

スーパービジョン体制
策定の意義と体制作り
のポイント、データの
蓄積と説明するための
要点についてまとめ
る。



評価方法
評価のポイント

【平常点（態度・行動観
察）】
積極的な授業態度

【レポート・課題】
要点を理解し、まとめて
いる

合計

40 60 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

精神保健福祉援助演習Ⅰ

Seminar in Psychiatric Social Work  Ⅰ

授業コード： D4550　D4551

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 3年 ２単位 選択

担当教員

西章男

心理臨床学科 2.3 演習 CSW2312-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 ソーシャルワークの知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、ソーシャルワーカーにに求められ
る相談援助に係る基礎的な知識と技術について、実践的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことが
できる能力を涵養する。

　本演習を通じて相談援助に係る精神保健福祉援助の基礎的な知識・技術を実践的・体系的に習得する。

到達目標 相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いることができる。

履修の留意事項 演習、グループワークやロールプレイが中心です。履修学生同士のディスカッションや役割を演じ合うことが多
くあります。沢山話して沢山考えてもらいます。原則として精神保健福祉士を目指すもしくは関心がある学生が
履修できます。それ以外の履修希望者は事前の相談に来てください。この科目は事前・事後学修に毎回180分程
度の時間が必要です。

テキスト 『新・精神保健福祉士養成講座８　精神保健福祉援助演習（基礎・専門）第２版』一般社団法人日本精神保健福
祉士養成校協会編　中央法規出版

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

なし

備考 精神科病院での看護助手、准看護師としての経験、社会福祉士として高齢者分野を中心にソーシャルワークに携
わってきた経験と、社会福祉士会の相談事業担当として多様な背景をもつ方々の相談支援を行っている経験を踏
まえ、ソーシャルワークの基礎的な技術について体験的に学んでいきます。グループワーク、ペアワーク、ロー
ルプレイ等が中心となります。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
演習の意義と目的 ・オリエンテーション・演習の方法と

目的
第1章「演習の方法」を
事前に読んで疑問点を
整理

演習の臨む心構えにつ
いてレポート

2
ソーシャルワークの基盤① ・ソーシャルワーカーと自己理解・

ソーシャルワーカーと他者理解
第2章第1節を事前に読
んで疑問点を整理

自己理解と他者理解に
ついてふりかえる

3
ソーシャルワークの基盤② ・他者理解から考えるソーシャルワー

カ‐の価値
第2章第2節を事前に読
んで疑問点を整理

倫理綱領作成演習につ
いてふりかえる

4
専門職の価値と倫理② ソーシャルワークにおける価値と倫

理・倫理綱領作成演習
精神保健福祉士・SWの
倫理綱領を事前に読む

価値・倫理のジレンマ
演習についてふりかえ
る

5
利用者理解 ・利用者理解の視点（ストレングス視

点）、障がいの構造的理解（ICF）演
習

第2章第3節を事前に読
んで疑問点を整理

ICFを用いた事例検討演
習についてふりかえる

6
援助関係の理解 ・バイスティックの7原則、自分自身

のバウンダリー理解、ラポール形成の
ための具体的技法

第2章第4節を事前に読
んで疑問点を整理

ソーシャルワーカーの
共感的理解についてふ
りかえる

7
面接技術① ・基本的なコミュニケーション技術

（面接相談）
第2章5節を事前に読ん
で疑問点を整理

面接相談演習について
ふりかえる

8
面接技術② ・基本的なコミュニケーション技術

（電話相談・訪問相談）
第2章第6節を読んで疑
問点を整理。

電話相談・訪問相談演
習についてふりかえる

9
スーパービジョンとコンサルテーショ
ン

・バーンアウトの防止、スーパービ
ジョンの機能・形態・展開。コンサル
テーションとの違い

第2章第7節を事前に読
んで疑問点を整理

支援者の支援、スー
パービジョンの必要性
についてふりかえり

10
記録の理解① ・記録における留意点、主観的情報と

客観的情報（SOAP)、インテークの項
目を考え、実際に聴いて記録する。

第3章第2節を事前に読
んで疑問点を整理

専門職として記録の必
要性についてのふりか
えり

11
記録の理解② ・マッピング技法からのアセスメン

ト、ジェノグラム、エコマップ
第3章第1節、4節事前に
読んで疑問点を整理

マッピングを通じてク
ライエントの全体像を
理解する重要性につい
てふりかえる

12
個人・グループ・地域に対する相談援
助の理解‐ケアマネジメントの展開―

ケアプランの作成（アセスメント） 第5章～7章を事前に読
んで疑問点を整理

自分が担当するケアプ
ランのアセスメントに
ついて次回のプランニ
ングに活かせるように
整理する。

13
個人・グループ・地域に対する相談援
助の理解‐ケアマネジメントの展開―

ケアプランの作成（プランニング） ケママネマネジメント
の流れを確認して整理

自分が担当するケアプ
ランを完成させ、次回
のケアカンファレンス
で説明できるよう準備



14
チームアプローチの理解 ・チームラプローチの理解、ケアカン

ファレンスの実践
第4章を事前に読んで疑
問点を整理

ケアカンファレンス体
験から、チームアプ
ローチの重要性につい
てふりかえる

15
試験 講義内容の総括と理解事項の確認 試験に向けての学習 講義内容の定着状況を

把握し課題を整理する

16
フィードバック 試験の解説、これまで講義を総括し、

講義内容について理解を深める
課題の把握 課題の復習

評価方法
評価のポイント

【平常点】
演習参加の積極性

【授業参加・研究意欲】 【定期試験】
合計

50 30 20 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○



講義科目名称：

英文科目名称：

精神保健福祉援助演習Ⅱ

Seminar in Psychiatric Social Work  Ⅱ

授業コード： D4570

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

前期 4年 ２単位 選択

担当教員

西章男

心理臨床学科 2.3 演習 CSW2401-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 　精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相
談援助に係る基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的援助技術として概念化し理論化し
体系立てていくことができる能力を涵養する。
①相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。
②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基盤整理と開発に係る事例と実践モデルやアプローチに係る事
例をとりあげる。

　本講義を通じて相談援助に係る精神保健福祉援助の基礎的な知識・技術を実践的・体系的に習得する。

到達目標 　精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相
談援助に係る基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助
技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる。
①相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いることができる。
②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基盤整備と開発に係る事例と、技術・アプローチに係る事例を
体系的にとりあげることができる。

履修の留意事項 ・精神保健福祉援助演習Ⅰの単位を取得し、精神保健福祉援助実習指導Ⅱ・Ⅲ、精神保健福祉援助実習を履修し
ていること。
・各自ふりかえりノートを準備し事後学習として記入。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 『新・精神保健福祉士養成講座８　精神保健福祉援助演習（基礎・専門）第２版』一般社団法人日本精神保健福
祉士養成校協会編　中央法規出版

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

なし

備考 精神科病院での看護助手及び准看護師としての経験と、社会福祉士として高齢者分野を中心にソーシャルワーク
に携わってきた経験と、社会福祉士会の相談事業担当として多様な背景をもつ方々の相談支援を行っている経験
を踏まえ、精神保健福祉士として必要なソーシャルワークの技術や知識を演習の形で体験的に学んでいきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ケース記録の作成 ・精神保健福祉援助実習にむけて。

ケース記録の書き方について留意事
項、ケース記録作成演習

事前に渡すケース記録
の例を読んで、クライ
エントと面接をしなが
らケース記録を書くこ
とについて考えてくる

演習中に書いたケース
記録を整理し完成させ
る

2
個別支援計画の作成 ・精神保健福祉援助実習にむけて。支

援計画の書き方について留意事項、支
援計画作成演習

事前に渡す支援計画の
例を読んで、前回作成
したケース記録から支
援の実際を考えてくる

演習中に書いた支援計
画を完成させる

3
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ①

ストレングスモデル 第8章事例１を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

4
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ②

エンパワメントアプローチ 事前に渡す資料を事前
に読んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

5
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ③

ＳＳＴ、ＳＳＴ体験および実践 第8章事例2を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

6
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ④

心理教育、心理教育体験および実践 第8章事例3を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

7
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ⑤

危機介入 第8章事例5を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

8
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ⑥

アウトリーチ 第8章事例5を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

9
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ⑦

・危機介入 第8章事例6を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

10
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ⑧

チームアプローチ 第8章事例7を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

11
ソーシャルワークの実践モデルおよび
アプローチ⑨

ケアマネジメント 第8章事例8を事前に読
んで疑問点を整理

ふりかえりノート記入

12
実践モデルアプローチにかかわる技術
④

・セルフヘルプグループ 事例６を事前に読んで
要点を整理

ふりかえりノート記入



13
当事者の声 当事者の方による講義 事前に渡す資料を読ん

で要点を整理
ふりかえりノート記入

14
当事者の家族の声 当事者の家族による講義 事前に渡す資料を読ん

で要点を整理
ふりかえりノート記入

15
まとめ これまでの演習、当事者および当事者

の家族の方の話を聴いて、精神保健福
祉士としてあるべき姿、めざす精神保
健福祉士像についてディスカッション

ディスカッションの項
目を事前に渡すので、
簡単に書いてくる

精神保健福祉士として
あるべき姿、めざす精
神保健福祉士像につい
てのレポート提出

評価方法
評価のポイント

【平常点】
毎回行う事例問題小テス
ト

【課題】
担当する事例をよく読ん
で事例問題を作成してく
ること

【授業参加・研究意欲】
合計

10 40 50 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○

○

○ ○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

精神保健福祉援助演習Ⅲ

Seminar in Psychiatric Social Work  Ⅲ

授業コード： D4590

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 4年 ２単位 選択

担当教員

西章男

心理臨床学科 2.3 演習 CSW2402-S

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談
援助に係る基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的援助技術として概念化し理論化し体
系立てていくことができる能力を涵養する。
①相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。
②個別指導並びに集団指導を通して、支援課題を基盤とした事例と対象者別の事例をとりあげる。

　本講義を通じて相談援助に係る精神保健福祉援助の基礎的な知識・技術を実践的・体系的に習得する。

到達目標 　精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相
談援助に係る基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助
技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる。
①相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いることができる。
②個別指導並びに集団指導を通して、支援課題を基盤とした事例と対象者別の事例を体系的にとりあげることが
できる。

履修の留意事項 ・精神保健福祉援助演習Ⅱの単位を取得し、精神保健福祉援助実習指導Ⅱ・Ⅲ、精神保健福祉援助実習を履修し
ていること。
・各自ふりかえりノートを準備し事後学習として記入。
・この科目は事前・事後学修に毎回180分程度の時間が必要です。

テキスト 『新・精神保健福祉士養成講座８　精神保健福祉援助演習（基礎・専門）第２版』一般社団法人日本精神保健福
祉士養成校協会編　中央法規出版

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

なし

備考 精神科病院での看護助手及び准看護師としての経験と、社会福祉士として高齢者分野を中心にソーシャルワーク
に携わってきた経験と、社会福祉士会の相談事業担当として多様な背景をもつ方々の相談支援を行っている経験
を踏まえ、精神保健福祉士として実践に携わる際に体験するであれろう様々な事例からを用いて、精神保健福祉
士の行うソーシャルワーク実践を考えていきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
支援課題を基盤とした演習① 医療に結び付ける援助、自殺予防 事例9，10事前に読んで

要点を整理
ふりかえりノート記入

2
支援課題を基盤とした演習② ・児童虐待の防止、社会復帰（地域移

行支援）
事例11，12を事前に読
んで要点を整理

ふりかえりノート記入

3
支援課題を基盤とした演習③ 社会復帰（地域定着支援）、社会復帰

（医療観察法）
事例13,14を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

4
支援課題を基盤とした演習④ 権利擁護、就労支援（生活支援） 事例115,16を事前に読

んで要点を整理
ふりかえりノート記入

5
支援課題を基盤とした演習⑤ 就労支援（社会資源の活用）、地域の

組織化
事例17,18を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

6
支援課題を基盤とした演習⑥ 経済的支援（障害年金の活用）、経済

的支援（社会資源につなげる支援）
事例19,20を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

7
支援課題を基盤とした演習⑦ 当事者支援（セルフヘルプグルー

プ）、当事者支援（ピアサポート）
事例21,22を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

8
支援課題を基盤とした演習⑧ 家族支援（精神障害者家族）、家族支

援（自死家族）
事例23,24を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

9
支援課題を基盤とした演習⑨ 地域との連携、薬物事犯者の更生保護 事例25,26を事前に読ん

で要点を整理
ふりかえりノート記入

10
対象者別にみた演習① 発達障害のある子ども・若者の支援、

不登校の子どもの支援
事例27,28を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

11
対象者別にみた演習② 性別違和（性同一性障害）のある若者

の支援、薬物依存症の若者の支援
事例29,30を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

12
対象者別にみた演習③ パーソナリティ障害がある若者の支

援、ひきこもりの若者の支援、
事例31,32を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

13
対象者別にみた演習④ 高次脳機能障害の成人の支援、アル

コール依存症の成人の支援
事例33,34を事前に読ん
で要点を整理

ふりかえりノート記入

14
対象者別にみた演習⑤ うつ病性障害の成人の支援、認知症高

齢者の支援
事例35，36を事前に読
んで要点を整理

ふりかえりノート記入



15
全体のふりかえり ・精神保健福祉士として働く自分につ

いて考える
精神保健福祉士として
活かせる自分の長所を
考える

ふりかえりノート記入

評価方法
評価のポイント

【平常点】 【課題】
担当する事例をよく読ん
で事例問題を作成してく
ること

【授業参加・研究意欲】
出席状況および授業中の
積極的な発言、グループ
ワークへの積極的な参加

合計

20 80 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○

○

○ ○

○



講義科目名称：

英文科目名称：

ソーシャルワーク論

Social Work

授業コード： A2500

開講期間 配当年 単位数 科目必選区分

後期 １年 ２単位 必修

担当教員

西章男

学科共通 1.2.3 講義 GHU1102-L

開講学科(専攻) 該当DP 授業形態 ナンバリング

授業の概要 本講義はソーシャルワーカーの本質とソーシャルワーカーらしく考えるための視座を学ぶソーシャルワーク（社
会福祉援助技術・相談援助）の入門編です。

到達目標 ・ソーシャルワークの専門性とソーシャルワーカーの専門性について理解することができる。

・ソーシャルワークを理念・価値・倫理の関係から説明することができる。

・ソーシャルワーカーの体系や展開過程について理解することができる。

履修の留意事項 ・授業は、基本的にテキストの内容にもとづいて進めていきます。またソーシャルワーク（社会福祉援助技術・
相談援助）の実際、職場・対象問題等のイメージ化を図るために適宜、視聴覚教材や事例などを用いる予定で
す。
・各回の終了間際に質問の時間を取りたいと思いますが、授業終了後や出席カード等でも質問や相談に対応しま
す。
・この科目は事前・事後学修に毎回１８０分程度の時間が必要です。

テキスト シリーズ・社会福祉の視座　第2巻　ソーシャルワークへの招待　ミネルヴァ書房

参考図書・教材/
データベース・雑
誌の紹介

・適宜、レジメや資料を配布する。

備考 社会福祉士として高齢者分野を中心にソーシャルワークに携わってきた経験と、社会福祉士会の相談事業担当と
して多様な背景をもつ方々の相談支援を行っている経験を踏まえ、ソーシャルワークについて、多くの事例を用
いて講義を組み立てていきます。

週 テーマ 講義内容 事前学修 事後学修

1
ソーシャルワークとは何か ソーシャルワークの理念と課題　暮ら

し（生活）の視点で考える。
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

2
ソーシャルワークの萌芽 ソーシャルワークの歴史、COS・セツ

ルメントの意義と影響、日本における
歴史

シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

3
ソーシャルワーク目的と価値 ソーシャルワークを導く価値基盤、価

値の具現化に向けて
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

4
ソーシャルワークと倫理綱領 専門職と倫理綱領、ソーシャルワー

カーの倫理綱領、グローバル定義
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

5
ソーシャルワークの基本原則① バイスティックの7原則、主体性の尊

重
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

6
ソーシャルワークの基本原則② ソーシャルワーカーの自己活用 シラバス、教科書の内

容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

7
ソーシャルワーカーの社会的使命と課
題

ソーシャルワーカーの社会的使命、支
援の必要性と課題、専門職連携の意義
と課題

シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

8
ソーシャルワークの対象と構成要素① ソーシャルワークの構造と社会資源 シラバス、教科書の内

容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

9
ソーシャルワークの対象と構成要素② スーパービジョン シラバス、教科書の内

容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

10
ソーシャルワークの展開過程 インテーク、アセスメント、プランニ

ング、モニタリング、エバリュエー
ション

シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）



11
ソーシャルワークの基本技法① 面接技法、記録法（ジェノグラム・エ

コマップ）
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

12
ソーシャルワークの基本技法② 事例検討（研究）、「生きづらさ」の

構造理解
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

13
ソーシャルワークの理論とモデル エコロジカルモデル、ストレングスモ

デル、ナラティブモデル
シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

14
ソーシャルワークにおけるエンパワメ
ント

エンパワメントの意義、エンパワメン
ト支援の活動の枠組みと課題

シラバス、教科書の内
容を読んで疑問点をま
とめる。

配布した事例をソー
シャルワークの視点で
考察する（次回の授業
のはじめに提出）

15
試験 講義内容の総括と理解事項の確認 試験に向けての学習 講義内容の定着状況を

把握し課題を整理する

16
まとめ 試験の解説、これまでの講義を総括

し、講義内容について理解を深める。
質疑応答。

課題の確認 課題の復習

評価方法
評価のポイント

【授業参加・研究意欲】
授業回数の内、８割以上
出席をしていること、積
極的な発表など

【課題・レポート】
毎回渡す事例について考
察してくること

【定期試験】
合計

40 20 40 100

観
点

割合(%)

知識・理解

思考・判断

関心・意欲・態度

技能・表現

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○




