
授業コード 310080201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道実技Ⅰ 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード 310080202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道実技Ⅰ 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード 310080300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道実技Ⅰ 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード 310090200A （認定科目名：書道実技/書道実技Ⅱ） 

授業科目 書道実技Ⅱ 単位 2 

担当者 西野 桃笠 シラバスグループ M20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

漢字仮名交じりの書と作品作り/篆書・隷書の実習 

 

■授業の概要 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書の学習と手書き文字の表現学習|〈篆書・隷書〉

|篆書・隷書の用筆法を学び、それぞれの特徴をよく把握する。古典の臨書を中心に数多く

学習する。半紙の指導を中心としつつ、画仙紙（半切）作品にも挑戦し、書を学ぶ楽しさ

を味わう講義となるように工夫する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈漢字・仮名交じり〉|一番生活に身近な、漢字仮名交じりの文章を作品に作る。書は生活

のいたるところに存在する。多種多様な用具用材を用いて、自分らしい書の作品を制作し

体得する。|〈篆書・隷書〉|篆書・隷書を学ぶことによって書道の基本的な知識・技術を身

につけ、併せて書の芸術を学習する。 
 

■到達目標 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書を身近なものとして受け止め、古典

に立脚しながらも現在の生活の中に手書き文字の良さを残しながら溶け込み、

生活の中に彩りを与えられるような知識と力量を身につけたい。|（篆書・隷書）

|感じの字源に基づき、篆書・隷書の指導が出来るような力を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード 310090300A （認定科目名：書道実技/書道実技Ⅱ） 

授業科目 書道実技Ⅱ 単位 2 

担当者 西野 桃笠 シラバスグループ M30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

漢字仮名交じりの書と作品作り/篆書・隷書の実習 

 

■授業の概要 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書の学習と手書き文字の表現学習|〈篆書・隷書〉

|篆書・隷書の用筆法を学び、それぞれの特徴をよく把握する。古典の臨書を中心に数多く

学習する。半紙の指導を中心としつつ、画仙紙（半切）作品にも挑戦し、書を学ぶ楽しさ

を味わう講義となるように工夫する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈漢字・仮名交じり〉|一番生活に身近な、漢字仮名交じりの文章を作品に作る。書は生活

のいたるところに存在する。多種多様な用具用材を用いて、自分らしい書の作品を制作し

体得する。|〈篆書・隷書〉|篆書・隷書を学ぶことによって書道の基本的な知識・技術を身

につけ、併せて書の芸術を学習する。 
 

■到達目標 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書を身近なものとして受け止め、古典

に立脚しながらも現在の生活の中に手書き文字の良さを残しながら溶け込み、

生活の中に彩りを与えられるような知識と力量を身につけたい。|（篆書・隷書）

|感じの字源に基づき、篆書・隷書の指導が出来るような力を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード 320010100A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 清水 俊史 シラバスグループ A10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想、および仏教教団の歩みについて学ぶ 

 

■授業の概要 

授業においては、１）仏教の開祖ゴータマ・ブッダの生涯と思想、２）仏滅後の教団の歩

みについて概説する。そこから派生する課題として、仏教を研究することの目的と方法論、

および我々現代人は聖典にどの様に向き合うべきかについても取り扱う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業のねらいは仏教の基本的知識を身につけることであり、１）開祖ブッダの生涯、２）

仏教思想の基本原理、３）仏教研究の方法論の三点を習得することが目的である。 

 

■到達目標 

【学習の到達目標】|仏教に関する基本的な知識を身につけることを目標とする。

|【成績評価の基準】|授業内容に即したリポート課題を与える。|【リポートの留

意点】|先行文献からの撮要・要約ではなく、自らの言葉で書くことが望ましい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 授業中に複数の課題を与え、そのなかから好きなものを選ぶ方式

にする。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業中の態度など。 



授業コード 320010300A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ A30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 320010350A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 中御門 敬教 シラバスグループ A35010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の開祖ブッダ（釈尊）の生涯と思想を学ぶ。 

 

■授業の概要 

ブッダ（釈尊）の呼称、古代インドとアーリア人、釈尊の教えと人生を、テキストと資料

をもとに学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

 佛教大学の建学の理念である仏教精神を考えるに当たっては、開祖ブッダ（釈尊）の教

えを理解する必要がある。本講義でブッダの教えを学ぶ狙いは、この点にある。 

 

■到達目標 

 苦しみを抱えた人々に具体的な救済を示したブッダ（釈尊）の考え方と生き

様が、佛教大学にとっての仏教精神である。それを正しく理解することを、本

講義の到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 質問をしたり、自分の意見を述べるなど、積極的な授業参

加が望まれる。 



授業コード 320010S40A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ AS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 330070100A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能３） 

授業科目 京の芸能 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ X10320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の芸能民俗学 

 

■授業の概要 

京都に伝わる民俗芸能、特に大念仏狂言・六斎念仏・祇園囃子と踊り・松上げと盆踊りに

ついて紹介する。またできる限り映像資料も使用する予定である。 

  

■授業の目的・ねらい 

京都に伝わる民俗芸能の特質について基礎を修得させる。 

 

■到達目標 

京都に伝わる民俗芸能の特質とその背景に見られる民俗信仰について修得する

こと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 リポート試験を実施する 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 330070300A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能２） 

授業科目 京の芸能 単位 2 

担当者 樽井 由紀 シラバスグループ X30320 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

民俗芸能は、地域で協力して生活する人々が暮らしの中で々伝承する芸能です。一生懸命

に働く人々が、豊かな実りと平和な毎日を願いながら伝えてきました。京都市でも祭りの

中に数多くの民俗芸能が伝承されています。この講義では、京都市内に伝わる民俗芸能、

特に盆踊りを中心に、その内容、歴史を理解し、地域との関わりを学びます。映像資料、

文献資料から、それぞれの民俗芸能の特徴を捉えるだけでなく、教室の外へ飛び出し、フ

ィールドワークを行うことでより身近に感じて欲しいと思います。 
 

■授業の概要 

京都市内に伝わる民俗芸能を中心に学びます。歴史や内容を文字で確認した後、映像資料

によってさらに理解を深めます。フィールドワークは芸能の舞台となる寺院へ実際に足を

運びます。また、受講生の方による発表も予定しています。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも興味を持

つ。|| 

 

■到達目標 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも

興味を持つ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  

･その他 0  



授業コード A62010100A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 齋藤 蒙光 シラバスグループ A10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

浄土宗祖・法然の生涯と、その思想の特徴について 

 

■授業の概要 

浄土宗祖・法然上人の生涯（誕生・父の死と出家・比叡山での修業と隠遁・浄土宗の立教

開宗・布教活動・『選択集』撰述・法難・往生）と、その思想（大乗仏教と浄土教の基礎知

識・專修念仏・選択本願・愚者の自覚・平等の救い・三心・念仏行の利益）について学ん

でもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

本学では、建学の理念として「仏教精神に基づく人格育成」を掲げている。ここでいう「仏

教精神」とは、仏教の開祖・釈尊と浄土宗の開祖・法然上人に共通する、生き方と考え方

のことを指す。本講義では、浄土宗祖・法然の生涯と思想について理解してもらう。 
 

■到達目標 

法然の生涯を把握すると共に、その思想的特徴を理解し、自身の受け止めを述

べられるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 受講態度 



授業コード A62010150A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 市川 定敬 シラバスグループ A15010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然の生涯と思想 

 

■授業の概要 

 佛教大学は、法然の教えを建学の精神とする。この講義では、その法然の生涯と思想を

解説する。| 法然にとって、真実の教えとは、専修念仏の教えであった。どのような経緯

で、どのような意識で、その真実の教えにたどり着き、それを守っていったのか。また、

専修念仏の教えとは、いかなるものなのか、それを解説する。| また、この講義では、法

然について様々に考えを巡らしてみる。すなわち、法然についての知識を習得し、その知

識を核とし拠点として、そこから様々に法然について考えることで、法然に関する思考の

領域を広げるのである。| これらの解説に対する理解や思考などにより、法然の精神を汲

み取ることを目指す。それはつまり、佛教大学の建学の精神に触れることでもある。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然の生涯と、法然の専修念仏などの教えを学習し、それらについて考え、法然の精神や、

佛教大学の建学の精神に触れることを目指す。| リポート試験で成績評価する。 

 

■到達目標 

 法然という人物に対する理解や思考などにより、その精神、すなわち建学の

精神について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62010300A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 伊藤 茂樹 シラバスグループ A30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然上人の生涯と思想を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、鎌倉時代に生きた法然上人の生涯と思想を学ぶ。法然上人は、平安から鎌倉時

代という時代の移り変わりの時期に登場し、万民を救済する教えを説いた。その教えは、

多くの信奉者が生まれたが、同時に従来の仏教から多くの批判があがった。本講義では、

法然上人の生涯と思想がどうのような思想であるかを学び、当該期の時代背景にも言及し

てゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然上人の生涯と教えを学ぶことを目的とする。法然上人の生涯は、平安から鎌倉時代に

かけて生きた天台僧である。動乱期の天台僧の生き様を、当時の時代背景は状況を正確に

理解することを前提に、私たちの生き方にいかなる示唆をあたえてくれるかを意識してゆ

きたい。また、法然上人の思想は万民救済の教えである。万民救済の教えがどのようなか

たちで広がりをみせたのか理解してゆきたい。 
 

■到達目標 

法然の生涯と時代背景を適切に理解し、法然の教えの意義を理解することを目

的とする。法然の教えが私たちの生活にどのような示唆をあたえるのか。各自

が意識していただきたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62010S40A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 伊藤 茂樹 シラバスグループ AS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然上人の生涯と思想を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、鎌倉時代に生きた法然上人の生涯と思想を学ぶ。法然上人は、平安から鎌倉時

代という時代の移り変わりの時期に登場し、万民を救済する教えを説いた。その教えは、

多くの信奉者が生まれたが、同時に従来の仏教から多くの批判があがった。本講義では、

法然上人の生涯と思想がどうのような思想であるかを学び、当該期の時代背景にも言及し

てゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然上人の生涯と教えを学ぶことを目的とする。法然上人の生涯は、平安から鎌倉時代に

かけて生きた天台僧である。動乱期の天台僧の生き様を、当時の時代背景は状況を正確に

理解することを前提に、私たちの生き方にいかなる示唆をあたえてくれるかを意識してゆ

きたい。また、法然上人の思想は万民救済の教えである。万民救済の教えがどのようなか

たちで広がりをみせたのか理解してゆきたい。 
 

■到達目標 

法然の生涯と時代背景を適切に理解し、法然の教えの意義を理解することを目

的とする。法然の教えが私たちの生活にどのような示唆をあたえるのか。各自

が意識していただきたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62020100A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 清水 俊史 シラバスグループ A10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想、および仏教教団の歩みについて学ぶ 

 

■授業の概要 

授業においては、１）仏教の開祖ゴータマ・ブッダの生涯と思想、２）仏滅後の教団の歩

みについて概説する。そこから派生する課題として、仏教を研究することの目的と方法論、

および我々現代人は聖典にどの様に向き合うべきかについても取り扱う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業のねらいは仏教の基本的知識を身につけることであり、１）開祖ブッダの生涯、２）

仏教思想の基本原理、３）仏教研究の方法論の三点を習得することが目的である。 

 

■到達目標 

【学習の到達目標】|仏教に関する基本的な知識を身につけることを目標とする。

|【成績評価の基準】|授業内容に即したリポート課題を与える。|【リポートの留

意点】|先行文献からの撮要・要約ではなく、自らの言葉で書くことが望ましい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 授業中に複数の課題を与え、そのなかから好きなものを選ぶ方式

にする。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業中の態度など。 



授業コード A62020300A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ A30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62020350A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 中御門 敬教 シラバスグループ A35010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の開祖ブッダ（釈尊）の生涯と思想を学ぶ。 

 

■授業の概要 

ブッダ（釈尊）の呼称、古代インドとアーリア人、釈尊の教えと人生を、テキストと資料

をもとに学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

 佛教大学の建学の理念である仏教精神を考えるに当たっては、開祖ブッダ（釈尊）の教

えを理解する必要がある。本講義でブッダの教えを学ぶ狙いは、この点にある。 

 

■到達目標 

 苦しみを抱えた人々に具体的な救済を示したブッダ（釈尊）の考え方と生き

様が、佛教大学にとっての仏教精神である。それを正しく理解することを、本

講義の到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 質問をしたり、自分の意見を述べるなど、積極的な授業参

加が望まれる。 



授業コード A62020S40A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ AS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62030100A （認定科目名：文学と人生） 

授業科目 文学と人生 単位 2 

担当者 朴 銀姫 シラバスグループ A10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

反文学の世界 ― 倉橋由美子の華麗なる文体 

 

■授業の概要 

明治大学でフランス文学を学んだ倉橋由美子は、創作初期にはサルトルの実存主義の影響

を受けて、その形而上のイマージュをカフカやカミューの文体を模倣して、観念的な小説

を書いた。1967 年アメリカ留学から帰国した後、留学先で知り合ったアメリカの女性ヴ

ァージニアをモデルに、写実的な手法で書いた小説『ヴァージニア』を始めとして、『夢の

浮橋』、『城の中の城』、『交歓』など、一転して現実的な人物・事件を描いた作品を書くよ

うになった。晩年になると、漢詩を作品に引用したり、或いは漢詩を基に物語を作ったり

した。倉橋由美子の視線は日本や東洋に向けられていくのであった。晩年の作品である『よ

もつひらさか往還』と『酔郷譚』では特に漢詩引用が目立つ。本講義では、初期の作品「貝

のなか」、長編『聖少女』、「ヴァージニア」、晩年のカクテル物語シリーズ『よもつひらさ

か往還』から「雪洞桃源」（陶淵明の「桃花源郷」の変容）などを取り上げ、倉橋由美子の

小説文体の変化、生涯と作品世界との関係について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

（１） まず「貝のなか」の全文、『聖少女』と「ヴァージニア」の一部分、「雪洞桃源」

の全文を朗読して、ポイントになる単語や表現の意味とメタファーについて理解し、作品

世界を把握する。|（２） 次は、作品の内容と構成などについて分析、比較する。|（３） 

後に、文学と倉橋由美子の人生及び文学と人生一般論について考えてみる。|（４） 成

績は出席とリポートで評価する。 
 

■到達目標 

倉橋由美子の色々なスタイルの作品を読み、倉橋由美子の人生と文学の関連性

について理解し、人生において文学とは何かを考える。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A62040300A （認定科目名：生涯学習） 

授業科目 生涯学習 単位 2 

担当者 林田 匡 シラバスグループ A30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

生涯学習社会における学校と地域との連携・協働の在り方 

 

■授業の概要 

教育基本法第 13 条に「学校、家庭および地域住民等の相互の連携協力」の規定が新設さ

れた。それを受けて、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制

を整えていくことが必要とされ、現在、全国各地で様々な取組が行われている。さらに、

新学習指導要領の中には「社会に開かれた教育課程」の推進が謳われている。学校と地域

住民等が連携・協働した事例をもとに、その成果と課題を考えながら、学校と地域との連

携・協働の在り方について考えていく。また、生涯学習の変遷等にも触れ、確認を行って

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

「生涯学習」の概念について理解することができる。また、学校と家庭、地域住民等の連

携・協働が必要となった経緯について考え、学校と地域住民等が連携・協働した事例とそ

の教育的効果について理解することができる。また、ディスカッション等を行いながら、

学校と地域社会との連携・協働の在り方について、自らの経験や考え、アイデアを述べた

り構築したりすることができ、幅広い視野で「生涯学習」について考えることができるよ

うになる。 
 

■到達目標 

「生涯学習」の概念について理解し、学校と地域が連携・協働した取り組みの

実践事例や各人の地域の身近な生涯学習の事例等から、幅広い視野で「生涯学

習」を捉えなおすことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10 講義中に発言を求めることがありますので積極的な参加をお願

いします。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 毎回の出席票の中に疑問や感想等遠慮なく書かれてください。 

･その他 10 授業への毎時間の出席とともに、主体的な学習を期待します。 



授業コード A62050100A （認定科目名：現代社会と法律） 

授業科目 現代社会と法律 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ A10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

私達の生活や現代社会における様々な事象と法律との関わり 

 

■授業の概要 

本講義では、私達が普段生きていく中で関わる法的な事柄について扱うとともに、憲法・

法律に関わる社会的テーマについても扱う。|法律というと、皆さんには「難しい」、「お堅

い」などと思われるであろう。しかし、コンビニでお茶を買うのも、大学に来るのに電車

やバスに乗るのも「契約」という法律的な行為に基づくものである。そうすると、法律と

いうのは実は私たちにとって非常に身近なものだということが分かって頂けるだろう。ま

た、法律は、私たちを縛るだけではなく、私たちを守ってくれるものでもある。クーリン

グ・オフはその典型例である。 |私たちの暮らしにおいて法学がどれだけ身近なものか感

じてもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、上記のような法的事柄について学ぶことを通じて、法律の知識のみならず、

論理的に考える力、自身の考えを論理的かつ的確に他者に伝える力、他者と議論する力、

社会的に弱い立場にある者に対する思いやりなど社会人として、人間として生きていくう

えで大切な素養を身につけてもらうことを目的とする。 
 

■到達目標 

①現代社会における様々な法的問題や私たちの日常生活に直接関わる法的事象

について、関心を持ち、自身に関わる事柄として考えることができる。|②具体

的な法的事例を切り口にして法律学を学び、各事例に関わる条文、判例、概念

などを理解するとともに、それらを活用して具体的事例について妥当な解決策

を導き出すことができる。|③自身の考えを根拠をもって論理的かつ的確に表現

できる|④立場の異なる人の考えに耳を傾け、理解しようと努める態度を養う。|

⑤他者と議論して問題に対する妥当な結論を見出すことができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 授業内課題 



授業コード A62060200A （認定科目名：くらしとマスコミ） 

授業科目 くらしとマスコミ 単位 2 

担当者 崔 銀姫 シラバスグループ A20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「平成時代」を考える 

 

■授業の概要 

本授業では『平成時代』(吉見俊哉 2019、岩波書店）をテクストとしながら、|所謂「失

われた 30 年」と言われている「平成時代」を政治や経済、社会、そして文化といった四

つの領域から考えます。授業の形式は主にグループワークの参加型形式として進めていき

ます。討論はテクストの章ごとのテーマに沿って徹底的に行います。したがって授業に参

加する前にテクストを読んでテクストの内容を理解してくるのが望ましいです。今回の授

業を通して、2020 年 4 月より始まった新元号の時代を今後、いかにより良い時代にして

いくべきなのかといった新たな覚悟や、21 世紀のデジタルメディア社会とグローバル化

の急速な変化の中の情報社会における政治性を分析的に読み取ると共に、現代情報社会を

生きるために必要とされる個人としての「知」を身につけてもらいたいと考えています。 
  

■授業の目的・ねらい 

①「平成時代」における様々な社会政治経済文化の諸問題を根本的に読み直す。|②歴史の

中の「平成」を理解する。|③現代のメディア環境の変容と氾濫する情報社会をクリティカ

ルに考える。|④例えば「東芝の失敗」や「連合という組織の変化」「オウム事件」などの平

成時代の出来事を文脈的に読み取ることができる。 
 

■到達目標 

①グループワークの参加結果に関する報告書（討論の内容、討論の結果学んだ

内容など成果）をまとめて提出できること。|②テクスト読了後、課題として感

想や私見を加えた報告書が提出できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62070200A （認定科目名：東アジアの歴史と文化） 

授業科目 東アジアの歴史と文化 単位 2 

担当者 市村 導人 シラバスグループ A20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

食物から見た中国史 

 

■授業の概要 

中華料理は世界三大料理の一つに数えられます。中国の食生活が形成されるには長い歴史

を経ていますが、現在の状態が整ったのは、それほどに古い時代のことではありません。

中国の食生活は、中国の政治、経済、農業、外交といった歴史の歩みとは無縁ではなく、

時には歴史に影響を与えながら形成されてきたと言えるでしょう。では、前近代の中国の

人々は一体どのような食生活を送っていたのでしょうか。本講義では、画像を多く交えな

がら、生産、加工、消費という点から、前近代の中国の食生活、とりわけ食物に焦点をあ

て眺めてみましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義は全９講です。それぞれ、中国における食文化の歴史を講義しますが、受講者のみ

なさんは、日本の食文化との差異、あるいは共通点を意識しながら講義を受けていただき

たいと思います。 
 

■到達目標 

中国の食文化の歴史を通して、食文化の多様さを感じていいただき、地域、時

代によって、食文化の差異があることを学んでください。そのためには、講義

内容をよく聞いていただき、レポートにまとめるられるように努めていただき

たいと思います。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62080200A （認定科目名：世界の教育） 

授業科目 世界の教育 単位 2 

担当者 田中 潤一 シラバスグループ A20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

世界の国々の教育制度と教育改革について学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、二宮晧『新版 世界の学校』学事出版（2013 年版）などのコピーを事前に配布

し、それに沿って授業を行います。旧版（2006 年版）も並行して使用する可能性がありま

す。英米諸国型（アメリカ、イギリス）、ヨーロッパ大陸型（フランス、ドイツ）、旧社会

主義諸国型（ロシア、中国）における教育制度について講義し、それぞれの違いについて

学びます。その後、アメリカ・イギリスなど日本に影響を及ぼしている国を中心に学校改

革の動向について述べ、日本との共通点を探っていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

世界の国々の教育と日本の教育との相違点と共通点を認識し、日本の教育にフィードバッ

クできるようにします。| 

 

■到達目標 

・世界の国々の教育制度について理解する|・世界の国々における教育改革につ

いて理解する|・世界の教育が日本の教育に及ぼしている影響について理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 第 3 回、第 6 回、第 9 回に実施予定 

･その他 0  



授業コード A62090200A （認定科目名：ジェンダー） 

授業科目 ジェンダー 単位 2 

担当者 山本 桂子 シラバスグループ A20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

一人ひとりの違いが大切にされる社会をめざして 

 

■授業の概要 

ジェンダーとは、生物学的な性に対し、社会・文化的につくられた性別や性差の概念です。

本講義では、基本的なジェンダーの概念について説明を行い、さらに社会のさまざまな関

係における事象をジェンダーの視点から検討する。教育、メディア、家族、労働などにお

いて具体的な問題を取り上げながら進める。男女共同参画社会作りが進められる中で、「一

人ひとりの違いが大切にされる社会」を考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ジェンダーの概念についての基礎的な理解ができ、ジェンダーの問題を、男女共に関わる

ものとして考察できるようになることを目的とし、（１）ジェンダーについての基礎的理

解、（２）学校教育やマス・メディア等における具体的事象をジェンダーの視点から整理し

て検討し、説明できること、（３）ジェンダーが男女ともに関わるものであるという意識を

持って具体的事象について考え、意見が述べられるようになることを目標とする。 
 

■到達目標 

ジェンダーについての基礎的理解、学校教育やマス・メディア等における具体

的事象をジェンダーの視点から整理して検討し、意見が述べられるようになる

ことを目標とする。その到達度を評価とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40 出席状況を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62090300A （認定科目名：ジェンダー） 

授業科目 ジェンダー 単位 2 

担当者 大束 貢生 シラバスグループ A30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

性（セックス）からジェンダーを考える 

 

■授業の概要 

私たちが生活している社会には、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェン

ダー（LGBT）などのセクシュアルマイノリティ（性的少数者）がいます。セクシュアルマ

イノリティはこれまで偏見にさらされ排除されてきた歴史がありますが、なぜセクシュア

ルマイノリティは排除されるのでしょうか。セクシュアルマイノリティが抱えている悩み

や問題を取り上げつつ、その問題がジェンダーとどのように関係しているのかについて考

えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

セクシュアルマイノリティの問題がジェンダーとどのように関係しているのかを理解す

ることです。 

 

■到達目標 

ジェンダーが私たちの生活にどのように関係しているかについて理解すること

が目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 セクシュアルマイノリティとジェンダーの関係について説明で

きるかどうかが基準となります。 

･授業内発表 10 グループワークの発表、先着制 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 コメントカードへの 10 行以上の記入 



授業コード A62100300A （認定科目名：情報と社会） 

授業科目 情報と社会 単位 2 

担当者 有田 亘 シラバスグループ A30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

情報（化）社会を介して現代社会を考える 

 

■授業の概要 

「情報化社会」としてイメージされることの多い現代社会。それがどのように成り立って

いるの|かを、特にデジタルメディアによる情報化とわれわれのくらしの織りなす関係を通

じて社会学的|・メディア論的に考察する。その際できるだけ 近の出来事や社会現象を具

体例に取り上げた|いと思っている。（そのため、毎回授業テーマの内容は 2019 年 12 月時

点での予定。） 
  

■授業の目的・ねらい 

情報の社会的特性を理解し、情報化社会を生きるための適切な知的観点を修得する。|日常

的社会生活を営む上での情報に対する適切な問題意識を、受講生各自が明確化する。||成績

評価|授業への参加態度、試験結果を総合的に評価する。 
 

■到達目標 

授業内容を適切に理解していること。またそのことを文章で的確に表現できる

こと。その上で、関心のあるテーマについて自らの意見を説得的な理由に基づ

いて論述できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 5.0000000000000003E-

2 

スマートフォンを使用して課題に取り組むことが望ま

しい。ただし、事情に応じて、スマートフォンを使用し

ない代替課題を用意する。 

･その他 0.45000000000000001 授業への参加態度 



授業コード A62110300A （認定科目名：くらしと自然） 

授業科目 くらしと自然 単位 2 

担当者 髙橋 信幸 シラバスグループ A30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

持続可能な社会を目指したエネルギー環境教育 

 

■授業の概要 

 私たちのくらしは、様々なところで高度科学技術の恩恵を受けたものとなっている。日

常のくらしの中で、自然とのつながりを意識することも薄れているかもしれない。このよ

うな社会で生きる私たちは、くらしのさまざまな場面で、用意された多様な選択肢の中か

ら選択と判断を迫られる。例えば食品を購入するにあたってどのような基準で食品を選ん

でいるだろうか。あまり意識しないかもしれないが、くらしの中で自然とのつながりを考

え、より良い選択をするためには、多面的な判断力が必要とされている。| この授業では、

くらしの場面で自然科学の知識や科学技術への理解をもとに、多面的に思考し判断して行

動できる資質能力の育成を目指す。| 授業の前半では、地球温暖化をはじめ、生物多様性

の危機など、地球規模の環境問題を理解し、未来にわたって「持続可能な社会」を形成し、

健全な自然や環境を保全していくことについて考えていく。| 授業の後半は、実験と意見

交換を中心とし、科学的・論理的に考えたことをもとに、自らの判断で意思決定を行うこ

とを体験し、考察を深めることとする。 
  

■授業の目的・ねらい 

持続可能な社会を目指したエネルギー環境教育を理解し、環境や自然の保全に対する意識

を高め、持続可能な社会を形成する担い手としての資質能力の育成を目的とする。 

 

■到達目標 

 身近な環境についての正しい科学的な見方・考え方に基づいて環境保全を考

え、生活を改善したり健全な生活を送ろうとしたりする意識・態度について、

話しあったり検討したりすることができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード A62120300A （認定科目名：地理と風土） 

授業科目 地理と風土 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ A30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図から読む環境・景観／風土・風景 

 

■授業の概要 

地理学は客観的な科学であろうとし、環境を主要テーマとした時期があった。しかし、現

在の人文地理学では環境に関する議論は低調である。それは環境概念に対する懐疑から始

まっている。代わって議論の中心に登場したのが「風土」であり、また「風景」である。

この講義では、人文地理学の立場から環境概念がもつ問題点を出発点とし、「客観」・「主

観」・「感覚的（視覚的）」などをキーワードに環境・景観／風土・風景概念の理解を進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 環境・景観／風土・風景という基本的概念の意味を正確に理解する。|② ①の基本概

念の意味的関係を正確に理解する。 

 

■到達目標 

 ① 環境・景観／風土・風景という基本的概念の意味を正確に説明できる。| 

② ①の基本概念の意味的関係を正確に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62130200A （認定科目名：エコロジー） 

授業科目 エコロジー 単位 2 

担当者 湯川 宗紀 シラバスグループ A20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会と個人との関係からエコロジーを考える 

 

■授業の概要 

小中高と環境教育を受けた若い方にとって「環境」は既に古くさく、説教じみたものに感

じられるかもしれません、|が、この講義では「環境」をどこか遠くの話、誰かの特別な話

として捉えるのでもありません。また、自然や伝統を過剰に賛美したり、環境危機や保護

活動を声高に訴えかけたりするものでもありません。||具体的にはエコロジー概念について

の大きな流れを紹介しつつ、受講者自らとどう関わっているのか、関わっていくのかにつ

いて講義する。 
  

■授業の目的・ねらい 

エコロジーについての大きな流れと自らの関係を理解する 

 

■到達目標 

環境問題について自ら考える力をつける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード A62140100A （認定科目名：こころの健康） 

授業科目 こころの健康 単位 2 

担当者 樫津 祥貴 シラバスグループ A10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

こころの健康と病 

 

■授業の概要 

「こころの健康」とは何なのか。「健康なこころ」とはどのようなこころなのだろうか。人

のこころは、どのように発達していくのだろうか。本講義では、人のこころの健康と病に

ついて、発達理論や臨床心理学的知見をふまえて学習する。||1.「健康なこころ」とは|2.発

達理論とこころの発達|3.こころの不調や病について|4.こころの健康と心理療法| 
  

■授業の目的・ねらい 

人のこころがどのように発達していくのかを学び、こころの健康と病についての理解を深

めることをねらいとする。自分自身の健康状態にも気づき、こころの健康を維持増進でき

る方法を考えることに取り組む。 
 

■到達目標 

こころの発達や心理的課題を学び、こころの不調や病について理解する。ここ

ろの健康とは何かを知り、自分自身の生活や行動、生き方をふり返り、こころ

の健康を保持増進する方法を考えられるようになる。|||| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996 全日全講時の出席を前提としています。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 全日全講時の出席および授業内の取り組み（感想・小レポ

ートを書いてもらうことがあります） 

･その他 0  



授業コード A62140200A （認定科目名：こころの健康） 

授業科目 こころの健康 単位 2 

担当者 山本 健治 シラバスグループ A20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

こころの健康と病理 

 

■授業の概要 

本講義では、人間のこころの健康と病理について、その基本的な概念と成り立ちを心理学

の基礎理論や発達理論及び臨床心理学・精神医学等の知見を踏まえながら以下の項目につ

いて学習する。||１・こころの構造とは|２・こころの発達と発達理論|３・関係性の病理に

ついての理解|４・発達障害と心の理論|５・こころの健康とカウンセリング 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、人間のこころの構造やその発達のプロセスを学び、その上でこころの健康や

さまざまな病理について理解を深め、あわせて援助の在り方を知ることを目的とする。 

 

■到達目標 

１・人間のこころの構造や発達のプロセスを理解し、説明できるようになる。|

２・様々な関係性の病理の発生メカニズムを理解し、援助の在り方について自

らの考え  を述べることができる。|３・基本的なカウンセリングの理論や手法

を学ぶことで、他者や自らのこころの健康に生かすことができるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% 質問・発表等による平常評価 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62150100A （認定科目名：京都の歴史と文化） 

授業科目 京都の歴史と文化 単位 2 

担当者 村山 弘太郎 シラバスグループ A10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と文化を多角的に考える 

 

■授業の概要 

京都は日本を代表する観光都市であることは論をまたないでしょう。そこで対象とされる

観光資源は生活文化も含めた歴史遺産が中心になっています。しかし多くの観光客は、そ

れら観光資源の表層を眺めるだけで終わることが現状です。|この授業では、これら観光資

源を歴史学的・民俗学的な視点からより詳しく理解することを目指します。その際、特に

祭礼や民俗行事に注目しながら、そこから派生する伝統工芸や食文化などの諸文化につい

て、京都および京都文化圏を対象としながら考えてみたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

京都の祭礼や民俗行事を中心に、京都に関する事象を幅広い視点から眺められるようにな

ること、それを通して俯瞰的・総合的に京都を捉えられるようになることをめざします。 

 

■到達目標 

京都に対する多角的な視点を修得する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 授業への参加度等 



授業コード A62150300A （認定科目名：京都の歴史と文化） 

授業科目 京都の歴史と文化 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ A30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

晩秋から新年の京都の年中行事と民俗信仰 

 

■授業の概要 

11 月から翌 2 月にかけて京都の各地で行われる年中行事を紹介しながら、その背後に見

え隠れする人々の祈りについて考える。具体的には御火焚・大根焚・かくれ念仏・仏名会・

おけら参り・正月の諸行事・裸踊り・節分等を取り上げ、それぞれの行事の民俗的意味と

その背景に見られる民俗信仰について広義の視座から考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

晩秋から新年の京都の年中行事と民俗信仰について理解するとともに、さまざまな年中行

事やまつりの歴史・民俗的意味・背後に見られる信仰について、読み解いてゆく方法を修

得すること。 
 

■到達目標 

京都の年中行事と民俗信仰に関して、その歴史・民俗的意味・背後に見られる

信仰について、読み解いてゆく方法を修得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
A62160200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
A62160200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
A62160200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
A62160450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
A62160450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
A62160450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
A62170200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
A62170200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
A62170200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
A62170450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
A62170450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
A62170450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
A62180200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 京のまつりと民俗信仰 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ A20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

京都における晩夏から秋のまつりと民俗信仰 

 

■授業の概要 

京都の晩夏から秋の年中行事について、それぞれの行事の歴史・民俗的意味・背後にある

民俗信仰について考える。具体的には京都の盆・松上げと愛宕信仰・秋の火まつりについ

て紹介するとともに、できる限り映像資料も用いる予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都の晩夏から秋の年中行事の特質、特に諸行事の民俗的意味やその背後に見られる民俗

信仰について理解を深めるとともに、伝統的年中行事の民俗的意味を読み解く方法を修得

させる。 
 

■到達目標 

京都の夏から秋の年中行事に関して、諸行事の民俗的意味やその背後に見られ

る民俗信仰について読み解く方法を修得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード A62180450A （認定科目名：京のまつりと民俗信仰） 

授業科目 京のまつりと民俗信仰 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ A45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

京都における早春から夏のまつりと民俗信仰 | 

 

■授業の概要 

京都の早春から夏の年中行事について、それぞれの行事の歴史・民俗的意味・背後にある

民俗信仰について考える。具体的にはやすらい花と風流・葵祭と水の信仰・祇園祭と水の

信仰について紹介するとともに、できる限り映像資料も用いる予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都の春から夏の年中行事の特質、特に諸行事の民俗的意味やその背後に見られる民俗信

仰について理解を深めるとともに、伝統的年中行事の民俗的意味を読み解く方法を修得さ

せる。 
 

■到達目標 

京都の年中行事の民俗的意味やその背後に見られる民俗信仰について、広義の

視座から読み解く方法を習得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード A62190200A （認定科目名：歴史都市京都の町並） 

授業科目 歴史都市京都の町並 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 シラバスグループ A20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

歴史都市京都の過去と現在 

 

■授業の概要 

 歴史都市京都と一口で言いますが、長い歴史の蓄積が作り上げてきた京都は、町並とい

う一側面から見ても決して一様ではありません。京都の町並は、それぞれの場所の歴史や

社会、文化を反映した個性的な町並の集まりです。それは、一種のモザイクだといってよ

いでしょう。| 京都の町並の場所的な個性は、ある意味で歴史的な産物です。しかし、そ

れだけでは町並の場所的な個性を説明しきれません。都市とはさまざまな役割を追う人々

が集まり住む場所、さまざまな役割を果たす地域の集まりですから、一つの地域の町並を

取り上げて、その形成や変化を時間的（歴史的）にとらえるだけでなく、京都の市街地全

体のなかにその町並を位置づけて理解しようとする空間的（地域的）視点が欠かせないの

です。| そこでこの授業では、モザイクをなす京都の町並を読み解くために歴史的な事象

を根本的に制約している「時間／空間」と、地理学の基本的な考え方である「景観／風景

（客観的／主観的）」を導入して、町並の景観／風景の変化、その歴史的・現在的意味を考

えてみます。| なお、授業は講義形式で進めますが、3 時間を実際に京都の町を歩く学外

授業とし、現代の景観の中から過去の景観を考える手がかりを探し、町並の変化を考えま

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 都市の各部分を関係づけてその地点そして場所の個性を理解できる。|② 景観と風景

の意味の違いを踏まえて、都市空間の歴史的変化を考えることができる。 

 

■到達目標 

(1)京都の町並を通して、都市の時間的・空間的変化をとらえることができる。

|(2)京都の町並を例に客観的景観と主観的風景の違い、その時間的変化を説明で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A62190450A （認定科目名：歴史都市京都の町並） 

授業科目 歴史都市京都の町並 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 シラバスグループ A45020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

歴史都市京都の過去と現在 

 

■授業の概要 

 歴史都市京都と一口で言いますが、長い歴史の蓄積が作り上げてきた京都は、町並とい

う一側面から見ても決して一様ではありません。京都の町並は、それぞれの場所の歴史や

社会、文化を反映した個性的な町並の集まりです。それは、一種のモザイクだといってよ

いでしょう。| 京都の町並の場所的な個性は、ある意味で歴史的な産物です。しかし、そ

れだけでは町並の場所的な個性を説明しきれません。都市とはさまざまな役割を追う人々

が集まり住む場所、さまざまな役割を果たす地域の集まりですから、一つの地域の町並を

取り上げて、その形成や変化を時間的（歴史的）にとらえるだけでなく、京都の市街地全

体のなかにその町並を位置づけて理解しようとする空間的（地域的）視点が欠かせないの

です。| そこでこの授業では、モザイクをなす京都の町並を読み解くために歴史的な事象

を根本的に制約している「時間／空間」と、地理学の基本的な考え方である「景観／風景

（客観的／主観的）」を導入して、町並の景観／風景の変化、その歴史的・現在的意味を考

えてみます。| なお、授業は講義形式で進めますが、3 時間を実際に京都の町を歩く学外

授業とし、現代の景観の中から過去の景観を考える手がかりを探し、町並の変化を考えま

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 都市の各部分を関係づけてその地点そして場所の個性を理解できる。|② 景観と風景

の意味の違いを踏まえて、都市空間の歴史的変化を考えることができる。 

 

■到達目標 

(1)京都の町並を通して、都市の時間的・空間的変化をとらえることができる。

|(2)京都の町並を例に客観的景観と主観的風景の違い、その時間的変化を説明で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A63110100A （認定科目名：英語Ⅰ） 

授業科目 英語Ⅰ 単位 2 

担当者 内藤 満 シラバスグループ A10071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英語リーディングの基礎 

 

■授業の概要 

様々なトピックの英語を読むことで、基本的なリーディング能力を養うことを目指しま

す。テーマは大きく「芸術家」・「環境」・「遠隔地」・「宇宙」の 4 つに分かれます。300 語

ほどの英文の訳読とその内容理解のための問題を行います。 
  

■授業の目的・ねらい 

正確な英語の発音の修得のために、発音記号が読めるようになること、また、熟語や構文

など読解に必要な文法を辞書で調べられるようになることを目指します。 

 

■到達目標 

辞書を引いて単語の正確な発音が分かること、また、熟語や構文なども自分で

辞書で確認できるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A63110100B （認定科目名：英語Ⅰ） 

授業科目 英語Ⅰ 単位 2 

担当者 古樋 直己 シラバスグループ A10072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英文読解に必要な基本姿勢を学ぶ 

 

■授業の概要 

毎回 400 語程度の英文を読み，英文に関連するタスクにも取り組んでいただきます。より

具体的には Pre-reading Vocabulary Check の解説，Reading Passage を学生のみなさんとと

もに読み進めることを中心とします。要約文作成を念頭において読解を進め，重要な箇所

とそうでない箇所を確認していきます。Reading Passage を読み終えた後で Post-reading 

Vocabulary Check に進みます。なお，授業中は辞書は使用する時間はあまりないと思いま

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

多少未知の語彙が含まれている場合でも，可能な限り辞書に頼らず推測しながら読み進め

るスキルを習得することを一番の目的とします。 

 

■到達目標 

未知語が存在しても諦めずに英文を読み，内容を把握しようする態度を養成す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A63110100C （認定科目名：英語Ⅰ） 

授業科目 英語Ⅰ 単位 2 

担当者 子安 加奈子 シラバスグループ A10073 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歌で英語を学ぶ 

 

■授業の概要 

英語をある程度勉強してきたものの、英語の歌を聴くと、知っている単語が多く出てくる

のに歌詞が聞き取りにくかったり意味が理解しづらいと感じた経験はないでしょうか。歌

は新しいものほど早くて聞き取りにくくなる傾向にあるので、初心者向けに比較的聞き取

りやすい懐かしのメロディーを集めた教科書で、歌詞をゆっくりと読んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

丁寧にゆっくりと歌われる懐かしのメロディーは、聞き取りやすいだけではなく、歌詞に

出てくる単語も平易なものが多いため、中高で学んだ基本的な単語や表現の使い方の復習

にもなります。 初は単なるメロディーにしか聞こえなかった歌も、歌詞の内容を精読し

た後には、歌として聞くことを楽しめるようになってもらいたいと思います。|また、教科

書に掲載されている歌の中には、日本語の歌詞がよく知られているものもありますが、元

の歌詞に比較的忠実な訳詞もあれば、大きく変更されていることもあります。原詩と比較

することで、文化的な違いも感じ取ってもらえればと思います。 
 

■到達目標 

様々な話題を取り扱った英文を読んで、情報や考えなどを理解することが出来

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 スクーリングの全講義に出席し、授業内課題（グループワークあ

り）を提出すること。 

･その他 0  



授業コード A63110200A （認定科目名：英語Ⅰ） 

授業科目 英語Ⅰ 単位 2 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ A20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英作文トレーニング・自分の考えを英語で表現する 

 

■授業の概要 

自分の考え・意見を、できるだけ自然な「通じる」英語で発信できるための英作文トレー

ニングを行います。日常生活から時事・アカデミックな内容まで幅広く扱います。 

  

■授業の目的・ねらい 

基本的な英語の形・語の並び方・成り立ちを理解することと、それを用いて、与えられた

トピックについて英語で自分の考えを表現する力を伸ばすことを目指します。 

 

■到達目標 

基本的な英語の形・語の並び方・成り立ちを知り、辞書の助けを借りつつ、与え

られたトピックについて、「通じる」英文で自分の考えや意見を表現できること

を目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.29999999999999999 終日の 後の時間に復習試験を行い、3 日間で学習し

たことを確認します。辞書（特に和英辞書）がないと回答

できませんので、必ず持参してください。 

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード A63110200B （認定科目名：英語Ⅰ） 

授業科目 英語Ⅰ 単位 2 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ A20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英国に関するエッセイを読む 

 

■授業の概要 

テキストの Warm up にある単語の確認をしてからエッセイの和訳をします。エッセイの

内容理解を深めるために、練習問題も大切なところはポイントを押さえて取り組みます。

授業では CD や DVD を使用して、英語への関心を向上させます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

英文で書かれたエッセイを自然な日本語に訳せるようになるのが目標です。 

 

■到達目標 

テキストの英文エッセイを丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるように

なるのが目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード A63120100A （認定科目名：英語Ⅱ） 

授業科目 英語Ⅱ 単位 2 

担当者 松本 桂子 シラバスグループ A10081 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

世界のニュースを読もう 

 

■授業の概要 

ニューヨークタイムス、ジャパンタイムス等の世界中のニュースに触れながら、英語力を

培います。|実際の英字新聞から抜粋された記事は、2018 年から 2019 年に掲載されたも

のです。|英語を通して、世界を身近に感じることができるでしょう。|息抜きとして、楽し

い洋楽も準備しています♪ 
  

■授業の目的・ねらい 

英字新聞の精読・長文読解に取り組みながら、記事の内容を深く理解することを目的とし

ます。 

 

■到達目標 

英字新聞の内容を正確に理解できる。|またその内容の要点を把握することがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 スクーリング全日全講時に出席していることを前提とする。|遅

刻・早退は認めない。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A63120100B （認定科目名：英語Ⅱ） 

授業科目 英語Ⅱ 単位 2 

担当者 森本 恒平 シラバスグループ A10082 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ヘミングウェイ(アメリカ文学)の短編を原文で読む。 

 

■授業の概要 

リスニングとリーディングをしながら英語に慣れる。 

  

■授業の目的・ねらい 

単語・熟語を覚え、文法通りに訳し、丁寧に読めるようになること。さらに、その先にあ

る登場人物の気持ちを理解しようとすること。物語を読んでいく中で何か一つ疑問に思う

ことを見つけてほしい。 
 

■到達目標 

英語の文章読解力向上と聴く力の向上 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0.14999999999999999  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 5.0000000000000003E-

2 

 



授業コード A63120200A （認定科目名：英語Ⅱ） 

授業科目 英語Ⅱ 単位 2 

担当者 内藤 満 シラバスグループ A20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

俳句の英訳を読む 

 

■授業の概要 

芭蕉や一茶の俳句で英訳が出版されているものを読みます。まず、ドナルド・キーン訳『お

くのほそ道』から「序章」、「平泉」、「立石寺」の俳句を含めた全文の英訳を読みます。次

に、『おくのほそ道』から三句を選び、それぞれ五人の異なる訳者の英訳を読み比べます。

他の芭蕉の俳句と一茶の俳句の英訳もいくつか読みます。途中で何回か、読んだ英訳につ

いてグループで討論してもらう予定です。 後には俳句の英訳も作ってもらいます。 
  

■授業の目的・ねらい 

比較的親しみのある俳句を教材にすることによって、英語が学びやすくなる。また、原文

と翻訳の「ずれ」に気付くことで異文化理解の問題を考えることにもなる。そして、文学

的表現とは何かという難しい問題を翻訳の表現を通して具体的に理解できる。翻訳者の工

夫や苦労を感じ取って、学習に興味を持ってもらいたい。 
 

■到達目標 

翻訳の際に生じる「差異」から、お互いの文化的・社会的・歴史的な背景を学ぶ

ことができることを知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A63120200B （認定科目名：英語Ⅱ） 

授業科目 英語Ⅱ 単位 2 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ A20131 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リーディングにおける総合理解力を養う 

 

■授業の概要 

それぞれのレッスンには１０問ほど問題が設定されています。学課のテーマに即しなが

ら、英文を丁寧に翻訳していきます。文法事項の復習も行います。 

  

■授業の目的・ねらい 

テキストにとりあげられている名文や誤訳をとおして、翻訳技術の向上を目指します。 

 

■到達目標 

英文をわかりやすい日本語に翻訳することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード A63213100A （認定科目名：基礎中国語） 

授業科目 基礎中国語 単位 2 

担当者 奥野 行伸 シラバスグループ A10091 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

会話口語表現中心の基礎中国語 

 

■授業の概要 

発音の習得を重視しながら、日常でよく使う会話表現と頻出文法を学びます。中国語の発

音（ローマ字で書かれた「ピンイン」は英語のようで英語ではない）の読み方を確認しな

がら進めます。初歩的な文法を含めて、分かりやすく丁寧に解説します。会話を中心に様々

な場面での実用的な表現力の向上を目指します。 
  

■授業の目的・ねらい 

今回の面接授業では発音に力を入れ、さらに母語（日本語）によるプラスの転移とマイナ

スの転移を捉え、日本語母語話者にとって理想的な中国語の学習方法を考えながら授業を

進めていきます。 
 

■到達目標 

１、中国語の特徴を知る。２、簡体字の構造を知り、対応する日本漢字と、その

意味のずれ等を理解する。３、正確な発音ができる。４、テキストの文法を習得

し、会話と作文に運用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業内提出物、その他。 



授業コード A63213200A （認定科目名：基礎中国語） 

授業科目 基礎中国語 単位 2 

担当者 奥野 行伸 シラバスグループ A20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

会話口語表現中心の基礎中国語 

 

■授業の概要 

発音の習得を重視しながら、日常でよく使う会話表現と頻出文法を学びます。中国語の発

音（ローマ字で書かれた「ピンイン」は英語のようで英語ではない）の読み方を確認しな

がら進めます。初歩的な文法を含めて、分かりやすく丁寧に解説します。会話を中心に様々

な場面での実用的な表現力の向上を目指します。 
  

■授業の目的・ねらい 

今回の面接授業では発音に力を入れ、さらに母語（日本語）によるプラスの転移とマイナ

スの転移を捉え、日本語母語話者にとって理想的な中国語の学習方法を考えながら授業を

進めていきます。 
 

■到達目標 

１、中国語の特徴を知る。２、簡体字の構造を知り、対応する日本漢字と、その

意味のずれ等を理解する。３、正確な発音ができる。４、テキストの文法を習得

し、会話と作文に運用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業内提出物、その他。 



授業コード A63216100A （認定科目名：基礎中国語） 

授業科目 基礎中国語 単位 2 

担当者 孫 潔 シラバスグループ A10092 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

初級中国語 

 

■授業の概要 

中国語の初心者を対象とした講義です。事前配布したテキストに沿って講義を進めます。

|①正しい中国語の発音をマスターする。|②中国語での読解力を身につけます。|③初級中

国語の語義、文法、また中国に関する知識を学びます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①多くの練習問題を通して、口慣らしをし、会話の基準を固めます。|②徹底的にトレーニ

ングし、正確な中国語の発音をマスターし、実践的な読解力を上げます。|③語学勉強を通

して、中国を知り、中国の人々をのふれあいを楽しむようになります。 
 

■到達目標 

①正しく発音することができます。|②初級中国語の語学能力を身につけます。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 予習と復習など 



授業コード A63216200A （認定科目名：基礎中国語） 

授業科目 基礎中国語 単位 2 

担当者 奥野 行伸 シラバスグループ A20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

会話口語表現中心の基礎中国語 

 

■授業の概要 

発音の習得を重視しながら、日常でよく使う会話表現と頻出文法を学びます。中国語の発

音（ローマ字で書かれた「ピンイン」は英語のようで英語ではない）の読み方を確認しな

がら進めます。初歩的な文法を含めて、分かりやすく丁寧に解説します。会話を中心に様々

な場面での実用的な表現力の向上を目指します。 
  

■授業の目的・ねらい 

今回の面接授業では発音に力を入れ、さらに母語（日本語）によるプラスの転移とマイナ

スの転移を捉え、日本語母語話者にとって理想的な中国語の学習方法を考えながら授業を

進めていきます。 
 

■到達目標 

１、中国語の特徴を知る。２、簡体字の構造を知り、対応する日本漢字と、その

意味のずれ等を理解する。３、正確な発音ができる。４、テキストの文法を習得

し、会話と作文に運用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業内提出物、その他。 



授業コード A63223100A （認定科目名：中国語） 

授業科目 中国語 単位 2 

担当者 楊 韜 シラバスグループ A10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

初級～準中級中国語 

 

■授業の概要 

初級～準中級レベルの中国語学習者を対象とした講義である。テキストに沿って、語彙・

文法・本文などを説明する。受講生の皆さんには、新出語彙や本文の朗読・暗唱をしたり、

文法のポイントを使って簡単な作文をしたり、さらにテキストの内容を基に積極的に会話

あるいは議論したりして頂きたい。ほかに、発音される中国語の表現や文章を聞き取って

漢字とピンインで書き取る練習も行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

初級～準中級レベルの中国語能力を身につけることである。 

 

■到達目標 

学習の到達目標は、テキスト収録語彙の漢字とピンインを覚えること、テキス

トに載っている文法事項を使って簡単な作文ができるようになることである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A63223200A （認定科目名：中国語） 

授業科目 中国語 単位 2 

担当者 孫 潔 シラバスグループ A20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中級中国語 

 

■授業の概要 

中国語の基礎知識を身につけた、中級中国語の学習者を対象とした講義です。事前配布し

たテキストに沿って講義を進めます。講義内容は以下の通りです。|①初級中国語の基礎知

識を復習します。|②やや難易度のある文章を勉強し、中級中国語の語義、文法、また中国

に関する知識を学びます。|③事前配布したテキストの内容を基に積極的に会話あるいは議

論してもらいます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①初級中国語の基礎知識を復習し、応用能力を向上させます。|②ペアーワークとグループ

ワークを通して、コミュニケーション能力を高めます。|③中国社会・文化に関する知識を

学び、異文化理解能力を身につけます。 
 

■到達目標 

①中国語の会話力を中心に、リスニング力及び読解力をさらに向上すること。|

②中国文化に関する知識を学びながら異文化理解能力を培うこと。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 予習と復習など 



授業コード A63226100A （認定科目名：中国語） 

授業科目 中国語 単位 2 

担当者 楊 韜 シラバスグループ A10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

初級～準中級中国語 

 

■授業の概要 

初級～準中級レベルの中国語学習者を対象とした講義である。テキストに沿って、語彙・

文法・本文などを説明する。受講生の皆さんには、新出語彙や本文の朗読・暗唱をしたり、

文法のポイントを使って簡単な作文をしたり、さらにテキストの内容を基に積極的に会話

あるいは議論したりして頂きたい。ほかに、発音される中国語の表現や文章を聞き取って

漢字とピンインで書き取る練習も行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

初級～準中級レベルの中国語能力を身につけることである。 

 

■到達目標 

学習の到達目標は、テキスト収録語彙の漢字とピンインを覚えること、テキス

トに載っている文法事項を使って簡単な作文ができるようになることである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A63226200A （認定科目名：中国語） 

授業科目 中国語 単位 2 

担当者 孫 潔 シラバスグループ A20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中級中国語 

 

■授業の概要 

中国語の基礎知識を身につけた、中級中国語の学習者を対象とした講義です。事前配布し

たテキストに沿って講義を進めます。講義内容は以下の通りです。|①初級中国語の基礎知

識を復習します。|②やや難易度のある文章を勉強し、中級中国語の語義、文法、また中国

に関する知識を学びます。|③事前配布したテキストの内容を基に積極的に会話あるいは議

論してもらいます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①初級中国語の基礎知識を復習し、応用能力を向上させます。|②ペアーワークとグループ

ワークを通して、コミュニケーション能力を高めます。|③中国社会・文化に関する知識を

学び、異文化理解能力を身につけます。 
 

■到達目標 

①中国語の会話力を中心に、リスニング力及び読解力をさらに向上すること。|

②中国文化に関する知識を学びながら異文化理解能力を培うこと。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 予習と復習など 



授業コード A63310100A （認定科目名：基礎朝鮮語） 

授業科目 基礎朝鮮語 単位 2 

担当者 上野 潤 シラバスグループ A10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

韓国朝鮮の言葉と文化に触れましょう 

 

■授業の概要 

韓国朝鮮固有の言葉に触れ、日本語と似ているようで違いの大きいこの言語の奥深さ、使

う楽しさに触れる。さらに、言語は、それを生み出した民族の文化の一環であるとの観点

から、韓国朝鮮の文化に触れる機会も持ちたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

韓国朝鮮の文字の学習、基本的な初歩会話を中心に指定テキストの 5 課（1〜3 課；〜で

す。〜ではありません。 4〜5 課；〜があります。〜がありません。）までを学習内容と

して想定している。成績評価は、語学学習なので、授業内での発表とリポートの両方で評

価する。 
 

■到達目標 

テキストの５課までを学習目標にし、文字の読み方から基本的な韓国語の運用

を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A63310200A （認定科目名：基礎朝鮮語） 

授業科目 基礎朝鮮語 単位 2 

担当者 本間 千景 シラバスグループ A20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

朝鮮語の文字と発音の変化、文法の基礎を学ぶ。 

 

■授業の概要 

①ハングルのしくみ、基本母音、合成母音、あいさつ①|②子音（平音）、|③子音（激音・

濃音）|④文字小テスト、パッチムと終声|⑤文字の復習、あいさつ②、発音の変化（連音化、

鼻音化、濃音化）第一課 自己紹介 助詞～は|⑥第一課 ~(名詞）です。 自己紹介|⑦終

声小テスト、あいさつ③、自己紹介をしよう！|⑧第二課 名詞否定文 名詞ではありませ

ん。|⑨第三課 親しみのこもった丁寧な語尾 || 
  

■授業の目的・ねらい 

文字を習得し、基礎的な発音の変化、あいさつ、自己紹介ができるようになること。 

 

■到達目標 

①ハングルを読み、書きできるようになる。|②基本的な発音の変化（連音化、

鼻音化、連音化）を理解できるようになる。|③簡単なあいさつ、自己紹介がで

きるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 10 受講者数によっては、時間の関係上、発表ではなくペアワークに

変更します。その際は、10％分を授業内課題もしくは授業内試験

に加えることとします。 

･授業内試験 20  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード A63320100A （認定科目名：朝鮮語） 

授業科目 朝鮮語 単位 2 

担当者 崔 杉昌 シラバスグループ A10120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

すぐ使えるハングル表現 

 

■授業の概要 

ハングルのいろいろな表現を楽しく学ぶ。「基礎朝鮮語」よりも一段上の表現として、動詞

や形容詞を用いて日常会話の幅を広げていく。韓国関連の映像も取り入れながら言語文化

の理解を深める。| 
  

■授業の目的・ねらい 

・基本文型を使って自らの表現力をアップしていく。|・学んだ文型を、実際に会話に活か

すことで応用力を高める。|・言葉を通じて韓国文化や暮らしの理解を深める。 

 

■到達目標 

韓国語を基礎からきちんと学び、練習を重ねながら韓国人と簡単な日常会話を

楽しむための自信を持てるようにしたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A63320200A （認定科目名：朝鮮語） 

授業科目 朝鮮語 単位 2 

担当者 申 禮淑 シラバスグループ A20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

朝鮮語で会話を楽しもう 

 

■授業の概要 

・朝鮮語の文字であるハングルを確実に読めるようにする|・朝鮮語の基本文型の幅を広げ

ていく|・確実に使える語彙、文型を増やしていく 

  

■授業の目的・ねらい 

1. 基礎朝鮮語で学習した朝鮮語の文字を基本にして、しゃべれる言葉の数を増やしていく

| ①体言と用言の違いを理解する| ②肯定表現の文が使える| ③否定表現の文が使える| 

④過去表現の文が使える|2. 朝鮮語で自分の一日、一週間の生活が言えるようになる|3. 簡

単な言葉を使い、人とのコミュニケーションができるようになる|4. 韓国、北朝鮮に興味を

もつ機会になる 
 

■到達目標 

・朝鮮語で自己紹介ができる|・日常の生活を朝鮮語で言える 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40 学習した内容の練習問題を出します。それを完成させて提出して

もらいます。 

･授業内発表 30 正確できれいな発音を身につけるために授業時間中に朝鮮語を

言う練習を多くします。積極的に参加してきれいな朝鮮語を取得

しましょう。 

･授業内試験 20 語彙の数が増えないと、しゃべることができませんので、一日一

回単語テストを行います。 

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード A65112200A （認定科目名：スポーツ科学） 

授業科目 スポーツ科学 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード A65112300A （認定科目名：スポーツ科学） 

授業科目 スポーツ科学 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード A65122200A （認定科目名：生涯スポーツ） 

授業科目 生涯スポーツ 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

生涯にわたってスポーツ・運動に親しむことをめざして 

 

■授業の概要 

＜講義＞|生涯にわたってスポーツ・運動に親しむことの意義について考える。負荷の軽い

運動，ニュースポーツの行い方やその効果，スポーツ・運動の楽しさを「する」ことだけ

でなく，「みる」「ささえる」「しらべる」といった視点からも考える。|＜実技＞|本講義で

は，比較的負荷の軽いスポーツ（テニス，卓球等）やニュースポーツ（ペタンク等）を中

心に行う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者数，年齢構成，経験の

有無等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動に対する興味・関心を高めることをねらいとする。そのために，運動の行

い方を理解し，主体的にスポーツ・運動に取り組む姿勢に期待する。 

 

■到達目標 

年齢や体調に応じた運動処方について理解する。また，運動実践を通して運動

を「する」楽しみ方を理解するだけでなく，「みる」「ささえる」「しらべる」と

いった多様な楽しみ方についても知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード A65122300A （認定科目名：生涯スポーツ） 

授業科目 生涯スポーツ 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード A70010100A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 齋藤 蒙光 シラバスグループ A10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

浄土宗祖・法然の生涯と、その思想の特徴について 

 

■授業の概要 

浄土宗祖・法然上人の生涯（誕生・父の死と出家・比叡山での修業と隠遁・浄土宗の立教

開宗・布教活動・『選択集』撰述・法難・往生）と、その思想（大乗仏教と浄土教の基礎知

識・專修念仏・選択本願・愚者の自覚・平等の救い・三心・念仏行の利益）について学ん

でもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

本学では、建学の理念として「仏教精神に基づく人格育成」を掲げている。ここでいう「仏

教精神」とは、仏教の開祖・釈尊と浄土宗の開祖・法然上人に共通する、生き方と考え方

のことを指す。本講義では、浄土宗祖・法然の生涯と思想について理解してもらう。 
 

■到達目標 

法然の生涯を把握すると共に、その思想的特徴を理解し、自身の受け止めを述

べられるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 受講態度 



授業コード A70010150A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 市川 定敬 シラバスグループ A15010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然の生涯と思想 

 

■授業の概要 

 佛教大学は、法然の教えを建学の精神とする。この講義では、その法然の生涯と思想を

解説する。| 法然にとって、真実の教えとは、専修念仏の教えであった。どのような経緯

で、どのような意識で、その真実の教えにたどり着き、それを守っていったのか。また、

専修念仏の教えとは、いかなるものなのか、それを解説する。| また、この講義では、法

然について様々に考えを巡らしてみる。すなわち、法然についての知識を習得し、その知

識を核とし拠点として、そこから様々に法然について考えることで、法然に関する思考の

領域を広げるのである。| これらの解説に対する理解や思考などにより、法然の精神を汲

み取ることを目指す。それはつまり、佛教大学の建学の精神に触れることでもある。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然の生涯と、法然の専修念仏などの教えを学習し、それらについて考え、法然の精神や、

佛教大学の建学の精神に触れることを目指す。| リポート試験で成績評価する。 

 

■到達目標 

 法然という人物に対する理解や思考などにより、その精神、すなわち建学の

精神について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70010300A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 伊藤 茂樹 シラバスグループ A30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然上人の生涯と思想を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、鎌倉時代に生きた法然上人の生涯と思想を学ぶ。法然上人は、平安から鎌倉時

代という時代の移り変わりの時期に登場し、万民を救済する教えを説いた。その教えは、

多くの信奉者が生まれたが、同時に従来の仏教から多くの批判があがった。本講義では、

法然上人の生涯と思想がどうのような思想であるかを学び、当該期の時代背景にも言及し

てゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然上人の生涯と教えを学ぶことを目的とする。法然上人の生涯は、平安から鎌倉時代に

かけて生きた天台僧である。動乱期の天台僧の生き様を、当時の時代背景は状況を正確に

理解することを前提に、私たちの生き方にいかなる示唆をあたえてくれるかを意識してゆ

きたい。また、法然上人の思想は万民救済の教えである。万民救済の教えがどのようなか

たちで広がりをみせたのか理解してゆきたい。 
 

■到達目標 

法然の生涯と時代背景を適切に理解し、法然の教えの意義を理解することを目

的とする。法然の教えが私たちの生活にどのような示唆をあたえるのか。各自

が意識していただきたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70010S40A （認定科目名：法然の生涯と思想） 

授業科目 法然の生涯と思想 単位 2 

担当者 伊藤 茂樹 シラバスグループ AS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然上人の生涯と思想を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、鎌倉時代に生きた法然上人の生涯と思想を学ぶ。法然上人は、平安から鎌倉時

代という時代の移り変わりの時期に登場し、万民を救済する教えを説いた。その教えは、

多くの信奉者が生まれたが、同時に従来の仏教から多くの批判があがった。本講義では、

法然上人の生涯と思想がどうのような思想であるかを学び、当該期の時代背景にも言及し

てゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然上人の生涯と教えを学ぶことを目的とする。法然上人の生涯は、平安から鎌倉時代に

かけて生きた天台僧である。動乱期の天台僧の生き様を、当時の時代背景は状況を正確に

理解することを前提に、私たちの生き方にいかなる示唆をあたえてくれるかを意識してゆ

きたい。また、法然上人の思想は万民救済の教えである。万民救済の教えがどのようなか

たちで広がりをみせたのか理解してゆきたい。 
 

■到達目標 

法然の生涯と時代背景を適切に理解し、法然の教えの意義を理解することを目

的とする。法然の教えが私たちの生活にどのような示唆をあたえるのか。各自

が意識していただきたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70020100A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 清水 俊史 シラバスグループ A10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想、および仏教教団の歩みについて学ぶ 

 

■授業の概要 

授業においては、１）仏教の開祖ゴータマ・ブッダの生涯と思想、２）仏滅後の教団の歩

みについて概説する。そこから派生する課題として、仏教を研究することの目的と方法論、

および我々現代人は聖典にどの様に向き合うべきかについても取り扱う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業のねらいは仏教の基本的知識を身につけることであり、１）開祖ブッダの生涯、２）

仏教思想の基本原理、３）仏教研究の方法論の三点を習得することが目的である。 

 

■到達目標 

【学習の到達目標】|仏教に関する基本的な知識を身につけることを目標とする。

|【成績評価の基準】|授業内容に即したリポート課題を与える。|【リポートの留

意点】|先行文献からの撮要・要約ではなく、自らの言葉で書くことが望ましい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 授業中に複数の課題を与え、そのなかから好きなものを選ぶ方式

にする。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業中の態度など。 



授業コード A70020300A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ A30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70020350A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 中御門 敬教 シラバスグループ A35010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の開祖ブッダ（釈尊）の生涯と思想を学ぶ。 

 

■授業の概要 

ブッダ（釈尊）の呼称、古代インドとアーリア人、釈尊の教えと人生を、テキストと資料

をもとに学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

 佛教大学の建学の理念である仏教精神を考えるに当たっては、開祖ブッダ（釈尊）の教

えを理解する必要がある。本講義でブッダの教えを学ぶ狙いは、この点にある。 

 

■到達目標 

 苦しみを抱えた人々に具体的な救済を示したブッダ（釈尊）の考え方と生き

様が、佛教大学にとっての仏教精神である。それを正しく理解することを、本

講義の到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 質問をしたり、自分の意見を述べるなど、積極的な授業参

加が望まれる。 



授業コード A70020S40A （認定科目名：ブッダの教え） 

授業科目 ブッダの教え 単位 2 

担当者 唐井 隆徳 シラバスグループ AS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ブッダの生涯と思想 

 

■授業の概要 

仏教の開祖であるゴータマ・ブッダの生涯をたどりながら、仏教の基本的な思想について

概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

初期の仏教が当時の他の宗教と比べてどのような特徴をもっているのかを考察し、私たち

が社会の一員として必要な「我欲の制御」、「慈悲」など、仏教の基本的な思想を正確に理

解することを目的とする。 
 

■到達目標 

ブッダの生涯を通して、仏教の基本的な思想を理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 講義内容から課題を設定し、レポート（1600 字程度）を提出し

ていただきます。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70030100A （認定科目名：文学と人生） 

授業科目 文学と人生 単位 2 

担当者 朴 銀姫 シラバスグループ A10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

反文学の世界 ― 倉橋由美子の華麗なる文体 

 

■授業の概要 

明治大学でフランス文学を学んだ倉橋由美子は、創作初期にはサルトルの実存主義の影響

を受けて、その形而上のイマージュをカフカやカミューの文体を模倣して、観念的な小説

を書いた。1967 年アメリカ留学から帰国した後、留学先で知り合ったアメリカの女性ヴ

ァージニアをモデルに、写実的な手法で書いた小説『ヴァージニア』を始めとして、『夢の

浮橋』、『城の中の城』、『交歓』など、一転して現実的な人物・事件を描いた作品を書くよ

うになった。晩年になると、漢詩を作品に引用したり、或いは漢詩を基に物語を作ったり

した。倉橋由美子の視線は日本や東洋に向けられていくのであった。晩年の作品である『よ

もつひらさか往還』と『酔郷譚』では特に漢詩引用が目立つ。本講義では、初期の作品「貝

のなか」、長編『聖少女』、「ヴァージニア」、晩年のカクテル物語シリーズ『よもつひらさ

か往還』から「雪洞桃源」（陶淵明の「桃花源郷」の変容）などを取り上げ、倉橋由美子の

小説文体の変化、生涯と作品世界との関係について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

（１） まず「貝のなか」の全文、『聖少女』と「ヴァージニア」の一部分、「雪洞桃源」

の全文を朗読して、ポイントになる単語や表現の意味とメタファーについて理解し、作品

世界を把握する。|（２） 次は、作品の内容と構成などについて分析、比較する。|（３） 

後に、文学と倉橋由美子の人生及び文学と人生一般論について考えてみる。|（４） 成

績は出席とリポートで評価する。 
 

■到達目標 

倉橋由美子の色々なスタイルの作品を読み、倉橋由美子の人生と文学の関連性

について理解し、人生において文学とは何かを考える。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード A70040300A （認定科目名：生涯学習） 

授業科目 生涯学習 単位 2 

担当者 林田 匡 シラバスグループ A30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

生涯学習社会における学校と地域との連携・協働の在り方 

 

■授業の概要 

教育基本法第 13 条に「学校、家庭および地域住民等の相互の連携協力」の規定が新設さ

れた。それを受けて、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制

を整えていくことが必要とされ、現在、全国各地で様々な取組が行われている。さらに、

新学習指導要領の中には「社会に開かれた教育課程」の推進が謳われている。学校と地域

住民等が連携・協働した事例をもとに、その成果と課題を考えながら、学校と地域との連

携・協働の在り方について考えていく。また、生涯学習の変遷等にも触れ、確認を行って

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

「生涯学習」の概念について理解することができる。また、学校と家庭、地域住民等の連

携・協働が必要となった経緯について考え、学校と地域住民等が連携・協働した事例とそ

の教育的効果について理解することができる。また、ディスカッション等を行いながら、

学校と地域社会との連携・協働の在り方について、自らの経験や考え、アイデアを述べた

り構築したりすることができ、幅広い視野で「生涯学習」について考えることができるよ

うになる。 
 

■到達目標 

「生涯学習」の概念について理解し、学校と地域が連携・協働した取り組みの

実践事例や各人の地域の身近な生涯学習の事例等から、幅広い視野で「生涯学

習」を捉えなおすことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10 講義中に発言を求めることがありますので積極的な参加をお願

いします。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 毎回の出席票の中に疑問や感想等遠慮なく書かれてください。 

･その他 10 授業への毎時間の出席とともに、主体的な学習を期待します。 



授業コード A70050100A （認定科目名：現代社会と法律） 

授業科目 現代社会と法律 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ A10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

私達の生活や現代社会における様々な事象と法律との関わり 

 

■授業の概要 

本講義では、私達が普段生きていく中で関わる法的な事柄について扱うとともに、憲法・

法律に関わる社会的テーマについても扱う。|法律というと、皆さんには「難しい」、「お堅

い」などと思われるであろう。しかし、コンビニでお茶を買うのも、大学に来るのに電車

やバスに乗るのも「契約」という法律的な行為に基づくものである。そうすると、法律と

いうのは実は私たちにとって非常に身近なものだということが分かって頂けるだろう。ま

た、法律は、私たちを縛るだけではなく、私たちを守ってくれるものでもある。クーリン

グ・オフはその典型例である。 |私たちの暮らしにおいて法学がどれだけ身近なものか感

じてもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、上記のような法的事柄について学ぶことを通じて、法律の知識のみならず、

論理的に考える力、自身の考えを論理的かつ的確に他者に伝える力、他者と議論する力、

社会的に弱い立場にある者に対する思いやりなど社会人として、人間として生きていくう

えで大切な素養を身につけてもらうことを目的とする。 
 

■到達目標 

①現代社会における様々な法的問題や私たちの日常生活に直接関わる法的事象

について、関心を持ち、自身に関わる事柄として考えることができる。|②具体

的な法的事例を切り口にして法律学を学び、各事例に関わる条文、判例、概念

などを理解するとともに、それらを活用して具体的事例について妥当な解決策

を導き出すことができる。|③自身の考えを根拠をもって論理的かつ的確に表現

できる|④立場の異なる人の考えに耳を傾け、理解しようと努める態度を養う。|

⑤他者と議論して問題に対する妥当な結論を見出すことができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 授業内課題 



授業コード A70060200A （認定科目名：くらしとマスコミ） 

授業科目 くらしとマスコミ 単位 2 

担当者 崔 銀姫 シラバスグループ A20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「平成時代」を考える 

 

■授業の概要 

本授業では『平成時代』(吉見俊哉 2019、岩波書店）をテクストとしながら、|所謂「失

われた 30 年」と言われている「平成時代」を政治や経済、社会、そして文化といった四

つの領域から考えます。授業の形式は主にグループワークの参加型形式として進めていき

ます。討論はテクストの章ごとのテーマに沿って徹底的に行います。したがって授業に参

加する前にテクストを読んでテクストの内容を理解してくるのが望ましいです。今回の授

業を通して、2020 年 4 月より始まった新元号の時代を今後、いかにより良い時代にして

いくべきなのかといった新たな覚悟や、21 世紀のデジタルメディア社会とグローバル化

の急速な変化の中の情報社会における政治性を分析的に読み取ると共に、現代情報社会を

生きるために必要とされる個人としての「知」を身につけてもらいたいと考えています。 
  

■授業の目的・ねらい 

①「平成時代」における様々な社会政治経済文化の諸問題を根本的に読み直す。|②歴史の

中の「平成」を理解する。|③現代のメディア環境の変容と氾濫する情報社会をクリティカ

ルに考える。|④例えば「東芝の失敗」や「連合という組織の変化」「オウム事件」などの平

成時代の出来事を文脈的に読み取ることができる。 
 

■到達目標 

①グループワークの参加結果に関する報告書（討論の内容、討論の結果学んだ

内容など成果）をまとめて提出できること。|②テクスト読了後、課題として感

想や私見を加えた報告書が提出できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70070200A （認定科目名：東アジアの歴史と文化） 

授業科目 東アジアの歴史と文化 単位 2 

担当者 市村 導人 シラバスグループ A20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

食物から見た中国史 

 

■授業の概要 

中華料理は世界三大料理の一つに数えられます。中国の食生活が形成されるには長い歴史

を経ていますが、現在の状態が整ったのは、それほどに古い時代のことではありません。

中国の食生活は、中国の政治、経済、農業、外交といった歴史の歩みとは無縁ではなく、

時には歴史に影響を与えながら形成されてきたと言えるでしょう。では、前近代の中国の

人々は一体どのような食生活を送っていたのでしょうか。本講義では、画像を多く交えな

がら、生産、加工、消費という点から、前近代の中国の食生活、とりわけ食物に焦点をあ

て眺めてみましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義は全９講です。それぞれ、中国における食文化の歴史を講義しますが、受講者のみ

なさんは、日本の食文化との差異、あるいは共通点を意識しながら講義を受けていただき

たいと思います。 
 

■到達目標 

中国の食文化の歴史を通して、食文化の多様さを感じていいただき、地域、時

代によって、食文化の差異があることを学んでください。そのためには、講義

内容をよく聞いていただき、レポートにまとめるられるように努めていただき

たいと思います。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70080200A （認定科目名：世界の教育） 

授業科目 世界の教育 単位 2 

担当者 田中 潤一 シラバスグループ A20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

世界の国々の教育制度と教育改革について学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義は、二宮晧『新版 世界の学校』学事出版（2013 年版）などのコピーを事前に配布

し、それに沿って授業を行います。旧版（2006 年版）も並行して使用する可能性がありま

す。英米諸国型（アメリカ、イギリス）、ヨーロッパ大陸型（フランス、ドイツ）、旧社会

主義諸国型（ロシア、中国）における教育制度について講義し、それぞれの違いについて

学びます。その後、アメリカ・イギリスなど日本に影響を及ぼしている国を中心に学校改

革の動向について述べ、日本との共通点を探っていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

世界の国々の教育と日本の教育との相違点と共通点を認識し、日本の教育にフィードバッ

クできるようにします。| 

 

■到達目標 

・世界の国々の教育制度について理解する|・世界の国々における教育改革につ

いて理解する|・世界の教育が日本の教育に及ぼしている影響について理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 第 3 回、第 6 回、第 9 回に実施予定 

･その他 0  



授業コード A70090200A （認定科目名：ジェンダー） 

授業科目 ジェンダー 単位 2 

担当者 山本 桂子 シラバスグループ A20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

一人ひとりの違いが大切にされる社会をめざして 

 

■授業の概要 

ジェンダーとは、生物学的な性に対し、社会・文化的につくられた性別や性差の概念です。

本講義では、基本的なジェンダーの概念について説明を行い、さらに社会のさまざまな関

係における事象をジェンダーの視点から検討する。教育、メディア、家族、労働などにお

いて具体的な問題を取り上げながら進める。男女共同参画社会作りが進められる中で、「一

人ひとりの違いが大切にされる社会」を考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ジェンダーの概念についての基礎的な理解ができ、ジェンダーの問題を、男女共に関わる

ものとして考察できるようになることを目的とし、（１）ジェンダーについての基礎的理

解、（２）学校教育やマス・メディア等における具体的事象をジェンダーの視点から整理し

て検討し、説明できること、（３）ジェンダーが男女ともに関わるものであるという意識を

持って具体的事象について考え、意見が述べられるようになることを目標とする。 
 

■到達目標 

ジェンダーについての基礎的理解、学校教育やマス・メディア等における具体

的事象をジェンダーの視点から整理して検討し、意見が述べられるようになる

ことを目標とする。その到達度を評価とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40 出席状況を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70090300A （認定科目名：ジェンダー） 

授業科目 ジェンダー 単位 2 

担当者 大束 貢生 シラバスグループ A30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

性（セックス）からジェンダーを考える 

 

■授業の概要 

私たちが生活している社会には、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェン

ダー（LGBT）などのセクシュアルマイノリティ（性的少数者）がいます。セクシュアルマ

イノリティはこれまで偏見にさらされ排除されてきた歴史がありますが、なぜセクシュア

ルマイノリティは排除されるのでしょうか。セクシュアルマイノリティが抱えている悩み

や問題を取り上げつつ、その問題がジェンダーとどのように関係しているのかについて考

えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

セクシュアルマイノリティの問題がジェンダーとどのように関係しているのかを理解す

ることです。 

 

■到達目標 

ジェンダーが私たちの生活にどのように関係しているかについて理解すること

が目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 セクシュアルマイノリティとジェンダーの関係について説明で

きるかどうかが基準となります。 

･授業内発表 10 グループワークの発表、先着制 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 コメントカードへの 10 行以上の記入 



授業コード A70100300A （認定科目名：情報と社会） 

授業科目 情報と社会 単位 2 

担当者 有田 亘 シラバスグループ A30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

情報（化）社会を介して現代社会を考える 

 

■授業の概要 

「情報化社会」としてイメージされることの多い現代社会。それがどのように成り立って

いるの|かを、特にデジタルメディアによる情報化とわれわれのくらしの織りなす関係を通

じて社会学的|・メディア論的に考察する。その際できるだけ 近の出来事や社会現象を具

体例に取り上げた|いと思っている。（そのため、毎回授業テーマの内容は 2019 年 12 月時

点での予定。） 
  

■授業の目的・ねらい 

情報の社会的特性を理解し、情報化社会を生きるための適切な知的観点を修得する。|日常

的社会生活を営む上での情報に対する適切な問題意識を、受講生各自が明確化する。||成績

評価|授業への参加態度、試験結果を総合的に評価する。 
 

■到達目標 

授業内容を適切に理解していること。またそのことを文章で的確に表現できる

こと。その上で、関心のあるテーマについて自らの意見を説得的な理由に基づ

いて論述できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 5.0000000000000003E-

2 

スマートフォンを使用して課題に取り組むことが望ま

しい。ただし、事情に応じて、スマートフォンを使用し

ない代替課題を用意する。 

･その他 0.45000000000000001 授業への参加態度 



授業コード A70110300A （認定科目名：くらしと自然） 

授業科目 くらしと自然 単位 2 

担当者 髙橋 信幸 シラバスグループ A30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

持続可能な社会を目指したエネルギー環境教育 

 

■授業の概要 

 私たちのくらしは、様々なところで高度科学技術の恩恵を受けたものとなっている。日

常のくらしの中で、自然とのつながりを意識することも薄れているかもしれない。このよ

うな社会で生きる私たちは、くらしのさまざまな場面で、用意された多様な選択肢の中か

ら選択と判断を迫られる。例えば食品を購入するにあたってどのような基準で食品を選ん

でいるだろうか。あまり意識しないかもしれないが、くらしの中で自然とのつながりを考

え、より良い選択をするためには、多面的な判断力が必要とされている。| この授業では、

くらしの場面で自然科学の知識や科学技術への理解をもとに、多面的に思考し判断して行

動できる資質能力の育成を目指す。| 授業の前半では、地球温暖化をはじめ、生物多様性

の危機など、地球規模の環境問題を理解し、未来にわたって「持続可能な社会」を形成し、

健全な自然や環境を保全していくことについて考えていく。| 授業の後半は、実験と意見

交換を中心とし、科学的・論理的に考えたことをもとに、自らの判断で意思決定を行うこ

とを体験し、考察を深めることとする。 
  

■授業の目的・ねらい 

持続可能な社会を目指したエネルギー環境教育を理解し、環境や自然の保全に対する意識

を高め、持続可能な社会を形成する担い手としての資質能力の育成を目的とする。 

 

■到達目標 

 身近な環境についての正しい科学的な見方・考え方に基づいて環境保全を考

え、生活を改善したり健全な生活を送ろうとしたりする意識・態度について、

話しあったり検討したりすることができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード A70120300A （認定科目名：地理と風土） 

授業科目 地理と風土 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ A30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図から読む環境・景観／風土・風景 

 

■授業の概要 

地理学は客観的な科学であろうとし、環境を主要テーマとした時期があった。しかし、現

在の人文地理学では環境に関する議論は低調である。それは環境概念に対する懐疑から始

まっている。代わって議論の中心に登場したのが「風土」であり、また「風景」である。

この講義では、人文地理学の立場から環境概念がもつ問題点を出発点とし、「客観」・「主

観」・「感覚的（視覚的）」などをキーワードに環境・景観／風土・風景概念の理解を進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 環境・景観／風土・風景という基本的概念の意味を正確に理解する。|② ①の基本概

念の意味的関係を正確に理解する。 

 

■到達目標 

 ① 環境・景観／風土・風景という基本的概念の意味を正確に説明できる。| 

② ①の基本概念の意味的関係を正確に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70130200A （認定科目名：エコロジー） 

授業科目 エコロジー 単位 2 

担当者 湯川 宗紀 シラバスグループ A20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会と個人との関係からエコロジーを考える 

 

■授業の概要 

小中高と環境教育を受けた若い方にとって「環境」は既に古くさく、説教じみたものに感

じられるかもしれません、|が、この講義では「環境」をどこか遠くの話、誰かの特別な話

として捉えるのでもありません。また、自然や伝統を過剰に賛美したり、環境危機や保護

活動を声高に訴えかけたりするものでもありません。||具体的にはエコロジー概念について

の大きな流れを紹介しつつ、受講者自らとどう関わっているのか、関わっていくのかにつ

いて講義する。 
  

■授業の目的・ねらい 

エコロジーについての大きな流れと自らの関係を理解する 

 

■到達目標 

環境問題について自ら考える力をつける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード A70140100A （認定科目名：こころの健康） 

授業科目 こころの健康 単位 2 

担当者 樫津 祥貴 シラバスグループ A10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

こころの健康と病 

 

■授業の概要 

「こころの健康」とは何なのか。「健康なこころ」とはどのようなこころなのだろうか。人

のこころは、どのように発達していくのだろうか。本講義では、人のこころの健康と病に

ついて、発達理論や臨床心理学的知見をふまえて学習する。||1.「健康なこころ」とは|2.発

達理論とこころの発達|3.こころの不調や病について|4.こころの健康と心理療法| 
  

■授業の目的・ねらい 

人のこころがどのように発達していくのかを学び、こころの健康と病についての理解を深

めることをねらいとする。自分自身の健康状態にも気づき、こころの健康を維持増進でき

る方法を考えることに取り組む。 
 

■到達目標 

こころの発達や心理的課題を学び、こころの不調や病について理解する。ここ

ろの健康とは何かを知り、自分自身の生活や行動、生き方をふり返り、こころ

の健康を保持増進する方法を考えられるようになる。|||| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996 全日全講時の出席を前提としています。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 全日全講時の出席および授業内の取り組み（感想・小レポ

ートを書いてもらうことがあります） 

･その他 0  



授業コード A70140200A （認定科目名：こころの健康） 

授業科目 こころの健康 単位 2 

担当者 山本 健治 シラバスグループ A20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

こころの健康と病理 

 

■授業の概要 

本講義では、人間のこころの健康と病理について、その基本的な概念と成り立ちを心理学

の基礎理論や発達理論及び臨床心理学・精神医学等の知見を踏まえながら以下の項目につ

いて学習する。||１・こころの構造とは|２・こころの発達と発達理論|３・関係性の病理に

ついての理解|４・発達障害と心の理論|５・こころの健康とカウンセリング 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、人間のこころの構造やその発達のプロセスを学び、その上でこころの健康や

さまざまな病理について理解を深め、あわせて援助の在り方を知ることを目的とする。 

 

■到達目標 

１・人間のこころの構造や発達のプロセスを理解し、説明できるようになる。|

２・様々な関係性の病理の発生メカニズムを理解し、援助の在り方について自

らの考え  を述べることができる。|３・基本的なカウンセリングの理論や手法

を学ぶことで、他者や自らのこころの健康に生かすことができるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% 質問・発表等による平常評価 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード A70150100A （認定科目名：京都の歴史と文化） 

授業科目 京都の歴史と文化 単位 2 

担当者 村山 弘太郎 シラバスグループ A10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と文化を多角的に考える 

 

■授業の概要 

京都は日本を代表する観光都市であることは論をまたないでしょう。そこで対象とされる

観光資源は生活文化も含めた歴史遺産が中心になっています。しかし多くの観光客は、そ

れら観光資源の表層を眺めるだけで終わることが現状です。|この授業では、これら観光資

源を歴史学的・民俗学的な視点からより詳しく理解することを目指します。その際、特に

祭礼や民俗行事に注目しながら、そこから派生する伝統工芸や食文化などの諸文化につい

て、京都および京都文化圏を対象としながら考えてみたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

京都の祭礼や民俗行事を中心に、京都に関する事象を幅広い視点から眺められるようにな

ること、それを通して俯瞰的・総合的に京都を捉えられるようになることをめざします。 

 

■到達目標 

京都に対する多角的な視点を修得する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 授業への参加度等 



授業コード A70150300A （認定科目名：京都の歴史と文化） 

授業科目 京都の歴史と文化 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ A30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

晩秋から新年の京都の年中行事と民俗信仰 

 

■授業の概要 

11 月から翌 2 月にかけて京都の各地で行われる年中行事を紹介しながら、その背後に見

え隠れする人々の祈りについて考える。具体的には御火焚・大根焚・かくれ念仏・仏名会・

おけら参り・正月の諸行事・裸踊り・節分等を取り上げ、それぞれの行事の民俗的意味と

その背景に見られる民俗信仰について広義の視座から考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

晩秋から新年の京都の年中行事と民俗信仰について理解するとともに、さまざまな年中行

事やまつりの歴史・民俗的意味・背後に見られる信仰について、読み解いてゆく方法を修

得すること。 
 

■到達目標 

京都の年中行事と民俗信仰に関して、その歴史・民俗的意味・背後に見られる

信仰について、読み解いてゆく方法を修得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然の和歌 

 

■授業の概要 

『法然上人行状絵図』第 30 巻には法然の和歌について述べられるが、それらは本当に法

然の歌なのか。法然の和歌を素材に、真偽問題について考え、研究方法をマスターする。 

  

■授業の目的・ねらい 

法然の和歌を正しく理解することが目的であり、それぞれの研究課題にアプローチする方

法を習得することをねらう。 

 

■到達目標 

自分の研究課題に対してアプローチできる力を身につけることを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ B30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究の基礎を学ぶ 

 

■授業の概要 

卒業論文の作成に向けて必要となるスキルについて、実践的に学んでゆきます。具体的に

は、図書館や資料室の利用の仕方、書籍や論文などの文献検索方法、仏教研究に役立つデ

ータベースなどの概略を紹介し、実際に図書館や資料室に足を運び、文献を入手する方法

を学びます。そのうえで、各自が入手した文献をいかに読み進めるか、その読解のポイン

トについて概説します。そのため授業では、必要な文献を探し、文献リストを作成し、文

献を入手し、読み進めるところまでを課題としています。 
  

■授業の目的・ねらい 

①図書館や資料室に所蔵されている文献を検索することができる。|②図書館などで必要な

文献を入手することができる。|③文献リストを作成することができる。|④研究論文の構成

を理解し、読むことができる。 
 

■到達目標 

①必要な文献を探すことができる。|②文献を入手することができる。|③文献リ

ストを作ることができる。|④研究論文の構造を理解し、読書ノートを作ること

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 ①文献リストの作成、②文献の入手、③読書ノートの作成、④成

果発表と意見交換などを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード B51010100A （認定科目名：日本古文入門） 

授業科目 日本古文入門 単位 2 

担当者 角野 玄樹 シラバスグループ B10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

義山の『一枚起請弁述』を読んで仏教文献の日本古文に親しむ 

 

■授業の概要 

 江戸時代の浄土宗の学僧である義山（1648～1717 年）の『一枚起請弁述』（※『浄土宗

全書』第 9 巻所収）を読んで、仏教文献の日本古文の読解力を高めることを目指す。| 義

山は、江戸期浄土宗の名僧の一人であり、多くの著作を著し、様々な浄土宗の宗典を出版

するなど、後世に多大な功績を残した人物である。| その義山の著作である『一枚起請弁

述』は、浄土宗元祖である法然（1133～1212 年）の『一枚起請文』を註釈したものであ

り、大きく二節からなる。両節とも、法然の『一枚起請文』を註釈したものであるが、本

授業では、そのうちの、第二節の一部を抜粋して、それを読解していく。| 講義の 初の

ほうでは、法然の『一枚起請文』や、義山の『一枚起請弁述』についてや、仏教文献の日

本古文の読解法を簡単に解説する。| そののち、義山『一枚起請弁述』の一部を読み進め

るが、その際、学生の皆さんに資料の読み上げ・語句の説明・現代語訳・文法的解釈など

の発表をしていただく。授業に臨むにあたって、それら準備をしていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

義山『一枚起請弁述』の読解などをとおして、仏教文献の日本古文の読解力を一定程度身

につけることがねらいである。 

 

■到達目標 

仏教文献の日本古文の読解が、ある程度できること。法然『一枚起請文』の理解

を深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B51020100A （認定科目名：仏教漢文入門） 

授業科目 仏教漢文入門 単位 2 

担当者 齊藤 隆信 シラバスグループ B10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

漢文の基礎 

 

■授業の概要 

漢文の文法など基礎知識を学ぶとともに、比較的優しい仏教漢文を書き下し、現代語訳を

します。 

  

■授業の目的・ねらい 

漢文の基礎を学ぶ 

 

■到達目標 

易しい仏教漢文に慣れ親しめる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B51030300A （認定科目名：サンスクリット語文法） 

授業科目 サンスクリット語文法 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ B30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

サンスクリット語（梵語）文法入門 

 

■授業の概要 

全くの初心者のために、J.ゴンダ著『サンスクリット語初等文法』をテキストに用いて、

サンスクリット語文 法をゼ口から学びます。 

  

■授業の目的・ねらい 

インドの歴史・宗教・哲学文献は、基本的にサンスクリット語（梵語ともいう）で記され

ています。仏教を含むインド文献を学ぶには、サンスクリット語に関する知識が不可欠で

す。サンスクリット語の初歩的な文法 を学び、独力でインドの仏教文献を読むために必要

な 低限の知識を身につけます。 
 

■到達目標 

独力でサンスクリット語仏教文献を読むために必要な 低限の知識を身につけ

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52110100A （認定科目名：浄土三部経研究１） 

授業科目 浄土三部経研究１ 単位 2 

担当者 西本 明央 シラバスグループ B10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『無量寿経』講読 

 

■授業の概要 

浄土宗所依の経である浄土三部経のうち、『無量寿経』を講読する。三部経および『無量寿

経』の概要解説(諸本、梗概、末書など)の後、『無量寿経』を訓読法によって読み進める。

特に重要な箇所(法蔵説話・願文・第十八願成就文周辺など)については重点的に解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

『無量寿経』の構成と主張を理解すること。特に阿弥陀仏(無量寿仏)がどのようにして仏

となったのか、「願」と「願成就」の関係について、理解することを求める。特に重要な箇

所については逐語的な解釈ができるように目指す。 
 

■到達目標 

法蔵説話の概要を理解し、念仏往生の根拠を「願」と「願成就」の関係に基づい

て説明できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業中に質問する場合がある。その回答についての評価。 



授業コード B52120100A （認定科目名：浄土三部経研究２） 

授業科目 浄土三部経研究２ 単位 2 

担当者 齊藤 舜健 シラバスグループ B10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

浄土宗所依の浄土三部経の内、『観無量寿経』と『阿弥陀経』を講読する。 

 

■授業の概要 

浄土三部経全体について概説した後、『観無量寿経』『阿弥陀経』の順で、訓読法により、

浄土宗の伝統的な解釈に基づいて講読する。テキストには大雲点本を用いる。 

  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の教えの理解に資するために『観無量寿経』と『阿弥陀経』の構成と主張を理解す

る。特に『観経』は全体の構造と付属の意味を理解すること、『阿弥陀経』は諸仏の証誠の

意義を理解することに重点を置く。受講者には浄土宗の伝統的な解釈に基づく理解を求め

る。|成績は、これらの理解度を授業への参加と課題の結果に基づいて総合的に評価する。 
 

■到達目標 

『観無量寿経』と『阿弥陀経』の概要が説明できること。|付属の意味、諸仏の

証誠の意味が説明できること。|重要箇所（講義中に指示）について、訓読と和

訳ができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52130200A （認定科目名：浄土学研究/浄土宗典研究２） 

授業科目 浄土学研究 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

善導の諸伝記の研究 

 

■授業の概要 

中国浄土教の大成者である善導(613-681)の伝記類について、中国撰述の者で約 17 種の

伝記が存在する。その中、唐の道宣の『続高僧伝』、文諗・少康の『往生西方浄土瑞応刪伝』、

宋の戒珠の『浄土往生伝』、王古の『新修往生伝』、王日休の『龍舒増廣浄土文』、志磐の『仏

祖統紀』など、重要な史料に収録されている善導の伝記類を研究していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国仏教史を研究する上で、一人の人物について研究しようとするならば、諸伝記類を比

較検討しなければならない。 

 

■到達目標 

善導の諸伝記の比較・検討研究することによって、真の善導の人物像を知るこ

とを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講態度 



授業コード B52140200A （認定科目名：浄土宗学研究/浄土宗典研究１） 

授業科目 浄土宗学研究 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』について 

 

■授業の概要 

『選択集』は法然の思想が詳細に述べられた、浄土宗の根本聖典である。特に第一章、第

二章、第三章には、重要な概念が規定されている。全体の概要とともに、第一章、第二章、

第三章を読んで、法然思想の基本をマスターしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然の三心を正しく理解することが目的であり、『選択集』の読み方を習得することをねら

いとする。 

 

■到達目標 

法然の思想とはいかなるものか理解することを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52150200A （認定科目名：選択集講読１） 

授業科目 選択集講読１ 単位 2 

担当者 市川 定敬 シラバスグループ B20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』を読む 

 

■授業の概要 

『選択集』の前半（第一章〜第八章）を講読することにより、法然浄土仏教の骨子を明ら

かにします。この前半部分では、第一章〜三章（仏教の様々な教えから専修念仏への理論）、

第四章（諸行と念仏の関係）、第八章（三心）が重要な章となります。これらを特に重点的

に読んでゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

宗祖の主著『選択本願念仏集』の読解を通して、法然の浄土仏教体系、およびその基礎と

もいうべき人間観について理解する。また、法然浄土教を研究する上での基礎的な方法論

を身につける。|受講態度とリポートによって評価します。 
 

■到達目標 

『選択集』のそれぞれの章が、何を問題としているのかを理解することと、選

択本願念仏の「選択」が何を意味しているのかを理解することを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52160200A （認定科目名：選択集講読２） 

授業科目 選択集講読２ 単位 2 

担当者 南 宏信 シラバスグループ B20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』を読む 

 

■授業の概要 

『選択集』の後半（第 7 章〜第 16 章）を講読することにより、法然浄土仏教の骨子を明

らかにします。この後半部分は第 7 章から第 12 までは『観無量寿経』を註釈しており、

そして 13 章から 16 章までは『阿弥陀経』を註釈しています。特に 後の第 16 章は『選

択集』全体をまとめているので特に力を入れて読んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

宗祖法然の主著『選択本願念仏集』の読解を通して、法然の浄土仏教体系、およびその基

礎ともいうべき人間観について理解する。また、法然浄土教を研究する上での基礎的な方

法論を身につける。 
 

■到達目標 

『選択集』のそれぞれの章が、何を問題としているのかを理解することと、選

択本願念仏の「選択」が何を意味しているのかを理解することを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52310200A （認定科目名：仏教学研究（初期・部派）/部派仏教研究） 

授業科目 仏教学研究（初期・部派） 単位 2 

担当者 山極 伸之 シラバスグループ B20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

インド仏教教団と律蔵 

 

■授業の概要 

現存する膨大な仏教文献の中には、仏教教団における修行者の現実的な在り方を規定した

律蔵が存在します。この文献は三蔵の一つに数えられ、様々な部派へ伝播したことにより

多くの資料として現存していますが、そこには 初期の教団の具体的な運営法が明らかに

されています。本講義では、仏教教団成立の背景からスタートし、教団の成立ならびに発

展の歴史を把握した上で、律蔵の存在意義、目的、機能などの理解を目指します。あわせ

て、現存する諸部派の律蔵を素材として、インド仏教教団の実態や運営方法について考察

します。 
  

■授業の目的・ねらい 

①仏教教団の成立事情とその後の発展の歴史を正確に把握する。|②律蔵とは何か、律蔵は

いかにして成立し、いかなる構成であるのかを理解する。|③仏教教団は律蔵をどのように

位置づけ、そのもとでいかに運営されていたのかを理解する。| 
 

■到達目標 

①仏教教団の成立事情と教団拡大の歴史について説明できる。|②律蔵の成立状

況と構成・内容について説明できる。|③仏教教団における律蔵の位置づけと、

そのもとでいかに教団が運営されていたのかを明示することができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B52320100A （認定科目名：仏教学研究（大乗・チベット）／大乗仏

教研究） 

授業科目 仏教学研究（大乗・チベット） 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ B10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大乗仏教の文献と思想 

 

■授業の概要 

インドにおける大乗仏教の成立について講義した上で、著名な大乗経典を取り上げて、そ

の思想について概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

古代インドにおける大乗仏教の成立と展開について、歴史的視点に立って紹介し、大乗仏

教の中からどのような経典が生まれ、どのような思想を説いているかを講義する。 

 

■到達目標 

大乗仏教の特質と様々な大乗経典の概略を理解すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52330100A （認定科目名：仏教学研究（中国）／中国仏教研究） 

授業科目 仏教学研究（中国） 単位 2 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国・朝鮮における『無量寿経』受容 

 

■授業の概要 

中国の隋・唐代と朝鮮の新羅において、『無量寿経』がどのように受容され研究されたかに

ついて講義する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・『無量寿経』が中国および新羅において、どのように受容され、研究されたのかについて

理解することを目的とする。|・『無量寿経』受容史の理解を通して、中国浄土教理史を理

解することが、この授業のねらいである。 
 

■到達目標 

中国・朝鮮における『無量寿経』研究の特徴について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 第十二願、第十三願、第十八願の現代語訳を提出してもらう。 

･その他 0  



授業コード B52340200A （認定科目名：仏教学研究（日本）） 

授業科目 仏教学研究（日本） 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ B20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『唐大和上東征伝』講読 

 

■授業の概要 

仏教文学として、奈良時代に唐より渡ってきた鑑真の伝記である『唐大和上東征伝』を講

読します。本授業では、安藤更生による訳注本（淡海三船著、安藤更生訳注『唐大和上東

征伝』、唐招提寺、1964 年）をテキストとして使用し、あわせて、関連資料を適宜参照し

ながら、内容の理解を深めてゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

漢文で記された仏教文献を、訳注本などの参考資料や辞書類を活用しながら読解する力を

養うことを目指します。 

 

■到達目標 

辞書類を活用しながら、漢文資料を訓読し、読解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5 リポートの課題は、講読箇所の中から、仏教や仏教文化に関わる

テーマを各自で設定し、それについて調べた内容をまとめるもの

とします。 

･授業内発表 50% 授業では受講生による講読を行います。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52510100A （認定科目名：インド仏教文化研究） 

授業科目 インド仏教文化研究 単位 2 

担当者 細田 典明 シラバスグループ B10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

インド文化と仏教文化 

 

■授業の概要 

①ヴェーダの神々とその特徴を理解し、仏教に取り入れられた神々について学ぶ。|②ヴェ

ーダ祭式の特徴を理解し、仏教儀礼における勧請や供養との関連を学ぶ。|③古代インドの

人生観について理解し、出家の意義と梵天勧請による説法の意味を学ぶ。|④ヒンドゥー教

の三神一体について理解し、仏教における一仏と多仏の意味と信仰を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

ヴェーダの神々やヴェーダ祭式を学ぶことによって、仏教儀礼における関連を学ぶ。また、

ヒンドゥー教の人生観や信仰を学ぶことによって、念仏が基本的な信仰形態であることに

気付く。 
 

■到達目標 

①ヴェーダの神々と十二天を説明できる。|②ヴェーダ祭式の基本的内容を説明

できる。|③古代インドの人生観を理解し、出家の意義を説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 -  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B52520300A （認定科目名：中国仏教文化研究） 

授業科目 中国仏教文化研究 単位 2 

担当者 加藤 弘孝 シラバスグループ B30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国仏教史―仏教の伝来時から南北朝時代までの中国仏教の展開― 

 

■授業の概要 

今から約二千年前にインドの仏教が中国に伝来しました。中国人は仏教の新しい概念や価

値観に驚き、また強い関心を持ちます。その後、経典が翻訳され、知識人が信仰するよう

になり、更に中国人僧侶も増加します。その中で儒教や道教との衝突と融合を繰り返し、

時の王朝との関わりを持ちながら、インドとは異なる独自の仏教が展開しました。本講義

では、伝来から６世紀後半までの中国仏教を概観するとともに、特に重要な出来事を取り

上げて解説します。 
  

■授業の目的・ねらい 

インドとは異なる仏教の展開を確認します。中国仏教は、言語や習慣や宗教など、広く中

華文明の中で次第に醸成されていきます。成績の評価は 終リポートで判断します。 

 

■到達目標 

中国における仏教の歴史的展開の文脈の中で、仏教の初伝から南北朝時代に至

るまでの中国仏教史の特質を理解できるようになりましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B52530200A （認定科目名：日本仏教文化研究） 

授業科目 日本仏教文化研究 単位 2 

担当者 坪井 剛 シラバスグループ B20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中世（鎌倉・室町時代）の仏教文化を学ぶ 

 

■授業の概要 

 古代の日本に伝来した仏教は長い時間を経て日本に定着し、現在も身近に多くの寺院が

存在します。日本の歴史や文化を理解する上で、欠かせない役割を占めているのが仏教と

いえるでしょう。しかし、仏教は順調に発展・定着してきたのではなく、幾つかの大きな

変動期がありました。その一つが中世（鎌倉～室町時代）だと言えます。例えば浄土宗・

浄土真宗・日蓮宗といった「鎌倉新仏教」が興り、またいわゆる「旧仏教」にも戒律を重

視して改革を目指す勢力が現れるなど、中世は新たな動きと旧来の動きがせめぎ合った時

代だったのです。本授業では、変動期である中世仏教がこれまでどのように捉えられてき

たか、まずはその変遷を追うとともに、そこに生じた独自の文化がどのようなものだった

のかを考えていきたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本講義では、中世仏教に関連する多くの史料を提示し、解釈していきます。それらを正

確に理解できるようになることが目標です。そして、それらの史料の解釈が、これまでの

研究でどのように変化してきたのか、といったことまで踏み込んで理解することも目的で

す。 
 

■到達目標 

 中世の仏教文化研究の変遷について、史料に基づいて理解できるようになる。

史料を様々な視角から解釈する姿勢を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード B52540200A （認定科目名：日本仏教思想研究） 

授業科目 日本仏教思想研究 単位 2 

担当者 田山 令史 シラバスグループ B20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

江戸時代、元禄期に、盤珪は不生禅を唱えて一世を風靡した。「いま、寺の外に鳴くカラス

の声を聞け」という、その場の経験に訴える盤珪の簡素な説法は、普遍的な問いの切り詰

めた表現である。この問いの意味を、西洋近代哲学を背景にして、考える。 
 

■授業の概要 

洋の東西を問わず、人は魂のあり方を問い続けてきた。魂は死後、どうなるのか、魂は体

とどう関わるのか、など、魂への問いは、人の視線を、ともすれば、内側に向けさせる。

西洋哲学から、このような問いの例を挙げる。盤珪の説法は魂を自分の内側に探りがちな

傾向に対して、人の注意を外のカラスの声に向かわせる。そして、人がずっと同一の魂で

あること、つまり、同一の自分であることの意味を、外の対象の同一性と合わせて考える

のである。西洋の哲学史は、魂への問いをある一定の形式で扱っている。この形式をさま

ざまな例から学ぶ。そして、近代にいたって、魂の同一性を外の対象に関連づける哲学が

現れる経緯を見届ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

魂への問いは、自分はずっと同じ自分であるという、自明のことを問い直すことでもある。

仏教の問いを、このような日常の経験から見直し、仏教の身近さを納得すること。そして、

西洋の哲学と仏教と、問いを共有する場合もあることを確認したい。 
 

■到達目標 

いつも自然科学ととなり合わせで思考してきた西洋哲学は、その分、具体的で

理詰めである。盤珪の説法に見られる飛躍を、具体的な哲学で補いながら、仏

教の基礎にある「空」「無我」の理論的な側面を把握すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55330410A （認定科目名：浄土宗と加行１（伝法）） 

授業科目 浄土宗と加行１（伝法） 単位 1 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝法史概説と三巻書講読 

 

■授業の概要 

１）伝法の意義、起源、浄土宗における伝法史（伝法制度の確立と展開）について概説。

|２）三巻書の講読。 

  

■授業の目的・ねらい 

伝法の意義、伝法史の把握、三巻書の講読による内容の把握。またそれらを通して、浄土

宗の法灯を継承する者であるとの自覚と使命を持つこと。 

 

■到達目標 

・伝法史について説明することができる。|・伝法制度について説明することが

できる。|・『往生記』『末代念仏授手印』の概要と結論を説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55340410A （認定科目名：浄土宗と加行２（円頓戒）） 

授業科目 浄土宗と加行２（円頓戒） 単位 1 

担当者 齊藤 隆信 シラバスグループ B41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

円頓戒の歴史・思想・受戒作法 

 

■授業の概要 

戒律の意味と役割について概略的なことを解説し、その上で円頓戒の歴史と思想をめぐっ

て、中国、日本においてどのように展開したのかを講義します。また加行における伝戒（受

戒）の作法についても説明いたします。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗教師になるための戒脈の基礎知識を学修します。 

 

■到達目標 

戒と律と円頓戒について、その内容を的確に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55360200A （認定科目名：仏教の儀礼と儀式） 

授業科目 仏教の儀礼と儀式 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の儀礼と儀式 

 

■授業の概要 

元旦の「修正会」から大晦日の年越しの「除夜の鐘」までの一年の間に、春・秋の「彼岸

会」、「お盆」などの日本の年中行事は、仏教と非常に関わりが深い。よって日常生活に密

着した仏教の年中行事の起源やその展開について講義をしていく。なかでも仏教の三大行

事である降誕会(花まつり)・成道会・涅槃会は、日本でどのように受け入れられて展開し

ていったかを探っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教の各種の儀礼・儀式について、その起源と展開について学ぶことを目的とする。 

 

■到達目標 

現代の仏教儀礼・儀式のルーツを知り、本来の姿との違いを探ることを到達目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 受講態度 



授業コード B55360450A （認定科目名：仏教の儀礼と儀式） 

授業科目 仏教の儀礼と儀式 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の儀礼と儀式 

 

■授業の概要 

元旦の「修正会」から大晦日の年越しの「除夜の鐘」までの一年の間に、春・秋の「彼岸

会」、「お盆」などの日本の年中行事は、仏教と非常に関わりが深い。よって日常生活に密

着した仏教の年中行事の起源やその展開について講義をしていく。なかでも仏教の三大行

事である降誕会(花まつり)・成道会・涅槃会は、日本でどのように受け入れられて展開し

ていったかを探っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教の各種の儀礼・儀式について、その起源と展開について学ぶことを目的とする。 

 

■到達目標 

現代の仏教儀礼・儀式のルーツを知り、本来の姿との違いを探ることを到達目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講態度 



授業コード B55370420A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 実践仏教学１ 単位 2 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B42010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B55370460A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 実践仏教学１ 単位 2 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B46010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する |■授業の概要|■授業の概要 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B55380420A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 実践仏教学２ 単位 2 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B42020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B55380460A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 実践仏教学２ 単位 2 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B46020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B55390420A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 法式実習１ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B42010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B55390460A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 法式実習１ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B46010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する |■授業の概要|■授業の概要 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B55400420A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 法式実習２ 単位 1 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B42020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B55400460A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 法式実習２ 単位 1 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B46020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B55410200A （認定科目名：仏教伝道学） 

授業科目 仏教伝道学 単位 2 

担当者 安部 隆瑞 シラバスグループ B20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

仏教伝道者の養成のために、伝道を実践して体得する。 

 

■授業の概要 

高座に登って、元祖大師御法話の一説を課題として、伝道の基本を習得する。説相の持ち

方、歩き方、礼拝、高座説教の讃題の唱え方、袱紗のさばき方、割芴の打ち方等修練し、

さらに伝道布教のための原稿の作り方として、法説、比喩を通して御法話を研究して、浄

土宗義を身につけるようにする。その上、自分自身の体験談を因縁話として取り出し、こ

れを法説に結び付け、念仏申すことが 高の生き方であることを伝道布教をできるように

する。よって、常に浄土教にそった考え方が、できるものとなるように修練するものであ

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の念仏を布教伝道する知識と技量を習得する。それがためには、元祖大師御法語を

通して、浄土宗義の理解を深め間違いのない念仏の教えを布教伝道できるようになること

を目指します。 
 

■到達目標 

浄土宗の念仏の教えが、しっかりと布教伝道できる説得力を身に着けるよう学

習と実践に励んで、混迷する現代の人々を救済する僧侶となることを目標とし

てほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 60 自己紹介と法・比・因縁・合釈の組み立てによる高座説法 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 実演者の講評記入・授業中の態度 



授業コード B55430200A （認定科目名：詠唱） 

授業科目 詠唱 単位 2 

担当者 眞泉 善章 シラバスグループ B20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

法然上人の「お念仏の教え」を、念仏の助業としての「詠唱」の実践を通じて体得できる

ようにする。 

 

■授業の概要 

浄土宗の「吉水流詠唱」の意義・内容・歴史について講義し、法具を用いて基本作法を実

践してもらう。基本的な「御詠歌」と「和讃」の数曲を唱えることができるようにしても

らう。また、将来の教化実践の場面で、「声」や「言葉」の持つ力を「詠唱」を通じて発揮

できるように指導したい。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の「吉水流詠唱」を実践してもらい、その意義・内容を体得・実感してもらうこと

をめざす。三日間実践を中心に進める。 

 

■到達目標 

吉水流詠唱の法具(鈴・鉦)を用いて、御詠歌・和讃を唱えることができるように

なること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 基本の曲目を唱える 

･授業内試験 40 作法の実践と御詠歌・和讃のお唱え 

･授業内課題 30 基本の曲目の意味を自分の言葉で説明する 

･その他 0  



授業コード B55470300A （認定科目名：法然の法語特講） 

授業科目 法然の法語特講 単位 1 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

法然文献の研究基礎 

 

■授業の概要 

法然の文献を使用し、法然研究の基礎を学ぶ。法然の研究は、思想にせよ歴史にせよ、そ

の文献をひもとくことでしか、解明されない。文献をひもとく重要性を確認しつつ、研究

の進め方を学び、法然思想に触れてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

研究とは何か、文献研究の基礎をマスターすることを目的とし、法然の思想を理解するこ

とをねらう。 

 

■到達目標 

くずし字の理解と現代語訳作成が自分でできるようになることを目標とし、加

えて法然思想の理解を目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55500300A （認定科目名：論註特講） 

授業科目 論註特講 単位 1 

担当者 梶原 隆淨 シラバスグループ B30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『往生論註』講読 

 

■授業の概要 

北魏の曇鸞が著した、『往生論註』を講読する。| 講義は、概ね以下の順で進める。|一、

著者曇鸞と『往生論註』の概観|二、『往生論註』講読|  1、難行道易行道|  2、五念門

|  3、上巻末、八番問答|  4、広略相入（一法句）|  5、五種功徳門|三、まとめ 
  

■授業の目的・ねらい 

 『往生論註』の講読を通じて曇鸞の浄土教思想を考察し、浄土および往生に対する理解

を深め、称名念仏の重要性を再認識していただくことが目的である。 

 

■到達目標 

念仏に対する理解を深める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 講義の 終時間に試験。論旨の展開、論述の成否により評価。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55510300A （認定科目名：観経疏特講） 

授業科目 観経疏特講 単位 1 

担当者 本庄 良文 シラバスグループ B30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

善導の『観無量寿経疏』玄義分の講読| 

 

■授業の概要 

浄土教と善導（613-681）の生涯と著作を概観し、善導による『観無量寿経』の註釈、『観

無量寿経疏』の「玄義分」を講読します。 

  

■授業の目的・ねらい 

『観無量寿経疏』「玄義分」を講読し、善導浄土教の基本的立場をひとに説明できるように

なることを目的とします。 

 

■到達目標 

善導浄土教の特色を理解し、その基本的立場をひとに説明できる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55520300A （認定科目名：安楽集特講） 

授業科目 安楽集特講 単位 1 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『安楽集』にみられる浄土教批判 

 

■授業の概要 

道綽（562～645）の著した『安楽集』の第二大門を取り上げ、浄土教に対してどのような

批判が|あり、それらに道綽が如何に反論しているのかについて講義する。 | 

  

■授業の目的・ねらい 

浄土教に対する批判とそれに対する道綽の反論を理解すること。|原文を読むことによって

漢文読解力を高め、道綽浄土教の概要を理解すること。|| 

 

■到達目標 

浄土教に対する批判と、それに対する道綽の反論について理解できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B55550200A （認定科目名：仏教伝道学Ⅱ） 

授業科目 仏教伝道学Ⅱ 単位 2 

担当者 安部 隆瑞 シラバスグループ B20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

仏教伝道者の養成のために、伝道を実践して体得する。 

 

■授業の概要 

高座に登って、元祖大師御法話の一説を課題として、伝道の基本を習得する。説相の持ち

方、歩き方、礼拝、高座説教の讃題の唱え方、袱紗のさばき方、割芴の打ち方等修練し、

さらに伝道布教のための原稿の作り方として、法説、比喩を通して御法話を研究して、浄

土宗義を身に着けるようにする。その上、自分自身の体験談を因縁話として取り出し、こ

れを法説に結び付け、念仏申すことを 高の生き方であることを伝道布教をできるように

する。よって、常に浄土教にそった考え方が、できるものとなるように修練するものであ

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の念仏を布教伝道する知識と技量を習得する。それがためには、元祖大師御法語を

通して、浄土宗義の理解を深め間違いのない念仏の教えを布教伝道できるようになること

を目指します。 
 

■到達目標 

浄土宗の念仏の教えが、しっかりと布教伝道できる説得力を身に着けるよう学

習と実践に励んで、混迷する現代の人々を救済する僧侶となることを目標とし

てほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 60 自己紹介と法・比・因縁・合釈の組み立てによる高座説法 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 実演者の講評記入・授業中の態度 



授業コード B55560430A （認定科目名：法式実習３・法式実習４） 

授業科目 法式実習３ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B43010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝宗伝戒道場への入行に向けた実践研修 

 

■授業の概要 

本年 10 月 3 日（土）～10 月 5 日（月）の 2 泊 3 日、大本山百萬遍知恩寺（京都市左京

区）を道場として、六時の勤行（全 12 座）を中心とする実践研修を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

本年 12 月の伝宗伝戒道場への入行者が、伝法道場の日課を主体的に勤められるようにな

ることを目指す。それまでの宿泊研修を終えてからの時間経過と併せ、倶に一処に会すこ

とによる意識高揚と威儀作法の再確認を図り、生活規範と勤行技能の基礎練磨に努める。

日課全般を通して、自策自励の勤めを勤めとして勤めるための手段を確実に獲得し、生涯

において実践し続けられる自己形成の一助とする。 
 

■到達目標 

仏法と向き合い続ける者としての生活実践ができ、かつ正しい手段としての勤

行実践ができる。特に勤行では、人数・空間・時間に相応する感覚と臨機応変か

つ柔軟な対応を覚えつつ、苦手箇所を克服できる。総じて、仏祖・宗祖の精神を

伝え広める者としての自覚を体現できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 日課すべての実習内容と習得状況により総合的に評価する 



授業コード B55570430A （認定科目名：法式実習３・法式実習４） 

授業科目 法式実習４ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B43010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝宗伝戒道場への入行に向けた実践研修 

 

■授業の概要 

本年 10 月 3 日（土）～10 月 5 日（月）の 2 泊 3 日、大本山百萬遍知恩寺（京都市左京

区）を道場として、六時の勤行（全 12 座）を中心とする実践研修を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

本年 12 月の伝宗伝戒道場への入行者が、伝法道場の日課を主体的に勤められるようにな

ることを目指す。それまでの宿泊研修を終えてからの時間経過と併せ、倶に一処に会すこ

とによる意識高揚と威儀作法の再確認を図り、生活規範と勤行技能の基礎練磨に努める。

日課全般を通して、自策自励の勤めを勤めとして勤めるための手段を確実に獲得し、生涯

において実践し続けられる自己形成の一助とする。 
 

■到達目標 

仏法と向き合い続ける者としての生活実践ができ、かつ正しい手段としての勤

行実践ができる。特に勤行では、人数・空間・時間に相応する感覚と臨機応変か

つ柔軟な対応を覚えつつ、苦手箇所を克服できる。総じて、仏祖・宗祖の精神を

伝え広める者としての自覚を体現できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 日課すべての実習内容と習得状況により総合的に評価する 



授業コード B60011200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然の和歌 

 

■授業の概要 

『法然上人行状絵図』第 30 巻には法然の和歌について述べられるが、それらは本当に法

然の歌なのか。法然の和歌を素材に、真偽問題について考え、研究方法をマスターする。 

  

■授業の目的・ねらい 

法然の和歌を正しく理解することが目的であり、それぞれの研究課題にアプローチする方

法を習得することをねらう。 

 

■到達目標 

自分の研究課題に対してアプローチできる力を身につけることを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B60011300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ B30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究の基礎を学ぶ 

 

■授業の概要 

卒業論文の作成に向けて必要となるスキルについて、実践的に学んでゆきます。具体的に

は、図書館や資料室の利用の仕方、書籍や論文などの文献検索方法、仏教研究に役立つデ

ータベースなどの概略を紹介し、実際に図書館や資料室に足を運び、文献を入手する方法

を学びます。そのうえで、各自が入手した文献をいかに読み進めるか、その読解のポイン

トについて概説します。そのため授業では、必要な文献を探し、文献リストを作成し、文

献を入手し、読み進めるところまでを課題としています。 
  

■授業の目的・ねらい 

①図書館や資料室に所蔵されている文献を検索することができる。|②図書館などで必要な

文献を入手することができる。|③文献リストを作成することができる。|④研究論文の構成

を理解し、読むことができる。 
 

■到達目標 

①必要な文献を探すことができる。|②文献を入手することができる。|③文献リ

ストを作ることができる。|④研究論文の構造を理解し、読書ノートを作ること

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 ①文献リストの作成、②文献の入手、③読書ノートの作成、④成

果発表と意見交換などを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード B60012200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然の和歌 

 

■授業の概要 

『法然上人行状絵図』第 30 巻には法然の和歌について述べられるが、それらは本当に法

然の歌なのか。法然の和歌を素材に、真偽問題について考え、研究方法をマスターする。 

  

■授業の目的・ねらい 

法然の和歌を正しく理解することが目的であり、それぞれの研究課題にアプローチする方

法を習得することをねらう。 

 

■到達目標 

自分の研究課題に対してアプローチできる力を身につけることを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B60012300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ B30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究の基礎を学ぶ 

 

■授業の概要 

卒業論文の作成に向けて必要となるスキルについて、実践的に学んでゆきます。具体的に

は、図書館や資料室の利用の仕方、書籍や論文などの文献検索方法、仏教研究に役立つデ

ータベースなどの概略を紹介し、実際に図書館や資料室に足を運び、文献を入手する方法

を学びます。そのうえで、各自が入手した文献をいかに読み進めるか、その読解のポイン

トについて概説します。そのため授業では、必要な文献を探し、文献リストを作成し、文

献を入手し、読み進めるところまでを課題としています。 
  

■授業の目的・ねらい 

①図書館や資料室に所蔵されている文献を検索することができる。|②図書館などで必要な

文献を入手することができる。|③文献リストを作成することができる。|④研究論文の構成

を理解し、読むことができる。 
 

■到達目標 

①必要な文献を探すことができる。|②文献を入手することができる。|③文献リ

ストを作ることができる。|④研究論文の構造を理解し、読書ノートを作ること

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 ①文献リストの作成、②文献の入手、③読書ノートの作成、④成

果発表と意見交換などを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード B61010100A （認定科目名：日本古文入門） 

授業科目 日本古文入門 単位 2 

担当者 角野 玄樹 シラバスグループ B10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

義山の『一枚起請弁述』を読んで仏教文献の日本古文に親しむ 

 

■授業の概要 

 江戸時代の浄土宗の学僧である義山（1648～1717 年）の『一枚起請弁述』（※『浄土宗

全書』第 9 巻所収）を読んで、仏教文献の日本古文の読解力を高めることを目指す。| 義

山は、江戸期浄土宗の名僧の一人であり、多くの著作を著し、様々な浄土宗の宗典を出版

するなど、後世に多大な功績を残した人物である。| その義山の著作である『一枚起請弁

述』は、浄土宗元祖である法然（1133～1212 年）の『一枚起請文』を註釈したものであ

り、大きく二節からなる。両節とも、法然の『一枚起請文』を註釈したものであるが、本

授業では、そのうちの、第二節の一部を抜粋して、それを読解していく。| 講義の 初の

ほうでは、法然の『一枚起請文』や、義山の『一枚起請弁述』についてや、仏教文献の日

本古文の読解法を簡単に解説する。| そののち、義山『一枚起請弁述』の一部を読み進め

るが、その際、学生の皆さんに資料の読み上げ・語句の説明・現代語訳・文法的解釈など

の発表をしていただく。授業に臨むにあたって、それら準備をしていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

義山『一枚起請弁述』の読解などをとおして、仏教文献の日本古文の読解力を一定程度身

につけることがねらいである。 

 

■到達目標 

仏教文献の日本古文の読解が、ある程度できること。法然『一枚起請文』の理解

を深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B61020100A （認定科目名：仏教漢文入門） 

授業科目 仏教漢文入門 単位 2 

担当者 齊藤 隆信 シラバスグループ B10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

漢文の基礎 

 

■授業の概要 

漢文の文法など基礎知識を学ぶとともに、比較的優しい仏教漢文を書き下し、現代語訳を

します。 

  

■授業の目的・ねらい 

漢文の基礎を学ぶ 

 

■到達目標 

易しい仏教漢文に慣れ親しめる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B61030300A （認定科目名：サンスクリット語文法） 

授業科目 サンスクリット語文法 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ B30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

サンスクリット語（梵語）文法入門 

 

■授業の概要 

全くの初心者のために、J.ゴンダ著『サンスクリット語初等文法』をテキストに用いて、

サンスクリット語文 法をゼ口から学びます。 

  

■授業の目的・ねらい 

インドの歴史・宗教・哲学文献は、基本的にサンスクリット語（梵語ともいう）で記され

ています。仏教を含むインド文献を学ぶには、サンスクリット語に関する知識が不可欠で

す。サンスクリット語の初歩的な文法 を学び、独力でインドの仏教文献を読むために必要

な 低限の知識を身につけます。 
 

■到達目標 

独力でサンスクリット語仏教文献を読むために必要な 低限の知識を身につけ

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62010100A （認定科目名：浄土三部経研究１） 

授業科目 浄土三部経研究１ 単位 2 

担当者 西本 明央 シラバスグループ B10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『無量寿経』講読 

 

■授業の概要 

浄土宗所依の経である浄土三部経のうち、『無量寿経』を講読する。三部経および『無量寿

経』の概要解説(諸本、梗概、末書など)の後、『無量寿経』を訓読法によって読み進める。

特に重要な箇所(法蔵説話・願文・第十八願成就文周辺など)については重点的に解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

『無量寿経』の構成と主張を理解すること。特に阿弥陀仏(無量寿仏)がどのようにして仏

となったのか、「願」と「願成就」の関係について、理解することを求める。特に重要な箇

所については逐語的な解釈ができるように目指す。 
 

■到達目標 

法蔵説話の概要を理解し、念仏往生の根拠を「願」と「願成就」の関係に基づい

て説明できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業中に質問する場合がある。その回答についての評価。 



授業コード B62020100A （認定科目名：浄土三部経研究２） 

授業科目 浄土三部経研究２ 単位 2 

担当者 齊藤 舜健 シラバスグループ B10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

浄土宗所依の浄土三部経の内、『観無量寿経』と『阿弥陀経』を講読する。 

 

■授業の概要 

浄土三部経全体について概説した後、『観無量寿経』『阿弥陀経』の順で、訓読法により、

浄土宗の伝統的な解釈に基づいて講読する。テキストには大雲点本を用いる。 

  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の教えの理解に資するために『観無量寿経』と『阿弥陀経』の構成と主張を理解す

る。特に『観経』は全体の構造と付属の意味を理解すること、『阿弥陀経』は諸仏の証誠の

意義を理解することに重点を置く。受講者には浄土宗の伝統的な解釈に基づく理解を求め

る。|成績は、これらの理解度を授業への参加と課題の結果に基づいて総合的に評価する。 
 

■到達目標 

『観無量寿経』と『阿弥陀経』の概要が説明できること。|付属の意味、諸仏の

証誠の意味が説明できること。|重要箇所（講義中に指示）について、訓読と和

訳ができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62030200A （認定科目名：浄土宗学研究/浄土宗典研究１） 

授業科目 浄土宗典研究１ 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』について 

 

■授業の概要 

『選択集』は法然の思想が詳細に述べられた、浄土宗の根本聖典である。特に第一章、第

二章、第三章には、重要な概念が規定されている。全体の概要とともに、第一章、第二章、

第三章を読んで、法然思想の基本をマスターしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然の三心を正しく理解することが目的であり、『選択集』の読み方を習得することをねら

いとする。 

 

■到達目標 

法然の思想とはいかなるものか理解することを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62040200A （認定科目名：浄土学研究/浄土宗典研究２） 

授業科目 浄土宗典研究２ 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

善導の諸伝記の研究 

 

■授業の概要 

中国浄土教の大成者である善導(613-681)の伝記類について、中国撰述の者で約 17 種の

伝記が存在する。その中、唐の道宣の『続高僧伝』、文諗・少康の『往生西方浄土瑞応刪伝』、

宋の戒珠の『浄土往生伝』、王古の『新修往生伝』、王日休の『龍舒増廣浄土文』、志磐の『仏

祖統紀』など、重要な史料に収録されている善導の伝記類を研究していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国仏教史を研究する上で、一人の人物について研究しようとするならば、諸伝記類を比

較検討しなければならない。 

 

■到達目標 

善導の諸伝記の比較・検討研究することによって、真の善導の人物像を知るこ

とを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講態度 



授業コード B62050200A （認定科目名：選択集講読１） 

授業科目 選択集講読１ 単位 2 

担当者 市川 定敬 シラバスグループ B20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』を読む 

 

■授業の概要 

『選択集』の前半（第一章〜第八章）を講読することにより、法然浄土仏教の骨子を明ら

かにします。この前半部分では、第一章〜三章（仏教の様々な教えから専修念仏への理論）、

第四章（諸行と念仏の関係）、第八章（三心）が重要な章となります。これらを特に重点的

に読んでゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

宗祖の主著『選択本願念仏集』の読解を通して、法然の浄土仏教体系、およびその基礎と

もいうべき人間観について理解する。また、法然浄土教を研究する上での基礎的な方法論

を身につける。|受講態度とリポートによって評価します。 
 

■到達目標 

『選択集』のそれぞれの章が、何を問題としているのかを理解することと、選

択本願念仏の「選択」が何を意味しているのかを理解することを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62060200A （認定科目名：選択集講読２） 

授業科目 選択集講読２ 単位 2 

担当者 南 宏信 シラバスグループ B20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』を読む 

 

■授業の概要 

『選択集』の後半（第 7 章〜第 16 章）を講読することにより、法然浄土仏教の骨子を明

らかにします。この後半部分は第 7 章から第 12 までは『観無量寿経』を註釈しており、

そして 13 章から 16 章までは『阿弥陀経』を註釈しています。特に 後の第 16 章は『選

択集』全体をまとめているので特に力を入れて読んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

宗祖法然の主著『選択本願念仏集』の読解を通して、法然の浄土仏教体系、およびその基

礎ともいうべき人間観について理解する。また、法然浄土教を研究する上での基礎的な方

法論を身につける。 
 

■到達目標 

『選択集』のそれぞれの章が、何を問題としているのかを理解することと、選

択本願念仏の「選択」が何を意味しているのかを理解することを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62070100A （認定科目名：浄土文献講読１） 

授業科目 浄土文献講読１ 単位 2 

担当者 南 宏信 シラバスグループ B10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然『逆修説法』初七日読む 

 

■授業の概要 

 逆修法会とは自らの死後における仏事である。『逆修説法』は建久五年（1194）頃、中

原師秀が阿弥陀仏を刻み、その開眼供養に合わせて行った四十九日の逆修法会に、法然を

導師として招き、その時の説法内容を聞き書きしたものである。今回は初七日を講読して

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 初七日は「阿弥陀仏の仏身」について述べ、続いて「浄土三部経の定義」、『無量寿経』

『阿弥陀経』を解説していく。『逆修説法』から約 4 年後に撰述される『選択集』と対比し

ながらその特徴を追っていくことを目的・ねらいとする。 
 

■到達目標 

 『逆修説法』を講読しながら、漢文読解能力を習得し、かつ法然浄土教の理解

を深めることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62080100A （認定科目名：浄土文献講読２） 

授業科目 浄土文献講読２ 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『選択集』第 8 章について 

 

■授業の概要 

『選択集』第 8 章は「三心」について述べられるが、ほとんどが『観経疏』からの引用で

あり、法然の善導に対する傾倒ぶりが顕著である。しかし、わずかな私釈に大きな問題が

指摘できる。法然の三心とはいかなるものか、考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

法然の三心を正しく理解することが目的であり、『選択集』の読み方を習得することをねら

いとする。 

 

■到達目標 

法然の三心とはいかなるものか理解することを目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62090300A （認定科目名：浄土学ゼミ１） 

授業科目 浄土学ゼミ１ 単位 2 

担当者 本庄 良文 シラバスグループ B30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

源信『往生要集』大門第八「念仏証拠」および第九「往生諸業」を読む 

 

■授業の概要 

恵心僧都源信（９４２－１０１７）の『往生要集』（９８５年成立）は、日本浄土教の基盤

を作った名著で、後代の思想・文化に深い影響を与えました。今回は、全部で１０章を数

えるうち、第８章「念仏証拠門」および第９章「往生諸業門」 を読み、法然による浄土

宗開宗以前の典型的な浄土思想の一端を学びます。|受講生に漢文や石田瑞麿の訓読資料を

テキストに現代語訳してもらいながら、受講生の懐く疑問点を解決していきたいと思いま

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

（１）『往生要集』の概要を理解する。|（２）「念仏の一門に依る」を標榜しながらも「諸

行往生」的な浄土教思想の実際に触れる。|（３）仏教漢文の訓読に慣れる。|（４）仏教用

語に慣れる。|（５）現代語訳を行うことで漢文訓読の意味を厳密に取る訓練を行う。|| 
 

■到達目標 

（１）『往生要集』の概要を資料を見ながら説明できる。|（２）『往生要集』に

おける往生行の一端がわかる。|（３）仏教漢文を読む抵抗感をなくす。|（４）

仏教用語の基本がわかる。|（５）参考書や辞書を頼りに現代語訳を行うことが

できる。 | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62100100A （認定科目名：浄土学ゼミ２） 

授業科目 浄土学ゼミ２ 単位 2 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

法然教団の「法難」 

 

■授業の概要 

法然の教団は、たびたびの「法難」に遇う。その事実をひもときつつ、文献研究の実際や、

法然思想について学ぶ 

  

■授業の目的・ねらい 

自己の研究方法を習得することを目的とし、法然の文献を素材に、歴史の実際や法然思想

の理解をねらう 

 

■到達目標 

自己の研究方法の確立を目標とする 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62110200A （認定科目名：初期仏教研究） 

授業科目 初期仏教研究 単位 2 

担当者 南 清隆 シラバスグループ B20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

初期仏教の修道論を中心とした成立史的展開 

 

■授業の概要 

仏教が宗教である限りは、実践道を主たる柱に置くことは云うまでもない。一方、本論で

詳しく検討するように、教祖ブッダの肉声として伝えられる資料を見る限りでは、修道論

に関して 初期から体系化・分類化を企図したような痕跡は乏しい。従って、八正道や、

それを含む三十七菩提分法、そして波羅蜜等の我々が知る整備された修道法は、初期仏教

の歴史的変遷の中で体系化されていったものと考えられる。本講座では、その体系化の跡

をトレースしてみたい。なお、考察にあたっては、特に以下の諸点に留意しておきたい。

|・ 様々な修道法が想定されているが、それらの優劣・差異・深浅は意識されてい

るのか。|・ それぞれの行を修得すれば、何を得られるのか。|・ 出家と在家、僧

と尼僧等のような間に違いはあるのか。| 
  

■授業の目的・ねらい 

ニカーヤ・阿含と総称される初期仏教文献類成立論に関する所説を踏まえ、さらに具体的

記述内容の点から見た新古の層の解明を試みる。それにより、概要にも記したように仏教

の修道論を語るときに用いられる完成形としての様々な用語が実は長年の展開によって

整備されていったことを明らかにしたい。| 
 

■到達目標 

 初期仏教文献に説かれる様々な修道に関する記述のヴァリエーションを考察

し、それらの文献の成立史的問題を考慮しながら、修道徳目の整備、組織化の

過程を考察する。| 個々の修道によって得られる境地、階位等の差異が生じる

れ歴史的推移を検討する。| さらに、 も整った修道体系と評される「三学」

成立への展開の道程を考察する。| | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード B62120200A （認定科目名：仏教学研究（初期・部派）/部派仏教研究） 

授業科目 部派仏教研究 単位 2 

担当者 山極 伸之 シラバスグループ B20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

インド仏教教団と律蔵 

 

■授業の概要 

現存する膨大な仏教文献の中には、仏教教団における修行者の現実的な在り方を規定した

律蔵が存在します。この文献は三蔵の一つに数えられ、様々な部派へ伝播したことにより

多くの資料として現存していますが、そこには 初期の教団の具体的な運営法が明らかに

されています。本講義では、仏教教団成立の背景からスタートし、教団の成立ならびに発

展の歴史を把握した上で、律蔵の存在意義、目的、機能などの理解を目指します。あわせ

て、現存する諸部派の律蔵を素材として、インド仏教教団の実態や運営方法について考察

します。 
  

■授業の目的・ねらい 

①仏教教団の成立事情とその後の発展の歴史を正確に把握する。|②律蔵とは何か、律蔵は

いかにして成立し、いかなる構成であるのかを理解する。|③仏教教団は律蔵をどのように

位置づけ、そのもとでいかに運営されていたのかを理解する。| 
 

■到達目標 

①仏教教団の成立事情と教団拡大の歴史について説明できる。|②律蔵の成立状

況と構成・内容について説明できる。|③仏教教団における律蔵の位置づけと、

そのもとでいかに教団が運営されていたのかを明示することができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B62130100A （認定科目名：仏教学研究（大乗・チベット）／大乗仏

教研究） 

授業科目 大乗仏教研究 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ B10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大乗仏教の文献と思想 

 

■授業の概要 

インドにおける大乗仏教の成立について講義した上で、著名な大乗経典を取り上げて、そ

の思想について概説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

古代インドにおける大乗仏教の成立と展開について、歴史的視点に立って紹介し、大乗仏

教の中からどのような経典が生まれ、どのような思想を説いているかを講義する。 

 

■到達目標 

大乗仏教の特質と様々な大乗経典の概略を理解すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62140100A （認定科目名：仏教学研究（中国）／中国仏教研究） 

授業科目 中国仏教研究 単位 2 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国・朝鮮における『無量寿経』受容 

 

■授業の概要 

中国の隋・唐代と朝鮮の新羅において、『無量寿経』がどのように受容され研究されたかに

ついて講義する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・『無量寿経』が中国および新羅において、どのように受容され、研究されたのかについて

理解することを目的とする。|・『無量寿経』受容史の理解を通して、中国浄土教理史を理

解することが、この授業のねらいである。 
 

■到達目標 

中国・朝鮮における『無量寿経』研究の特徴について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 第十二願、第十三願、第十八願の現代語訳を提出してもらう。 

･その他 0  



授業コード B62150200A （認定科目名：初期仏教講読） 

授業科目 初期仏教講読 単位 2 

担当者 細田 典明 シラバスグループ B20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『法句経』講読 

 

■授業の概要 

漢訳『法句経』は仏教の代表的な経典であり、パーリ語『ダンマパダ』、サンスクリット『ウ

ダーナ・ヴァルガ』やプラークリット『ダルマパダ』等の他の部派による伝承がある。ま

た、ウパニシャッドや叙事詩、ジャイナ教聖典に並行句が知られる。これらの伝承や並行

句を参照して、その内容を『法句経』で講読する。 
  

■授業の目的・ねらい 

『法句経』は、出家・在家を問わず、 も広く読まれている初期仏典であり、更に、中国・

西洋の古典に類似した内容が見られる。その内容を正確に理解し、仏教の普遍的意義に気

付く。 
 

■到達目標 

講読した『法句経』の内容について正しく説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62160300A （認定科目名：部派仏教講読） 

授業科目 部派仏教講読 単位 2 

担当者 山極 伸之 シラバスグループ B30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

＜パーリ律＞に説かれる仏伝の講読 

 

■授業の概要 

ゴータマ・ブッダ（釈尊）の生涯を語る仏伝資料は様々な形で現存していますが、その中

でも律蔵の中に伝えられている仏伝は、ゴータマ・ブッダの生涯を知る上で も重要な資

料の一つに位置づけられます。この講義では南方上座部＜パーリ律＞の受戒犍度中に説か

れている仏伝部分を主として取り上げ、他部派の漢訳資料などにも留意しながら内容の把

握につとめます。あわせて、ゴータマ・ブッダの覚りの場面やその後の活動がどのように

描かれ、そこにどのような問題点があるのかについて理解するとともに、仏伝そのものの

意義や問題点について考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①＜パーリ律＞受戒犍度に仏伝が説かれている背景を理解する。|②＜パーリ律＞受戒犍度

の仏伝がどのような内容と問題点を有するのかについて理解する。|③＜パーリ律＞の仏伝

の特徴を踏まえながら、仏伝全体の課題について考察を行う。| 
 

■到達目標 

①＜パーリ律＞受戒犍度に仏伝が説かれている背景について説明できる。|②＜

パーリ律＞受戒犍度の仏伝がどのような内容と問題点を有するのかについて説

明できる。|③＜パーリ律＞の仏伝の特徴を踏まえながら、仏伝全体の課題につ

いて明示できる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B62170300A （認定科目名：大乗仏教講読） 

授業科目 大乗仏教講読 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ B30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

唯識三十論と唯識思想入門 

 

■授業の概要 

般若経や中観学派が主張するようにすべての存在が空・無であるなら、一体何が世界を認

識するのか。グプタ王朝のインド古典文化爛熟期に現パキスタンのペシャワール生まれの

二人の兄弟（無著と世親）が仏教思想に革命を起こす。唯識学派の誕生である。彼らの主

張する「心のみは存在する」とは如何なる意味か。世親の著した『唯識三十論』の和訳を

読んで唯識思想を学ぶ。| 
  

■授業の目的・ねらい 

大乗仏教思想を代表する思想のひとつである唯識思想を中心として学び、大乗仏教を理解

する。 

 

■到達目標 

インド大乗仏教を代表する思想のひとつである唯識思想を説く文献とその内容

の理解。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62180200A （認定科目名：中国仏教講読） 

授業科目 中国仏教講読 単位 2 

担当者 伊藤 真 シラバスグループ B20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国撰述経典を読むー『地蔵大道心駆策法』 

 

■授業の概要 

地蔵菩薩は中国では隋唐代以降、観音菩薩と並んで幅広い信仰を集めたが、その信仰が依

拠する経典の多くが今日では中国撰述経典（いわゆる「偽経」）と考えられている。それら

には中国の民間信仰的な諸要素が取り入れられ、「仏陀の教説」を説く仏教経典としてはイ

ンドや中央アジア伝来の経典に基づく漢訳経典とは大きく異なる色彩を放っている。本講

では中でも道教やいわゆる雑密的な特徴が濃厚な経典『地蔵大道心駆策法』を丹念に読み、

中国撰述経典の世界の一端に触れる機会としたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

地蔵信仰という親しみやすいテーマをベースに、普段あまり触れる機会のない中国撰述経

典に触れることを目的とする。また、ねらいとしては、仏教と道教のそれぞれに特徴的な

用語やその背後の世界観などを読み取り、中国仏教の一つの特徴でもあるこれら二教の融

合・葛藤について、原典に基づいて考えることをめざす。また、漢文資料の訓読の基礎的

訓練を行うことも本講の目的とする（受講生にも漢文読み下しをしていただく予定）。| 
 

■到達目標 

・『地蔵大道心駆策法』における道教的な用語・教説を読み取り、仏教（地蔵信

仰）との融合・葛藤について原典に基づいて考えること。|・中国仏教の学習、

研究に欠かせない漢文資料に親しみ、読み解き、批判的に考察するための基礎

的なスキルを学ぶこと。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30 授業中に受講生それぞれに漢文読み下しをしていただく予定。ま

た、質問・発言等の積極的な授業参加も含む。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B62190300A （認定科目名：仏教学ゼミ１） 

授業科目 仏教学ゼミ１ 単位 2 

担当者 山極 伸之 シラバスグループ B30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

インド仏教教団と女性 

 

■授業の概要 

インドの仏教教団において、女性は教団を構成する正式なメンバーであり、初期経典中に

も女性たちが「さとり」等に到達した様子などが記されています。しかし、そのような女

性修行者（＝比丘尼）たちが、教団内で実際にどのような生活をおくっていたのかについ

ては、未だに十分には解明されていません。この講義では、律蔵中の「比丘尼犍度」を資

料として取り上げ、比丘尼たちが置かれていた現実的な立場や実態について考察を試みま

す。あわせて、今日の仏教教団における比丘尼の状況や問題点についても考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①仏教教団における比丘尼の成立事情とその後の発展の歴史を把握する。|②「比丘尼犍度」

において、比丘尼は具体的にどのように位置づけられていたのかを理解する。|③今日の仏

教教団における比丘尼の状況や問題点について理解する。| 
 

■到達目標 

①仏教教団における比丘尼の成立事情とその後の発展の歴史を説明することが

できる。|②「比丘尼犍度」において、比丘尼は具体的にどのように位置づけら

れていたのかを明示できる。|③今日の仏教教団における比丘尼の状況や問題点

について説明することができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B62200100A （認定科目名：仏教学ゼミ２） 

授業科目 仏教学ゼミ２ 単位 2 

担当者 細田 典明 シラバスグループ B10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『法句経』講読 

 

■授業の概要 

漢訳『法句経』は仏教の代表的な経典であり、パーリ語『ダンマパダ』、サンスクリット『ウ

ダーナ・ヴァルガ』やプラークリット『ダルマパダ』等の他の部派による伝承がある。ま

た、ウパニシャッドや叙事詩、ジャイナ教聖典に並行句が知られる。これらの伝承や並行

句を参照して、その内容を『法句経』で講読する。 
  

■授業の目的・ねらい 

『法句経』は、出家・在家を問わず、 も広く読まれている初期仏典であり、更に、中国・

西洋の古典に類似した内容が見られる。その内容を正確に理解し、仏教の普遍的意義に気

付く。 
 

■到達目標 

講読した『法句経』の内容について正しく説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B63010100A （認定科目名：インド仏教文化研究） 

授業科目 インド仏教文化研究 単位 2 

担当者 細田 典明 シラバスグループ B10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

インド文化と仏教文化 

 

■授業の概要 

①ヴェーダの神々とその特徴を理解し、仏教に取り入れられた神々について学ぶ。|②ヴェ

ーダ祭式の特徴を理解し、仏教儀礼における勧請や供養との関連を学ぶ。|③古代インドの

人生観について理解し、出家の意義と梵天勧請による説法の意味を学ぶ。|④ヒンドゥー教

の三神一体について理解し、仏教における一仏と多仏の意味と信仰を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

ヴェーダの神々やヴェーダ祭式を学ぶことによって、仏教儀礼における関連を学ぶ。また、

ヒンドゥー教の人生観や信仰を学ぶことによって、念仏が基本的な信仰形態であることに

気付く。 
 

■到達目標 

①ヴェーダの神々と十二天を説明できる。|②ヴェーダ祭式の基本的内容を説明

できる。|③古代インドの人生観を理解し、出家の意義を説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 -  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B63020300A （認定科目名：中国仏教文化研究） 

授業科目 中国仏教文化研究 単位 2 

担当者 加藤 弘孝 シラバスグループ B30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国仏教史―仏教の伝来時から南北朝時代までの中国仏教の展開― 

 

■授業の概要 

今から約二千年前にインドの仏教が中国に伝来しました。中国人は仏教の新しい概念や価

値観に驚き、また強い関心を持ちます。その後、経典が翻訳され、知識人が信仰するよう

になり、更に中国人僧侶も増加します。その中で儒教や道教との衝突と融合を繰り返し、

時の王朝との関わりを持ちながら、インドとは異なる独自の仏教が展開しました。本講義

では、伝来から６世紀後半までの中国仏教を概観するとともに、特に重要な出来事を取り

上げて解説します。 
  

■授業の目的・ねらい 

インドとは異なる仏教の展開を確認します。中国仏教は、言語や習慣や宗教など、広く中

華文明の中で次第に醸成されていきます。成績の評価は 終リポートで判断します。 

 

■到達目標 

中国における仏教の歴史的展開の文脈の中で、仏教の初伝から南北朝時代に至

るまでの中国仏教史の特質を理解できるようになりましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B63030200A （認定科目名：日本仏教文化研究） 

授業科目 日本仏教文化研究 単位 2 

担当者 坪井 剛 シラバスグループ B20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中世（鎌倉・室町時代）の仏教文化を学ぶ 

 

■授業の概要 

 古代の日本に伝来した仏教は長い時間を経て日本に定着し、現在も身近に多くの寺院が

存在します。日本の歴史や文化を理解する上で、欠かせない役割を占めているのが仏教と

いえるでしょう。しかし、仏教は順調に発展・定着してきたのではなく、幾つかの大きな

変動期がありました。その一つが中世（鎌倉～室町時代）だと言えます。例えば浄土宗・

浄土真宗・日蓮宗といった「鎌倉新仏教」が興り、またいわゆる「旧仏教」にも戒律を重

視して改革を目指す勢力が現れるなど、中世は新たな動きと旧来の動きがせめぎ合った時

代だったのです。本授業では、変動期である中世仏教がこれまでどのように捉えられてき

たか、まずはその変遷を追うとともに、そこに生じた独自の文化がどのようなものだった

のかを考えていきたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本講義では、中世仏教に関連する多くの史料を提示し、解釈していきます。それらを正

確に理解できるようになることが目標です。そして、それらの史料の解釈が、これまでの

研究でどのように変化してきたのか、といったことまで踏み込んで理解することも目的で

す。 
 

■到達目標 

 中世の仏教文化研究の変遷について、史料に基づいて理解できるようになる。

史料を様々な視角から解釈する姿勢を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード B63040200A （認定科目名：日本仏教思想研究） 

授業科目 日本仏教思想研究 単位 2 

担当者 田山 令史 シラバスグループ B20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

江戸時代、元禄期に、盤珪は不生禅を唱えて一世を風靡した。「いま、寺の外に鳴くカラス

の声を聞け」という、その場の経験に訴える盤珪の簡素な説法は、普遍的な問いの切り詰

めた表現である。この問いの意味を、西洋近代哲学を背景にして、考える。 
 

■授業の概要 

洋の東西を問わず、人は魂のあり方を問い続けてきた。魂は死後、どうなるのか、魂は体

とどう関わるのか、など、魂への問いは、人の視線を、ともすれば、内側に向けさせる。

西洋哲学から、このような問いの例を挙げる。盤珪の説法は魂を自分の内側に探りがちな

傾向に対して、人の注意を外のカラスの声に向かわせる。そして、人がずっと同一の魂で

あること、つまり、同一の自分であることの意味を、外の対象の同一性と合わせて考える

のである。西洋の哲学史は、魂への問いをある一定の形式で扱っている。この形式をさま

ざまな例から学ぶ。そして、近代にいたって、魂の同一性を外の対象に関連づける哲学が

現れる経緯を見届ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

魂への問いは、自分はずっと同じ自分であるという、自明のことを問い直すことでもある。

仏教の問いを、このような日常の経験から見直し、仏教の身近さを納得すること。そして、

西洋の哲学と仏教と、問いを共有する場合もあることを確認したい。 
 

■到達目標 

いつも自然科学ととなり合わせで思考してきた西洋哲学は、その分、具体的で

理詰めである。盤珪の説法に見られる飛躍を、具体的な哲学で補いながら、仏

教の基礎にある「空」「無我」の理論的な側面を把握すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B63050100A （認定科目名：インド仏教文化講読） 

授業科目 インド仏教文化講読 単位 2 

担当者 山極 伸之 シラバスグループ B10120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『南海寄帰内法伝』の講読 

 

■授業の概要 

7 世紀末にインドを訪れ、インドの僧院に滞在しながら根本説一切有部という部派教団に

所属して実際にインド仏教を学んだ求法僧として義浄が挙げられます。彼は帰国後に『根

本説一切有部毘奈耶』という律蔵を翻訳しますが、インド等での体験を踏まえて『南海寄

帰内法伝』という滞在記も記しており、そこには当時のインドの仏教事情や僧院生活の実

態が克明に記されています。本講義では、義浄の『南海寄帰内法傳』に焦点を当て、その

内容を把握しながら、僧院生活の実態やインド仏教文化の具体相について考えていきま

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

①義浄がいかなる僧であり、歴史的にどのように位置づけられるのかを把握する。|②義浄

の記した『南海寄帰内法伝』の具体的な内容と、その意義について理解する。|③『南海寄

帰内法伝』を通じて明らかとなるインド仏教文化について考察する。| 
 

■到達目標 

①義浄がどのような僧であり、歴史的にいかに位置づけられるのかを説明でき

る。|②『南海寄帰内法傳』の具体的な内容と、その意義について明示できる。|

③『南海寄帰内法傳』を通じて明らかとなるインド仏教文化について説明でき

る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B63060300A （認定科目名：中国仏教文化講読） 

授業科目 中国仏教文化講読 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国仏教史ー隋代より現代ー 

 

■授業の概要 

中国における仏教の歴史的展開について、隋代より現代に至るまでの仏教の展開について

概説いていく。特に隋・唐時代は各宗派が華やかに展開した時代であるが、宋・元・明・

清の時代は下降線をたどり、さらに現代の中華人民共和国の仏教の展開を考察していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国における仏教の歴史的展開について、特に隋代より現代に至るまでの仏教の展開を具

体的におさえることを目的とする。隋・唐時代は、各宗派が華やかに展開した時代である

ことを理解すること。また宋・元・明・清の時代は、どのような仏教政策がとられたかを

おさえること。さらに現代の中華人民共和国の仏教の展開を知ること。 
 

■到達目標 

隋・唐時代に実践的な宗派仏教が興ったが、各宗派仏教の歴史的展開について

理解する。三武一宗の法難のうち、会昌の法難と後周の世宗の法難という国家

的規模の法難について理解を深める。現代の中国仏教の現況を知り、理解をふ

かめる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10 受講態度 



授業コード B63070200A （認定科目名：日本仏教文化講読） 

授業科目 日本仏教文化講読 単位 2 

担当者 坪井 剛 シラバスグループ B20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

史料から解き明かす中世日本の仏教的世界観 

 

■授業の概要 

 日本の仏教文化はこれまで様々に研究されてきましたが、その基礎となるのは歴史史料

の読解です。私たちは過去から残されてきた歴史史料を分析することで、過去の何が起こ

ったのか、どのような文化があったのかを知ることができます。また、現在に残る絵画・

仏像などの仏教文化財についても、関連する文献史料を読み解くことで、その意味をより

深く知ることができます。本授業では、中世に編まれた仏教説話集を読解することからか

ら、中世仏教の特質に迫るとともに、そこで生まれた独自の文化について読み解きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

・中世の仏教説話集を読むことから、その世界観を理解することが目標です。|・歴史史料

の中でも も情報量が多いのが文献史料ですが、現代日本語とは異なる点がいくつもある

ため、正確に読解するためには慣れが必要となります。文献史料を読む際の注意点やテク

ニックを学ぶこともねらいです。 
 

■到達目標 

・読解する史料から中世における仏教的世界観を理解できるようになる。|・文

献史料を読む基礎的な姿勢を身につける。|・辞書類を適切に扱えるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード B63080200A （認定科目名：日本仏教思想講読） 

授業科目 日本仏教思想講読 単位 2 

担当者 工藤 美和子 シラバスグループ B20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本仏教思想に関する史料をテキストに、日本にどのように仏教が伝来し思想が展開して

いったのかについて考察する。 

 

■授業の概要 

日本の仏教思想が中国や朝鮮からの伝来によって、世界観や社会のあり方かどのように変

化したのかについて考える。 

  

■授業の目的・ねらい 

日本文化を含め、社会のあり方、世界観などに多大な影響を与えた仏教思想について学び

を深める。 

 

■到達目標 

中国・挑戦から伝来した仏教が日本でどのように受容され展開をしたのかを考

えることを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B63090300A （認定科目名：仏教文化ゼミ１） 

授業科目 仏教文化ゼミ１ 単位 2 

担当者 松永 知海 シラバスグループ B30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教文化の基礎研究技法 

 

■授業の概要 

経典に説かれる思想をどのように受容してきたか、ということを中野照男「此岸から彼岸

へ渡る」という論考を題材として研究の技法を解説していきたい。この論考は「二河白道

図」がどのように日本で受容されたのかを、その基になった善導『観経疏』や絵画遺品を

はじめ各宗派での受容を論述している。ここでは論考を解読し、その出典を検証していく

ことにより研究技法を身につけることを目指している。 
  

■授業の目的・ねらい 

論考を読み、論旨を理解すること。つぎにその裏付けとなる典籍を明らかにすることによ

り、原典資料の吟味をすること。以上の２点を習得することにより研究技法を身に付けて

いく。 
 

■到達目標 

先行研究を読む時につぎのことができる。|・原典に当たることができる。|・解

読することができる。|・資料批判ができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B63100300A （認定科目名：仏教文化ゼミ２） 

授業科目 仏教文化ゼミ２ 単位 2 

担当者 田山 令史 シラバスグループ B30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

本居宣長『眞暦考』は 18 世紀後半に著わされた。宣長による天文学論であり、時間論で

ある。当時、改暦が大きな問題となっていた。平安期より使われ続けた宣明暦の欠陥は周

知のこととなり、西洋天文学に基づく太陽暦が期待され始めていたのである。宣長が暦と

天文学の関連を論じながら、当時の知識人の常識に挑む、この議論を詳細にたどる。 
 

■授業の概要 

『眞暦考』のほぼ全文を通読することを目指す。宣長は太陰太陽暦がどのような欠陥を持

つかを、この論文で詳しく論じながら、古代日本での時の数え方を語る。そして、身の回

りの自然の変化に目をとめて季節を知る、そのような「こよみ」が古くから行われていた

ことを、宣長は古歌を引きながら、語る。ここから、宣長はさらに「人にとって時間とは

何か」という問いに入っていく。この普遍的な問いが持つ意味を、人類学者、エバンス・

プリチャードによる古典『ヌアー族』の議論と合わせて考える。抽象的な時間体系を持た

ず暮らす人々を、宣長もエバンス・プリチャードも論ずるのだが、その違いを指摘したい。

さらに、小林秀雄『本居宣長補記』の議論によりながら、宣長の時間論と特殊相対論の関

係を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本居宣長は国学者と呼ばれ、その国家主義的イデオロギーがよく批判される。宣長の想像

力豊かな実証的議論に触れることで、そのような安易な批判の限界を知ること。 

 

■到達目標 

宣長の時代、近代的といえる性格が医学や宣長の議論に見て取れることに注意

する。そして、宣長が『古事記』を考察するとき、古代の時間観を精密に再表現

することを基礎にしていることを確認する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65511200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65511200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65511200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65511450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65511450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65511450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65512200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65512200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65512200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65512450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65512450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65512450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65521200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65521200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65521200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65521450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65521450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65521450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65522200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65522200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65522200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65522450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65522450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65522450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65531200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65531200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65531200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65531450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65531450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65531450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65532200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65532200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65532200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65532450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65532450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65532450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65541200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65541200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65541200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65541450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65541450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65541450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65542200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
B65542200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65542200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
B65542450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
B65542450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
B65542450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード B67190201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード B67190202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード B67190300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード B67220410A （認定科目名：浄土宗と加行１（伝法）） 

授業科目 浄土宗と加行１（伝法） 単位 1 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝法史概説と三巻書講読 

 

■授業の概要 

１）伝法の意義、起源、浄土宗における伝法史（伝法制度の確立と展開）について概説。

|２）三巻書の講読。 

  

■授業の目的・ねらい 

伝法の意義、伝法史の把握、三巻書の講読による内容の把握。またそれらを通して、浄土

宗の法灯を継承する者であるとの自覚と使命を持つこと。 

 

■到達目標 

・伝法史について説明することができる。|・伝法制度について説明することが

できる。|・『往生記』『末代念仏授手印』の概要と結論を説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67230410A （認定科目名：浄土宗と加行２（円頓戒）） 

授業科目 浄土宗と加行２（円頓戒） 単位 1 

担当者 齊藤 隆信 シラバスグループ B41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

円頓戒の歴史・思想・受戒作法 

 

■授業の概要 

戒律の意味と役割について概略的なことを解説し、その上で円頓戒の歴史と思想をめぐっ

て、中国、日本においてどのように展開したのかを講義します。また加行における伝戒（受

戒）の作法についても説明いたします。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗教師になるための戒脈の基礎知識を学修します。 

 

■到達目標 

戒と律と円頓戒について、その内容を的確に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67260200A （認定科目名：仏教の儀礼と儀式） 

授業科目 仏教の儀礼と儀式 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の儀礼と儀式 

 

■授業の概要 

元旦の「修正会」から大晦日の年越しの「除夜の鐘」までの一年の間に、春・秋の「彼岸

会」、「お盆」などの日本の年中行事は、仏教と非常に関わりが深い。よって日常生活に密

着した仏教の年中行事の起源やその展開について講義をしていく。なかでも仏教の三大行

事である降誕会(花まつり)・成道会・涅槃会は、日本でどのように受け入れられて展開し

ていったかを探っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教の各種の儀礼・儀式について、その起源と展開について学ぶことを目的とする。 

 

■到達目標 

現代の仏教儀礼・儀式のルーツを知り、本来の姿との違いを探ることを到達目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 受講態度 



授業コード B67260450A （認定科目名：仏教の儀礼と儀式） 

授業科目 仏教の儀礼と儀式 単位 2 

担当者 稲岡 誓純 シラバスグループ B45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教の儀礼と儀式 

 

■授業の概要 

元旦の「修正会」から大晦日の年越しの「除夜の鐘」までの一年の間に、春・秋の「彼岸

会」、「お盆」などの日本の年中行事は、仏教と非常に関わりが深い。よって日常生活に密

着した仏教の年中行事の起源やその展開について講義をしていく。なかでも仏教の三大行

事である降誕会(花まつり)・成道会・涅槃会は、日本でどのように受け入れられて展開し

ていったかを探っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教の各種の儀礼・儀式について、その起源と展開について学ぶことを目的とする。 

 

■到達目標 

現代の仏教儀礼・儀式のルーツを知り、本来の姿との違いを探ることを到達目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講態度 



授業コード B67270420A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 実践仏教学１ 単位 2 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B42010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B67270460A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 実践仏教学１ 単位 2 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B46010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する |■授業の概要|■授業の概要 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B67280420A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 実践仏教学２ 単位 2 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B42020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B67280460A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 実践仏教学２ 単位 2 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B46020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B67290420A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 法式実習１ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B42010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B67290460A （認定科目名：実践仏教学１・法式実習１） 

授業科目 法式実習１ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B46010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式解説|||【法式実習１】|道場での宿泊生活を通して、浄

土宗教師の基礎を習得する |■授業の概要|■授業の概要 

 

■授業の概要 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|宿泊生活を通して、

人間形成と同時に浄土宗教師にとって相応の志向と立居振舞を身に付ける。すなわち、入

行期間の生活全般を本授業科目として充て、その生活全般を通してあるべき自己を形成す

る。浄土宗教師としての実践生活や活動を志す以上、その専門的な知識や技能は正しい生

活規範の上にあってこそ正しく形成され、かつ奥深い意味を持つものである。このことを

念頭に、とにかく基本であり基準となる生活全般に勤行作法を加えて幅広く反復実践し、

手段として日常的に実践し続けられる自己を構築する。本授業科目は、このための支援と

して展開する。 
  

■授業の目的・ねらい 

【実践仏教学１】|浄土宗の基礎法式の基本を『浄土宗法要集』『浄土宗勤行法』をテキス

トとして、講義を受けな|がら、実際の威儀法・執持法・尋稚法・法服法の全般にわたって

実習を重ねることにより、熟達|することを目標とする。成績評価の基準は、筆記テスト、

法式実習のテスト、さらにスクーリン|グの期間中の勤行・作務・道場生活など全般に亙る

態度、努力などを総合的に評価する。特に法|式に関しては、基礎の習得ができなければ、

実践仏教学 2・法式実習 2 に進むことができない。し|たがって、あるレベルに到達できな

い場合は、不合格になることもある。|||【法式実習１】|浄土宗教師を志す者にとって不可

欠な規則ある集団生活の中で培われるものを重視する。そして、自策自励の勤めを勤めと

して勤めるための手段である生活・作法・教義・実践の基礎を広く習得し、定着すること

を目指す。また、僧侶とは何か、何をする人か、存在価値は何か、その土台と枠組みと方

向性への理解を深め、第一義における自己の立ち位置と在り方を獲得する。更に、型・形

式・慣例に対して疑問を抱くことの健全性と獲得すべき志向を相互認識し、課題の設定・

検討・解決能力を養う。 
 

■到達目標 

【実践仏教学１】|別途『入行のしおり』にて通知する|||【法式実習１】|基礎であ

り基準となる「生活軌範」と「勤行技能」の双方を確実に正しく実践できる。同

時に、浄土宗教師として活動するための不変的な視座と展望を確立できる。総

じて、仏祖・宗祖の精神を伝え広める者としての基礎力と当たり前を体現でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する 



授業コード B67300420A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 法式実習２ 単位 1 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B42020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B67300460A （認定科目名：実践仏教学２・法式実習２） 

授業科目 法式実習２ 単位 1 

担当者 太田 正敬 シラバスグループ B46020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗の諸種法要法式について・浄土宗法式の総合実習 

 

■授業の概要 

六時礼讃、盂蘭盆会、施餓鬼会、葬儀式、各種法要、六時の勤行（加行前行） 

  

■授業の目的・ねらい 

「実践仏教学 1」・「法式実習 1」で学習した生活軌範と日課内容の展開 

 

■到達目標 

実践仏教学 1 および法式実習 1 で習得した法式の基本の上に、さらに各種法要

の内容を習得します。法式においても、反復練習をすることにより、浄土宗の

僧侶として確実な法式を身につけることが目標です。|成績評価の基準は、加行

道場の入行者にふさわしい僧侶としての資質が要求され、筆記テスト、法式実

習のテスト、さらにスクーリング期間中の勤行・作務・道場生活全般にわたる

態度、努力などを総合的に判断します。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 実技考査を数回行うと共に、日課すべての実習内容と習得状況に

より総合的に評価する。 



授業コード B67310200A （認定科目名：仏教伝道学） 

授業科目 仏教伝道学 単位 4 

担当者 安部 隆瑞 シラバスグループ B20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

仏教伝道者の養成のために、伝道を実践して体得する。 

 

■授業の概要 

高座に登って、元祖大師御法話の一説を課題として、伝道の基本を習得する。説相の持ち

方、歩き方、礼拝、高座説教の讃題の唱え方、袱紗のさばき方、割芴の打ち方等修練し、

さらに伝道布教のための原稿の作り方として、法説、比喩を通して御法話を研究して、浄

土宗義を身につけるようにする。その上、自分自身の体験談を因縁話として取り出し、こ

れを法説に結び付け、念仏申すことが 高の生き方であることを伝道布教をできるように

する。よって、常に浄土教にそった考え方が、できるものとなるように修練するものであ

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の念仏を布教伝道する知識と技量を習得する。それがためには、元祖大師御法語を

通して、浄土宗義の理解を深め間違いのない念仏の教えを布教伝道できるようになること

を目指します。 
 

■到達目標 

浄土宗の念仏の教えが、しっかりと布教伝道できる説得力を身に着けるよう学

習と実践に励んで、混迷する現代の人々を救済する僧侶となることを目標とし

てほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 60 自己紹介と法・比・因縁・合釈の組み立てによる高座説法 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 実演者の講評記入・授業中の態度 



授業コード B67320200A （認定科目名：詠唱） 

授業科目 詠唱 単位 2 

担当者 眞泉 善章 シラバスグループ B20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

法然上人の「お念仏の教え」を、念仏の助業としての「詠唱」の実践を通じて体得できる

ようにする。 

 

■授業の概要 

浄土宗の「吉水流詠唱」の意義・内容・歴史について講義し、法具を用いて基本作法を実

践してもらう。基本的な「御詠歌」と「和讃」の数曲を唱えることができるようにしても

らう。また、将来の教化実践の場面で、「声」や「言葉」の持つ力を「詠唱」を通じて発揮

できるように指導したい。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の「吉水流詠唱」を実践してもらい、その意義・内容を体得・実感してもらうこと

をめざす。三日間実践を中心に進める。 

 

■到達目標 

吉水流詠唱の法具(鈴・鉦)を用いて、御詠歌・和讃を唱えることができるように

なること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 基本の曲目を唱える 

･授業内試験 40 作法の実践と御詠歌・和讃のお唱え 

･授業内課題 30 基本の曲目の意味を自分の言葉で説明する 

･その他 0  



授業コード B67360300A （認定科目名：法然の法語特講） 

授業科目 法然の法語特講 単位 1 

担当者 伊藤 真宏 シラバスグループ B30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

法然文献の研究基礎 

 

■授業の概要 

法然の文献を使用し、法然研究の基礎を学ぶ。法然の研究は、思想にせよ歴史にせよ、そ

の文献をひもとくことでしか、解明されない。文献をひもとく重要性を確認しつつ、研究

の進め方を学び、法然思想に触れてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

研究とは何か、文献研究の基礎をマスターすることを目的とし、法然の思想を理解するこ

とをねらう。 

 

■到達目標 

くずし字の理解と現代語訳作成が自分でできるようになることを目標とし、加

えて法然思想の理解を目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67390300A （認定科目名：論註特講） 

授業科目 論註特講 単位 1 

担当者 梶原 隆淨 シラバスグループ B30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『往生論註』講読 

 

■授業の概要 

北魏の曇鸞が著した、『往生論註』を講読する。| 講義は、概ね以下の順で進める。|一、

著者曇鸞と『往生論註』の概観|二、『往生論註』講読|  1、難行道易行道|  2、五念門

|  3、上巻末、八番問答|  4、広略相入（一法句）|  5、五種功徳門|三、まとめ 
  

■授業の目的・ねらい 

 『往生論註』の講読を通じて曇鸞の浄土教思想を考察し、浄土および往生に対する理解

を深め、称名念仏の重要性を再認識していただくことが目的である。 

 

■到達目標 

念仏に対する理解を深める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 講義の 終時間に試験。論旨の展開、論述の成否により評価。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67400300A （認定科目名：観経疏特講） 

授業科目 観経疏特講 単位 1 

担当者 本庄 良文 シラバスグループ B30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

善導の『観無量寿経疏』玄義分の講読| 

 

■授業の概要 

浄土教と善導（613-681）の生涯と著作を概観し、善導による『観無量寿経』の註釈、『観

無量寿経疏』の「玄義分」を講読します。 

  

■授業の目的・ねらい 

『観無量寿経疏』「玄義分」を講読し、善導浄土教の基本的立場をひとに説明できるように

なることを目的とします。 

 

■到達目標 

善導浄土教の特色を理解し、その基本的立場をひとに説明できる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67410300A （認定科目名：安楽集特講） 

授業科目 安楽集特講 単位 1 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ B30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『安楽集』にみられる浄土教批判 

 

■授業の概要 

道綽（562～645）の著した『安楽集』の第二大門を取り上げ、浄土教に対してどのような

批判が|あり、それらに道綽が如何に反論しているのかについて講義する。 | 

  

■授業の目的・ねらい 

浄土教に対する批判とそれに対する道綽の反論を理解すること。|原文を読むことによって

漢文読解力を高め、道綽浄土教の概要を理解すること。|| 

 

■到達目標 

浄土教に対する批判と、それに対する道綽の反論について理解できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード B67440200A （認定科目名：仏教伝道学Ⅱ） 

授業科目 仏教伝道学Ⅱ 単位 2 

担当者 安部 隆瑞 シラバスグループ B20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

仏教伝道者の養成のために、伝道を実践して体得する。 

 

■授業の概要 

高座に登って、元祖大師御法話の一説を課題として、伝道の基本を習得する。説相の持ち

方、歩き方、礼拝、高座説教の讃題の唱え方、袱紗のさばき方、割芴の打ち方等修練し、

さらに伝道布教のための原稿の作り方として、法説、比喩を通して御法話を研究して、浄

土宗義を身に着けるようにする。その上、自分自身の体験談を因縁話として取り出し、こ

れを法説に結び付け、念仏申すことを 高の生き方であることを伝道布教をできるように

する。よって、常に浄土教にそった考え方が、できるものとなるように修練するものであ

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

浄土宗の念仏を布教伝道する知識と技量を習得する。それがためには、元祖大師御法語を

通して、浄土宗義の理解を深め間違いのない念仏の教えを布教伝道できるようになること

を目指します。 
 

■到達目標 

浄土宗の念仏の教えが、しっかりと布教伝道できる説得力を身に着けるよう学

習と実践に励んで、混迷する現代の人々を救済する僧侶となることを目標とし

てほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 60 自己紹介と法・比・因縁・合釈の組み立てによる高座説法 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 実演者の講評記入・授業中の態度 



授業コード B67450430A （認定科目名：法式実習３・法式実習４） 

授業科目 法式実習３ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B43010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝宗伝戒道場への入行に向けた実践研修 

 

■授業の概要 

本年 10 月 3 日（土）～10 月 5 日（月）の 2 泊 3 日、大本山百萬遍知恩寺（京都市左京

区）を道場として、六時の勤行（全 12 座）を中心とする実践研修を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

本年 12 月の伝宗伝戒道場への入行者が、伝法道場の日課を主体的に勤められるようにな

ることを目指す。それまでの宿泊研修を終えてからの時間経過と併せ、倶に一処に会すこ

とによる意識高揚と威儀作法の再確認を図り、生活規範と勤行技能の基礎練磨に努める。

日課全般を通して、自策自励の勤めを勤めとして勤めるための手段を確実に獲得し、生涯

において実践し続けられる自己形成の一助とする。 
 

■到達目標 

仏法と向き合い続ける者としての生活実践ができ、かつ正しい手段としての勤

行実践ができる。特に勤行では、人数・空間・時間に相応する感覚と臨機応変か

つ柔軟な対応を覚えつつ、苦手箇所を克服できる。総じて、仏祖・宗祖の精神を

伝え広める者としての自覚を体現できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 日課すべての実習内容と習得状況により総合的に評価する 



授業コード B67460430A （認定科目名：法式実習３・法式実習４） 

授業科目 法式実習４ 単位 1 

担当者 法澤 賢祐 シラバスグループ B43010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝宗伝戒道場への入行に向けた実践研修 

 

■授業の概要 

本年 10 月 3 日（土）～10 月 5 日（月）の 2 泊 3 日、大本山百萬遍知恩寺（京都市左京

区）を道場として、六時の勤行（全 12 座）を中心とする実践研修を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

本年 12 月の伝宗伝戒道場への入行者が、伝法道場の日課を主体的に勤められるようにな

ることを目指す。それまでの宿泊研修を終えてからの時間経過と併せ、倶に一処に会すこ

とによる意識高揚と威儀作法の再確認を図り、生活規範と勤行技能の基礎練磨に努める。

日課全般を通して、自策自励の勤めを勤めとして勤めるための手段を確実に獲得し、生涯

において実践し続けられる自己形成の一助とする。 
 

■到達目標 

仏法と向き合い続ける者としての生活実践ができ、かつ正しい手段としての勤

行実践ができる。特に勤行では、人数・空間・時間に相応する感覚と臨機応変か

つ柔軟な対応を覚えつつ、苦手箇所を克服できる。総じて、仏祖・宗祖の精神を

伝え広める者としての自覚を体現できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 1 日課すべての実習内容と習得状況により総合的に評価する 



授業コード BD0200190A （認定科目名：仏教学研究基礎１） 

授業科目 仏教学研究基礎１ 単位 2 

担当者 曽和 義宏 シラバスグループ BD1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

浄土学研究の基礎ならびに浄土学研究の回顧と展望 

 

■授業の概要 

専門的に浄土学、および法然浄土教の研究を進めるにあたって把握しておくべき事柄につ

いて講義する。|具体的には以下の通り。|・浄土教の教理・歴史・術語|・浄土教の研究領域、

研究方法、研究対象となる文献|・浄土教研究史の回顧と展望|・大乗仏教、中国・日本仏教

それぞれの教義・教理史と、浄土教や法然との関係性 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的は以下の通り|１）浄土教の基礎概念と教理史の把握できるようになる。|２）浄

土学、法然浄土教の研究史について理解できるようになる。|３）浄土学研究における課題

を指摘できるようになる。||以上の目的を達成することを、自身の研究の進展につなげてい

くことをねらいとする。| 
 

■到達目標 

１）浄土教の基礎概念と教理史を把握している。 |２）浄土学、法然浄土教の

研究史について理解している。 |３）浄土学研究における課題を指摘できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD0300190A （認定科目名：仏教学研究基礎２） 

授業科目 仏教学研究基礎２ 単位 2 

担当者 小野田 俊蔵 シラバスグループ BD1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

仏教学研究の技法 

 

■授業の概要 

仏教学で扱われる様々な分野の内容と研究の現状を概説し、それそれの研究で必要と思わ

れる研|究言語や基本的な研究技法を概観する。受講者各自が考える修士論文執筆に向けて

の研究計画を|共に検討する中て必要でありなから現状では不足している技量を早期に発

見し対策を採れるよう|に講義を運営する。近年豊富に整備されてきたテータべース等の活

用方法にも触れ、技法面での|知識の提供にも配慮するが、何よりも学術的な手続きに準拠

した思考方法の確立を促せるように|指導する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講者各自の専門分野の知識が偏りのないものであるかを確認し、研究言語や研究領域の

限定が|適切であるかを、講義内での発表と質疑を通して自覚できるようになることを目標

とする。学術的手続きに基づいて思考できる研究者としての基本的態度の確立を目的とす

る。如何に分かっているかではなく、如何に分かっていないかを自覚できることをねらい

とする。 
 

■到達目標 

各自の修士論文のテーマを確定し、それに向けての研究計画を立てる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 各自の研究履歴や論文執筆のための研究計画を確認する

ためでもあるが、同時にどうすれば専攻や関心の異なる

人に分かりやすくプレゼンテーションするか、という点

を習得してもらいたいためでもある。配布するレジュメ

などで分かりやすくする努力をしているかどうかを評価

する。 

･授業内発表 40& データベース等を使って各自が研究する課題に資する先

行研究を探索する作業を行なってもらい報告してもらい

ます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD0400190A （認定科目名：仏教学研究基礎３） 

授業科目 仏教学研究基礎３ 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ BD1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

研究史を学ぶ 

 

■授業の概要 

各自が論文を作成する際には、先行研究をふまえること、また先行研究を批判的に読み、

問題の所在を明らかにすることが求められます。そこで本授業では、研究史をまとめた文

章を教材として使用し、そこに参考文献として掲載されている学術論文の中から受講生が

各自一篇を選び、図書館で検索・入手し、内容を読解したうえで、資料解釈の妥当性や論

理性の検討について議論する形で授業を進めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

研究論文を批判的に読み、引用されている文献資料や作品の所在を自ら探し出し、議論の

材料とすることにより、研究を推し進めるうえで必要な基礎知識の習得を目指します。 

 

■到達目標 

①論文を検索・入手できる|②論文を批判的に読むことができる|③論文に引用さ

れている文献資料を検索・入手できる|④先行研究の読解から、論点を整理し、

問題の所在を明らかにすることができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード BD2100290A （認定科目名：法然教学演習１） 

授業科目 法然教学演習１ 単位 2 

担当者 本庄 良文 シラバスグループ BD2906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『選択本願念仏集』第八・九（三心・四修）章を読む 

 

■授業の概要 

法然(1133～1212)の主著『選択本願念仏集』第八章および第九章を講読しながら、法然の

専修念仏の立場の理解を深めます。その際、受講生が次の諸点を事前に整理しておくこと

を前提とします。|（１）関連文献の紹介、（２）『選択集』撰述の経緯、（３）『選択集』の

構造と概要、（４）浄土三部経、特に『無量寿経』冒頭の内容、（５）法然への評価、（６）

法然の「偏依善導一師」という立場、（７）浄土宗を開く必要性|授業では、受講生が漢文の

訓読、現代語訳を提供し、皆で質疑応答を行うこととします。|担当者が交代する区切りご

とに、訓読を全員で音読し、意味を確認します。 
  

■授業の目的・ねらい 

（１）法然の選択本願念仏思想を、その心構えと行法とともに理解する。|（２）法然の『選

択集』の漢文を読み、読解力をつける。|（３）『選択集』において一貫している聖典解釈法

を理解する。|（４）「授業の概要」に示した七つの項目の理解を深める。 
 

■到達目標 

（１）「授業の概要」で示した七項目を理解し、他者に説明できる|（２）『選択

集』第八章に展開された三心論の概要がわかる。|（３）『選択集』第九章に見ら

れる四修論の概要がわかる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2200390A （認定科目名：法然教学演習２） 

授業科目 法然教学演習２ 単位 2 

担当者 本庄 良文 シラバスグループ BD3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『選択本願念仏集』第十三章より第十六章まで 

 

■授業の概要 

法然の主著『選択本願念仏集』の第十三章より十六章までを講読してもらいながら、法然

の専修念仏の立場の理解を深める。その際、受講生が次の諸点を事前に考え、あるいは纏

めておくことを前提としたい。|（１）『選択集』撰述のきっかけ、（２）『選択集』の構造お

よび各章の概要、（３）『浄土三部経』の概要、（４）『選択集』および法然への当時の評価、

（５）「偏依善導一師」の立場、（６）浄土宗を立てることの意味づけ。|授業の導入部では、

関連資料を紹介し、次いで（１）から（６）の諸問題を確認する。演習に入ると、受講生

を指名して、「漢文の訓読、現代語訳」をしてもらい、質疑応答を行い、 後に授業担当者

が説明を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

以下の諸点の理解を目的とする。|（１）『選択集』の経典解釈法の枠組み|（２）法然の『浄

土三部経』観|（３）仏教用語の厳密な意味|ねらいとしては、以下が挙げられる。|（１）『選

択集』観の確立に向けての準備|（２）仏教用語を正確に理解しながらの漢文読解力の養成

|（３）現代語訳の方法を身につけることとその重要性の理解 
 

■到達目標 

（１）『選択集』の経典解釈法の枠組みがわかる|（２）法然の選択本願念仏説の

基本がわかる|（３）『選択集』第十参照より第十六章までの概略が説明できる|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2300190A （認定科目名：浄土教学演習１） 

授業科目 浄土教学演習１ 単位 2 

担当者 市川 定敬 シラバスグループ BD1905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『逆修説法』（一〜三七日）を読む 

 

■授業の概要 

 『逆修説法』は、安楽房遵西の父である中原師秀の請いにより行われた七七日の説法の

記録である。法然浄土教の教義体系は『選択集』に結実するが、時期的にも内容的にもそ

の前段階に位置づけられる。『選択集』ではあまり触れられない事柄についての説示が見ら

れ、法然浄土教を理解する上で重要視される文献である。本講義では、この『逆修説法』

（一〜三七日）を講読し法然浄土教への理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

①漢文の読み下しに、とにかく慣れる。|②法然遺文に見られる用語に慣れる。|③『選択集』

のみでは触れることのできない議論に触れ、法然教学について幅広く理解する。 

 

■到達目標 

①漢文および仏教文献（１次資料）を各々が読みこなせるようになる。|②『選

択集』では触れられない法然浄土教の教理について理解し、説明できる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2400290A （認定科目名：浄土教学演習２） 

授業科目 浄土教学演習２ 単位 2 

担当者 南 宏信 シラバスグループ BD2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

法然「選択証誠」と「念仏多善根」の研究 

 

■授業の概要 

 法然撰『選択集』第 16 章には、称名念仏が弥陀・釈迦・諸仏同心の選び取りであるこ

とが説かれる。いわゆる「八種選択義」である。「選択証誠」はその中の一つで、『阿弥陀

経』から導出されるが、本講義ではこの『選択集』所説「選択証誠」の成立過程を見てい

く。またその成立には同じく『阿弥陀経』から導出される「念仏多善根」も関連している

ことも合わせて見ていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 「選択証誠」の成立過程を見ていくことで、法然の『阿弥陀経』観の深まりを探ってい

く。 

 

■到達目標 

法然浄土教の 重要概念である「八種選択義」の成立過程を確認する。|また文

献学的研究の方法論を獲得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2500190A （認定科目名：仏教学演習１） 

授業科目 仏教学演習１ 単位 2 

担当者 並川 孝儀 シラバスグループ BD1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「仏教が誕生した当時の教えとは」をテーマとした講義と修士論文の作成方法 

 

■授業の概要 

古の経典『スッタニパータ』第５章に説かれるゴータマ・ブッダの教えを具体的に読み

ながら、仏教が誕生した当時の教えとは何であったのか、資料を客観的に考察し、実際に

説かれたであろう説示内容を読み取る。この講義に併せて、修士論文を作成する過程を実

習してもらう。特に、論文作成のための必要な点である①研究史のまとめ②原典資料の扱

い方③論文の構成などについて理解してもらい、自ら修士論文を作成することができるよ

うにする。仏教のどの分野にも適応できるように演習を進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な課題を演習しながら、修士論文を作成するために必要な点は何であるのか、どの

ような過程を経るのか、どのように論文を構成するのかなど修士論文作成に資することを

理解してもらうことが目的である。 
 

■到達目標 

修士論文の作成方法を理解し、各自が自ら作成できる能力を身につけてもらう

ようにすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2600290A （認定科目名：仏教学演習２） 

授業科目 仏教学演習２ 単位 2 

担当者 並川 孝儀 シラバスグループ BD2904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「仏教 古の根本的立場とは─修行法を中心として─」の講義と論文の作成方法 

 

■授業の概要 

古の経典に説かれる教えには、何に焦点が当てられているのかを分析し、そこから仏教

が興起したゴータマ・ブッダの時代における根本的立場を、修行法に絞って論じる。そこ

には、我々がこれまで学んできた内容とは違った仏教の世界がみえる。この講義に併せて、

修士論文を作成する過程を実習してもらう。特に、論文作成のために必要な点である①研

究史のまとめ②原典資料の扱い方③論文の構成などについて理解してもらい、自ら修士論

文を作成することができるようにする。仏教のどの分野にも適応できるように演習を進め

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な課題の演習を通して、修士論文を作成するために必要な点は何であるのか、どの

ような過程を経るのか、どのように論文を構成するのかなど、修士論文作成に資すること

を理解してもらうことが目的である。 
 

■到達目標 

修士論文の作成方法を理解し、各自が自ら作成できる能力を身につけてもらう

ようにすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2700290A （認定科目名：仏教学演習３） 

授業科目 仏教学演習３ 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ BD2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

サンスクリット語大乗仏教文献読解（大乗経典を中心に） 

 

■授業の概要 

インドの大乗仏教を解明するための文献は専らサンスクリット語で記されている。この演

習では、インドにおける大乗仏教文献の成立と展開について講義した上で、サンスクリッ

ト語文法を学 び、般若経、維摩経、阿弥陀経等のサンスクリット語で記された大乗経典の

中から、初心者にも 読解可能な段落を取り上げてサンスクリット語原典を読み、論文作成

のための文献読解力を養う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

インド仏教研究に必要不可欠なサンスクリット語原典を読む能力を身につけ、受講生が独

自に大 乗経典を中心とするインド仏教文献を読むための基礎的知識を養う。 

 

■到達目標 

大乗経典の知識とインド仏教文献を読むための語学力取得。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2800290A （認定科目名：仏教学演習４） 

授業科目 仏教学演習４ 単位 2 

担当者 松田 和信 シラバスグループ BD2905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

サンスクリット語大乗仏教文献読解（大乗論典を中心に） 

 

■授業の概要 

インドの大乗仏教を解明するための文献は専らサンスクリット語で記されている。この演

習では、インドにおける大乗仏教の論典（哲学文献）について講義した上で、サンスクリ

ット語文法を簡単に再確認し、龍樹の中論、世親の唯識三十論、中辺分別論釈等のサンス

クリット語で記された大乗論典の中から、初心者にも読解可能な段落を取り上げてサンス

クリット語原典を読み、論文作成のための文献読解力を養う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

インド仏教研究に必要不可欠なサンスクリット語原典を読む能力を身につけ、受講生が独

自にイ ンド仏教文献の中から大乗論典を読むための基礎的知識を養う。 

 

■到達目標 

インド仏教研究に必要不可欠なサンスクリット語原典を読む能力を身につけ、

受講生が独自にインド仏教文献の中から大乗論典を読むための基礎的知識を養

う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD2900190A （認定科目名：仏教文化演習１） 

授業科目 仏教文化演習１ 単位 2 

担当者 松永 知海 シラバスグループ BD1906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

大蔵経の種類と特徴とその利用 

 

■授業の概要 

漢訳大蔵経を中心に、その成立と変遷とを概説し、どのように編纂され読まれてきたのか

を事例を挙げて解説する。 

  

■授業の目的・ねらい 

①仏教の基本叢書と基本工具書とを使って、経典を調べる事ができるようにする。|②大蔵

経の種類とその特徴を明らかにする。|③大蔵経の編纂について理解する。| 

 

■到達目標 

①仏教の基本叢書と基本工具書とを使って、経典を調べる事ができるようにな

る。|②大蔵経の種類とその特徴を明らかにできるようになる。|③大蔵経の編纂

について理解している。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD3000290A （認定科目名：仏教文化演習２） 

授業科目 仏教文化演習２ 単位 2 

担当者 松永 知海 シラバスグループ BD2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

黄檗版大蔵経の変遷と目録作成 

 

■授業の概要 

大蔵経の編纂は中国や朝鮮では国家事業として行われていた側面もあるほど、多くの時間

や多額の費用を必要としていた。ここでは、日本ではじめて流布版として刊行された黄檗

版の概要を明らかにしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

六千余巻といわれる大蔵経はその目録作成により活用が初めて可能になる。その基礎作業

（冊数・紙数の確認）を行い、大蔵経の構成や編纂意図ならびに影響等の変遷を学習する

ことを目的とする。 
 

■到達目標 

諸黄檗版大蔵経目録の特徴を把握している。また、目録作成の目的と手順を理

解し、作成することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD3100390A （認定科目名：仏教文化演習３） 

授業科目 仏教文化演習３ 単位 2 

担当者 田山 令史 シラバスグループ BD3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

宗教史という学問を考える。 

 

■授業の概要 

宗教史は 18 世紀中頃、スコットランドの D.ヒュームによって、本格的に始まった。歴史

としての宗教を考察する宗教史は、比較的新しい学問なのである。|講義はヒューム『人間

知性研究』(1747)を詳しく分析していく。中世神学では、神は世界創造の 高原因とされ、

この世界が結果とみられる。ヒュームは、神学を根底から否定するために、この「原因・

結果」の思想そのものを批判する。哲学・宗教学で名高いこの議論を、できるだけ詳細に

追っていく。|宗教の起源を人間の情念に見るヒュームの思想は、19 世紀末、スコットラ

ンドの旧約聖書学者、ロバートソン・スミスに引き継がれる。スミスは『セム族の宗教』

(1894)で、宗教の核心を、個人性や内面性、そして教義ではなく、慣習としての集団的儀

礼に見る。ここで宗教への視点か゛「個人」から「社会」へと反転するのである。|20 世紀

思想に大きな影響を与えたこのスミスの議論を、宗教学の一つの頂点として詳論する。 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義は、「宗教」と「歴史」が、「社会」という思想を仲立ちにして、一つの学問に統

合される、この経緯を理解することを目標とする。 

 

■到達目標 

18 世紀、ヒュームによって始まる宗教学・宗教史が、当時の科学思想とも深く

関係する様子、そして 20 世紀社会学の誕生に連なることを、具体的に把握する

こと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 講義内容をできるだけ正確にまとめること。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD3200290A （認定科目名：仏教文化演習４） 

授業科目 仏教文化演習４ 単位 2 

担当者 大西 磨希子 シラバスグループ BD2907 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『高僧伝』講読 

 

■授業の概要 

仏教文化に関わる文献として、中国南北朝時代に慧皎によって撰述された『高僧伝』巻十

三の興福篇を取り上げます。授業では、『大正新脩大蔵経』第 50 巻を基本テキストとして

使用し、吉川忠夫・船山徹訳『高僧伝 四』（岩波文庫）を併用しつつ、訓読（各自で辞書

を引きながら訓読を行なう）と輪読（短く切りながら受講生で順に訓読を読み上げる）に

よりテキストを読み進めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

漢文資料に慣れることを第一の目的とします。具体的には辞書類を活用しながら、漢文資

料を読解していく力を養うことを目指します。 

 

■到達目標 

辞書類を活用しながら、漢文資料を訓読し、読解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD5100290A （認定科目名：仏教学特論１） 

授業科目 仏教学特論１ 単位 2 

担当者 吹田 隆道 シラバスグループ BD2908 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏伝文学に見るブッダ観の変遷 

 

■授業の概要 

インドの仏教は経典とは別に、釈迦牟尼の生涯、あるいは前世を伝える「仏伝」というジ

ャンルを作り上げた。この「仏伝」はなぜ編纂されたのか、そしてそれは何を伝えようと

したのか。この授業ではパーリ語やサンスクリット語の原典に基づきながら「仏伝」の成

立と展開を解説し、そこに伝承されるブッダ観の変遷をとおして、教理・思想史からの側

面だけでは理解できない仏教の歴史を見る。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏伝の研究を通して、仏教文献学の研究方法を習得する。 

 

■到達目標 

1. 仏伝文学の成立となる文献が果たして歴史的人物を伝えるために編纂され

たのかという問題意識をもち、既存の学説を再考できる知識を持てるようにな

る。|2. 仏伝が伝えようとしたものがどのように展開したのかを検証し、仏教

教理史からの側面だけでは理解できない人の営みとして求められた仏教を理解

し、インド仏教史をより総括的に見られるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 リポート試験として実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード BD5200290A （認定科目名：仏教学特論２） 

授業科目 仏教学特論２ 単位 2 

担当者 安達 俊英 シラバスグループ BD2909 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

浄土宗における追善回向 

 

■授業の概要 

現在の日本仏教は宗祖の教えに関わりなく、実質的に追善回向がその中心となっていると

いえる。また、近年はペット回向が世間の関心を集めている。|そのような中、本授業では

浄土宗における追善回向観の歴史的展開を見てゆく。具体的には法然・聖光・良忠・聖冏・

聖聡といった諸師の著作の中から、追善回向に言及する箇所を抜き出し、当該部分を講読

する。また、江戸期になると、檀家制度のとの関係などから、追善回向はより具体的で切

実な問題となってゆく。その江戸期の追善回向観の一端を、関通『一向専修行者朝暮回向

之事』、貞極『回向弁』、法洲『蓮門回向十条弁』などから垣間見ることとする。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業テーマにあるとおり、浄土宗における追善回向の歴史を確認するのが第一義的なねら

いといえる。ただ、その際、講義形式ではなく、原文を講読する形の演習形式の授業とし

たのは、漢文・古文の原文読解力を高めて頂くことも、本講義の重要な目的とするからで

ある。また、それと並んで、大学院で研究を進めるためのスキル（ネット情報の利用、辞

書・辞典の使い方など）も身につけて頂きたいものと考える。 
 

■到達目標 

浄土宗における追善回向の歴史の理解と、漢文・古文の原文読解力向上、なら

びに大学院での研究のスキル獲得。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0 試験は実施しない予定であるが、受講者が多数の場合は

実施する。その場合、「授業内試験」の成績を 35%とし、

「授業内発表」15%、「授業内課題」10%、「その他」の予

習ノートによる評価を 40%ととする。 

･授業内課題 0.14999999999999999  

･その他 0.59999999999999998 予習ノートの提出を課し、その予習ノートの内容をもっ

て成績評価する。 



授業コード HC2100390A （認定科目名：教育人間学演習） 

授業科目 教育人間学演習 単位 2 

担当者 矢野 智司 シラバスグループ HC3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

国民教育と世界市民形成の教育人間学的研究 

 

■授業の概要 

経済のグローバリゼーションにおける教育の商品化、国民教育が生みだすナショナリズム

における排外主義、そして生命の絶滅へと向かう環境問題という現代の教育学の課題を、

災厄・戦争・暴力・差別といった問題事象、そして死者・子ども・異邦人・世界市民・動

物たち・自然といった登場人物、さらにそれらに結びつく純粋贈与・歓待・弔い・ケア・

マナー・倫理といった出来事を手がかりに問うことで、本授業は既成の教育学的思考を象

ってきた組成自体を組直す試みとなる。 
  

■授業の目的・ねらい 

国民教育の問題点を手がかりに、世界市民の形成という課題がいまなぜ必要なのかを学

ぶ。また教育人間学の学問的手法について学ぶ。状況によって要請される課題にたいして、

従来の教育の問いを主題として捉え直して、思想史のなかで整理され理解されてきた歴史

的なテキストを思想史の枠から解き放ち、互いに重ね合わせ、かつ従来の教育学領域を超

えた複数の学問領野を横断し結合するように、多方面的に探究していく。 
 

■到達目標 

・国民教育の歴史と性格を理解する。|・世界市民形成の思想史を理解する。|・

教育人間学の学問的方法論を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HC2200190A （認定科目名：仏教教育学演習） 

授業科目 仏教教育学演習 単位 2 

担当者 川村 覚昭 シラバスグループ HC1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏教の教育的意味と教育の仏教的意味を考える 

 

■授業の概要 

教育は人間を人間らしい人間に形成する人間的な行為である。こうした行為を実践するの

は親であり教師であるが、そのさい親や教師は人間についての理解を持たなければ実践は

できない。また、親や教師は、人間を形成するさい、その形成とはどのようなことなのか

ということ、つまり教育の本質について知らなければならない。教育は、こうした人間理

解と形成知が前提になって行われるのである。教育学は、こうした教育全体の構造を研究

する学問であるが、本講義で問題にする仏教教育学は、そうした研究をさらに深化させる

ものである。なぜなら、教育思想史的に教育を見たとき、人間理解と形成知は宗教が大き

く関ってきたことが分かるし、我が国においては仏教が日本の基層文化としてそれらに深

く関ってきたからである。そして現代における世界のグローバル化においても仏教は、キ

リスト教とは違う世界観を持つものとして世界から注目されている。それは、東西融和の

要になるものと考えられているからである。本演習では、こうした仏教の持つ教育的意味

と教育の仏教的意味を考え、「人間らしい人間」の形成の問題を学問的に研究する視野を開

く。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏教は日本だけでなくアジアの精神文化の基礎を形成した普遍的原理である。特に日本は

大乗仏教を受容し、日本人の基層文化となっている。大乗仏教は、大乗精神、すなわち利

他を前面に表す慈悲の精神を重視する仏教であり、それが、日本人の道徳観の形成に強く

影響してきた。本演習では、そうしたことを再確認し、学校教育において道徳が教科とし

て重視されている今日、仏教が教育上きわめて現代的な意味を持っていること、そして西

洋のキリスト教世界から起った近代化が環境問題をはじめとする様々な人類的問題を起

こしている今日、仏教はそうした人類的問題を解決する可能性のあるものとして人間形成

上注目されなければならないことを明らかにする。そして教育と仏教の関係性を教育学的

に研究できるようにする。 
 

■到達目標 

仏教の視点から教育の諸問題を考えることができるようにする。現代は、西洋

化された教育の内部矛盾が露呈し、教育学はそれを解決しなければならない状

況にあることを理解し、仏教、特に大乗仏教の原理が人類普遍の原理としてそ

の解決に重要な意味を持っていることを教育学的に考えられるようにする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード HC2300190A （認定科目名：比較教育学演習） 

授業科目 比較教育学演習 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ HC1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

修士論文の作成方法について理解するー国際比較データ分析からー 

 

■授業の概要 

修士論文でどのようにデータ分析を行うのか、若年未就労者の国際比較データ分析から考

える 

  

■授業の目的・ねらい 

本授業では、大学院修士課程レベルの論文作成の手法についての理解を深めることを目的

とする。また、調査分析の方法としての質的・量的データの取り扱いについて理解し、も

って現代社会の問題を仮説・演繹的に導くことができる力を涵養する。|本講では、若年未

就労者の実態をとらえるために現状認識に基づいた質的・量的データ分析を参考に、修士

論文を作成するうえで、どのような研究枠組みを立てる必要があるのか、比較の視点から

考えてみたい。 
 

■到達目標 

修士論文を作成するために必要な先行研究を探すことができる|修士論文を作成

するために必要なデータを取り出すことができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HC2300490A （認定科目名：比較教育学演習） 

授業科目 比較教育学演習 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ HC4901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

修士論文の作成方法について理解するー国際比較データ分析からー 

 

■授業の概要 

修士論文でどのようにデータ分析を行うのか、若年未就労者の国際比較データ分析から考

える 

  

■授業の目的・ねらい 

本授業では、大学院修士課程レベルの論文作成の手法についての理解を深めることを目的

とする。また、調査分析の方法としての質的・量的データの取り扱いについて理解し、も

って現代社会の問題を仮説・演繹的に導くことができる力を涵養する。|本講では、若年未

就労者の実態をとらえるために現状認識に基づいた質的・量的データ分析を参考に、修士

論文を作成するうえで、どのような研究枠組みを立てる必要があるのか、比較の視点から

考えてみたい。 
 

■到達目標 

修士論文を作成するために必要な先行研究を探すことができる|修士論文を作成

するために必要なデータを取り出すことができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HC2400290A （認定科目名：教育制度学演習） 

授業科目 教育制度学演習 単位 2 

担当者 猿山 隆子 シラバスグループ HC2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

生涯学習社会における学びを支える教育制度のあり方 

 

■授業の概要 

この講義では、教育制度をさまざまな角度から取り上げ、教育や学習をめぐる社会・文化

につい|ての理解を深め、教育制度が人びとの学びをどのように支えていくのかについて考

えていく。ま|ずは、生涯学習、社会教育の歴史的変遷と制度的位置づけ、学習活動の展開

について考察する。さらに、受講者各人が取り上げる教育的課題と教育をめぐる制度を追

究し、生涯学習における教育や学習の現状と課題、今後の展望を考えていく。受講生には、

事前にレジュメを作成して発表してもらう。（レジュメの作成にあたっては、「授業の目的・

ねらい」「授業時間外の学習（予習・復習等）についての具体的指示」を確認すること。） 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育をめぐる制度を実践との関連で考察・検討し、自分の意見を述べることができる。

|・自らの経験からのみ教育や学習を語るのではなく、資料やデータを収集し、得られた情

報を整理して可能な限り分析的に捉え、課題と展望を論述することができる。 
 

■到達目標 

・資料やデータの収集、発表レジュメの作成、ディスカッションなど、主体的に

講義に参加すること。これらの点を到達目標および評価の基準とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 授業参加度、授業に取り組む姿勢 



授業コード HC2500290A （認定科目名：教育方法学演習） 

授業科目 教育方法学演習 単位 2 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ HC2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

教育方法学と教育実践研究の方法 

 

■授業の概要 

1 日目は学校教育における学力問題、学習方略と授業づくり、学習意欲、評価方法、知的

好奇心を引き出す授業、教えて考えさせる授業や学習者主体の授業方法に関して学ぶ。|2

日目は e ラーニングを含むオンライン学習の現状と国内における ICT の教育への効果的な

活用法（初等～高等、生涯教育）の現状や具体的な利用法を学ぶ。また、学校教育の情報

化により重要となってきた著作権に関して具体的な場面を取り上げて学ぶ。|3 日目は実践

的な研究を行う場合のデータ収集法と SPSS や Amos を使った統計分析方法を、実際に各

自で SPSS ソフトを使いながら学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

現在の学校教育における課題や、効果的な教育方法、技術を知識として学ぶ。また、ICT 活

用で重要視されてきた情報モラルの一つである学校教育における著作権を学び、学校現場

で適切な著作物の利用に応用する。さらに、実践的な研究で必要な SPSS を用いた統計分

析の方法及び結果の見方を学ぶ。 
 

■到達目標 

新学習指導要領で求められている子どもの資質・能力を育成する教育方法、技

術を学校現場で応用できるようになる。また、SPSS を用いた統計分析を修論の

データ解析に活用できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HD0100190A （認定科目名：臨床心理学特論１） 

授業科目 臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 シラバスグループ HE1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

「臨床心理学」に関する基本的なパラダイムを理解して如何に自分のものとして身につけ

るかという心理臨床に必要な基本的な課題について学ぶ 

 

■授業の概要 

（１）臨床心理学的視点とはどのようなものか|（２）臨床心理学の歴史的展望|（３）心理

臨床的な面接の実際問題|（４）心理臨床に求められる「倫理」事項 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理士としてのアイデンティティーの形成に関わる内容のひとつとして「臨床心理学

的視点」を明確にすることと、心理臨床の実践・研究活動に求められる「倫理的・道義的

責任と秘密保持」の重要性を自覚することをねらいとする。 
 

■到達目標 

臨床心理士に課せられた倫理的道義的責任についての自覚を持ち、臨床心理士・

心理臨床家のアイデンティティーを身につけることが目標となる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 スクーリングの講義演習を通じて、心理臨床家としての基本的な

姿勢について得られたものを論述させて評価を行う。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 30 他の発表者のテーマや関連する自身の疑問やコメントを提示し

て|討論にコミットする能力を判定する。 



授業コード HD0200390A （認定科目名：臨床心理学特論２） 

授業科目 臨床心理学特論２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

援助過程に関する諸課題を通して、臨床心理に関する援助専門職としての在り方を考え

る。 

 

■授業の概要 

臨床心理の援助専門職として、自分自身の課題にどのように取り組んでいくのか、自らの

特性を理解し、それを効果的な援助にいかに活かしていくかについて学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理学の基礎知識を学ぶだけでなく、自らの特性にも目を向けつつ、いかに援助活動

に生かしていったらよいのか、援助活動の実践において出会う様々な困難にどのように対

応していったらよいのかなど、他者を援助する際の自らの課題に重点を置きながら学ぶ。 
 

■到達目標 

１ 初心の臨床心理の援助専門職が直面する諸問題と対応を理解している。|２ 

援助過程を構成する諸段階を理解している。|３ 自らの価値観が援助関係にど

のような影響を及ぼすのかを理解している。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード HD0300190A （認定科目名：臨床心理面接特論１） 

授業科目 臨床心理面接特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 シラバスグループ HE1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理面接の専門性とその実際 

 

■授業の概要 

カウンセリングや心理療法など、心理臨床実践の方法論としての「臨床心理面接」とはな

にかについて理解を深め、臨床心理面接の固有性について学び、臨床心理学の視座から対

人援助が行える資質を高めることを目的とする。臨床心理面接によって、臨床心理士は一

体どのような援助を行おうとするのか、また臨床心理士はどのような態度で人間に出会い

向き合おうとするのか、事例を取り上げながら専門性と実際について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

テキストを精読することで得た知識について、臨床心理面接の実際に即して体験的に理解

することを目標とする。特に、臨床心理面接による対人援助のねらい、臨床心理面接を行

う者の態度、人間の心へのまなざしなどについて討議を行い、学修することが目的となる。

終時間に、講義の理解度をはかる論述形式の試験を行う。 
 

■到達目標 

①臨床心理面接で大切なことはなにか、説明することができる。|②面接者とし

て必要な姿勢について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HD0400390A （認定科目名：臨床心理面接特論２） 

授業科目 臨床心理面接特論２ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 シラバスグループ HE3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

面接（カウンセリング）とは何か・カウンセリングの実際 

 

■授業の概要 

テキストを元に「カウンセリングの実際」を学ぶ。|テキストの事例を中心に据えて、実際

の面接において生じる問題を具体的に検討し、臨床心理面接の本質について理解を深め

る。|時間があれば、病態水準の違いによる心理療法の在り様の異同についても言及する。 
  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理面接の実際問題について検討することにより、人と人との相互プロセスである面

接の本質をより深く理解することを目的・目標とする。 

 

■到達目標 

面接の本質をより深く理解すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 講義内での積極的な質疑応答を期待する。その受講態度

やフィードバックの内容などが、成績評価に反映される。 

･授業内試験 0.29999999999999999  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード HD0500290A （認定科目名：臨床心理査定演習１） 

授業科目 臨床心理査定演習１ 単位 2 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ HE2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理アセスメントの理論と実践を学ぶ。 

 

■授業の概要 

臨床心理アセスメントは、人間理解の一つの方法として非常に重要である。本授業では、

臨床心理アセスメントを行う際の基本的な考え方と留意点について学んでいく。中でも、

発達検査・知能検査を中心に取り上げ、理論的背景及び施行法、所見の作成から結果のフ

ィードバックについて演習を交えて学び、臨床心理的援助にどのように生かしていくのか

を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

発達に関する臨床心理査定法の基礎を学び、それらを臨床心理的援助にどう生かすかにつ

いて体験的に学ぶ。 

 

■到達目標 

臨床心理実践の中で、心理アセスメントを生かすことができるようになること

を目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 50  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
HD0600190A （認定科目名：臨床心理査定演習２/臨床心理査定演習

３） 

授業科目 臨床心理査定演習２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ウェクスラー式知能検査の習得 

 

■授業の概要 

多くの心理臨床の現場で用いられているウェクスラー式知能検査の基本的な考え方と留

意点を学ぶとともに、検査実施要領、結果の処理法、解釈法、報告書の書き方を学び、実

際の臨床場面での活用をめざす。個々の検査項目ごとに検査方法を実習方式で学んだ上

で、通しでのウェクスラー式知能検査実施実習を行い、その解釈結果をまとめる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①ウェクスラー式知能検査の歴史的展開、適用対象、測定内容を的確に説明できるように

なる。|②ウェクスラー式知能検査を用いて検査を実施し、検査結果を正確に算出すること

ができるようになる。|③検査結果の解釈を的確に行い、報告書にまとめることができるよ

うになる。 
 

■到達目標 

①ウェクスラー式知能検査の歴史的展開、適用対象、測定内容を的確に説明す

ることができる。|②ウェクスラー式知能検査を用いて検査を実施し、検査結果

を正確に算出することができる。|③検査結果の解釈を的確に行い、報告書にま

とめることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 授業内における課題発表・ディスカッション内容によって評価す

る。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
HD0700290A （認定科目名：臨床心理査定演習３/臨床心理査定演習

４） 

授業科目 臨床心理査定演習３ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

TAT（主題統覚検査：Thematic Apperception Test）の習得 

 

■授業の概要 

心理査定の基本的な考え方と留意点を学ぶとともに、TAT の施行法・解釈法を学び、実際

の臨床場面での活用をめざす。TAT のカードごとに解釈のポイントを学んだ上で、実際に

TAT を実施し、その検査結果の報告書作成までを行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

①TAT の発展、心理検査法としての位置付け、検査内容を的確に説明できるようになる。

|②TAT 検査を適正に実施し、検査結果の整理が適確にできるようになる。|③結果の解釈を

行い、報告書にまとめることができるようになる。 
 

■到達目標 

①TAT の発展、心理検査法としての位置付け、検査内容を的確に説明できる。|

②TAT 検査を適正に実施し、検査結果の整理が適確にできる。|③結果の解釈を

行い、報告書にまとめることができる。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 授業内における課題発表・ディスカッション内容によって評価す

る。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
HD0800290A （認定科目名：臨床心理査定演習２/臨床心理査定演習

４） 

授業科目 臨床心理査定演習４ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 シラバスグループ HE2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理学的アセスメントの基礎と投映法の修得 

 

■授業の概要 

臨床心理査定能力の醸成 〜ロールシャッハ法を臨床に活かす〜 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理場面におけるクライアントの心理的理解に供する各種心理検査の施行法・解釈法

を修得させ，実践で活用できる水準まで技を高めることを目的とする。 〜心理臨床家の

専門家としての「見立てる能力」の向上〜 
 

■到達目標 

各種心理検査の施行法・解釈法を修得させ，実践で活用できる水準まで技を高

めることを目的とする。心理臨床家としての「見立て能力」の視点を学ぶ 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 ロールシャッハ法を通じて自己分析を考察する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 自身が受けた自分のロールシャッハ・テストの結果を、授業の決

められて時間内でスムーズに整理をして、解釈までに至るかにつ

いて総合評価を行う。 

･その他 0  



授業コード HD0900290A （認定科目名：臨床心理基礎実習１） 

授業科目 臨床心理基礎実習１ 単位 1 

担当者 牧 剛史 シラバスグループ HE2904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

セラピストとしての基本姿勢を学ぶ 

 

■授業の概要 

「臨床心理基礎実習１、２、３、４」は臨床心理実習の基礎に位置づけられ、講義科目と

有機的に関連した構成がされている。１から４までを通して履修することによってカウン

セリング、プレイセラピーの基礎を学び、次年度の学内実習、学外実習において事例を担

当するだけの実践力を養うことを目的とする。本実習では、感受性訓練や心理臨床実践の

基礎訓練を中心に行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本実習の目的はセラピストとしての基礎トレーニングである。様々な実習を通して、セラ

ピスト（心理臨床家）としての基本姿勢を体験的に学ぶことを主眼とする。 

 

■到達目標 

セラピストとしての基本姿勢とはなにか、自分の体験を元に説明することがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HD1000290A （認定科目名：臨床心理基礎実習２） 

授業科目 臨床心理基礎実習２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ HE2905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理実践のための基礎的能力を習得する。 

 

■授業の概要 

インテーク面接、および臨床心理面接の理論と実際を学ぶ。| 

  

■授業の目的・ねらい 

本実習は、臨床心理実習の基礎に位置づけられ、講義科目と有機的に関連した構成となっ

ている。①ラポールの形成 ②アセスメント ③治療仮説と治療目標 ④インフォーム

ド・コンセント ⑤治療契約の締結・治療同盟の構築などについて、ロールプレイを通し

て体験的に学ぶ。 
 

■到達目標 

臨床心理実践に必要な基礎的能力の習得を目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 50  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内での発言内容、参加姿勢などから総合的に判断する 



授業コード HD1100290A （認定科目名：臨床心理基礎実習３） 

授業科目 臨床心理基礎実習３ 単位 1 

担当者 荒井 真太郎 シラバスグループ HE2906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

児童期から思春期にかけての心理療法  | 

 

■授業の概要 

児童期や思春期のクライエントを対象として心理療法を行なう時、成人とは異なるアプロ

ーチが必要になる。具体的には遊戯療法や非言語的媒体を通してのアプローチであり、そ

の背景となる理論とともに、臨床事例について取り上げる。また、ロールプレイを実施し、

そのアプローチについての体験的理解を目指す。（初日に行うロールプレイでは、動きやす

い服装を着用すること。） 
  

■授業の目的・ねらい 

児童期・思春期の心理療法に関する理論的理解と体験的理解について、小論文形式の試験

にて評価する。ロールプレイの振り返りにおけるディスカッションでも発言が求められ

る。 
 

■到達目標 

①非言語的治療（遊戯療法・象徴的理解）のアプローチを理解する。|②大人と

子どもの心をつなぐチャンネルを把握する。|③児童・思春期の発達理論につい

て理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 授業内試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード HD1200290A （認定科目名：臨床心理基礎実習４） 

授業科目 臨床心理基礎実習４ 単位 1 

担当者 藤岡 勲 シラバスグループ HE2907 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

心理援助のプロセスをとらえる基礎 

 

■授業の概要 

実践活動を行うためには、心理援助のプロセスを把握することが重要となる。プロセスを

把握する上では、セラピストがどのような技法を用いているかを理解することも求められ

ることから、マイクロカウンセリング技法の実習を行う。また、心理援助におけるセラピ

ストとクライエントのやりとりを実証的に検討するプロセス研究の基本を紹介したうえ

で、それらの基本を踏まえて面接映像を観察し、面接で何が起こっているのかを説明でき

る力の土台も養う。 
  

■授業の目的・ねらい 

下記を通して、心理援助のプロセスをとらえる基礎的能力を養うことを目的とする：|・マ

イクロカウンセリング技法について説明できるようになる。|・マイクロカウンセリング技

法を展開する能力の基礎を養う。|・プロセス研究の基本を説明できるようになる。|・プロ

セス研究の知見を活用しながら、面接で何が起こっているのかを説明できる能力の基礎を

養う。 
 

■到達目標 

下記のような、心理援助のプロセスをとらえる基礎的能力が養われている：|・

マイクロカウンセリング技法について説明できる。|・マイクロカウンセリング

技法を展開する能力の基礎が養われている。|・プロセス研究の基本を説明でき

る。|・プロセス研究の知見を活用しながら、面接で何が起こっているのかを説

明できる能力の基礎が養われている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 授業内試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業に対する参加姿勢等から総合的に判断する。 

･その他 0  



授業コード HD1500090A （認定科目名：臨床心理実習３） 

授業科目 臨床心理実習３ 単位 1 

担当者 鈴木 康広 シラバスグループ HE0901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

医療機関、教育機関における心理臨床実習 

 

■授業の概要 

医療機関、教育機関における心理臨床実習のグループスーパーヴィジョン 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理士・公認心理師の必要とされる職域、業務は多岐にわたっている。講義や演習で

学んだ知識や技術とならんで、学外の臨床現場における実践的体験は欠かせない。その体

験を通して、臨床心理士・公認心理師としてのアイデンティティとその専門性を各自が構

築していかねばならない。この授業では、医療機関と教育機関で実際に臨床活動に携わり、

現場の担当スタッフ、指導者の指導のもと、医療機関では患者や医療スタッフとのかかわ

り、教育機関では児童・生徒、保護者や教師とのかかわりを通して、臨床実践の力を付け

ていくことを目的とする。 またスタッフとの連携についても実践的に学ぶことを目的と

する。 
 

■到達目標 

医療機関・教育機関における臨床心理活動を身をもって体験し、グループスー

パーヴィジョンを通してその意味を考えることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 70%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード HD6500290A （認定科目名：心理療法特論１/心理療法特論２） 

授業科目 心理療法特論２ 単位 2 

担当者 免田 賢 シラバスグループ HE2910 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

行動論的治療－ペアレントトレーニングの臨床を通して－ 

 

■授業の概要 

現在、認知・行動系の心理療法がその効果エビデンスとアカウンタビリティという点で、

国際標準となっている。本講義では、応用行動分析から行動療法、そして認知行動療法の

基礎概念について、理解することを目的とする。その上で、発達障害児のアプローチとし

て もエビデンスが高いものとして知られるペアレントトレーニングのアプローチへと

実践理解を深める。| 特に行動を軸に様々な人間行動とその臨床的応用について、資料を

用いて学ぶ。一方的に講義をするのではなく、受講生とともに演習や資料を通して、様々

な考えを深めることを目的としている。| 現在、受講生が関わっているケースについて、

1 例報告できるようにしておいて欲しい。アプローチの方法や介入については、行動的な

アプローチ以外でももちろん可。 
  

■授業の目的・ねらい 

応用行動分析・行動療法の基礎概念を理解できること。|そして、実際の臨床ケースに対し

て、具体的な治療アプローチができることをねらいとする。||本授業においては、行動理論

を通して、日常生活にみる私たちの行動理解が可能となることが第一の目的である。さら

に発達に配慮が必要な子どもへの支援へといかすこと、様々な対象者に臨床的応用が可能

になることが第二の目的である。特に、行動理論の持つアセスメントの重要性が理解でき、

行動理論は他の心理療法とは異なり、信念や思想ではなくクライエントを共同治療者とす

る方法の体系であることが理解できることが目標である。 
 

■到達目標 

行動理論の特徴とその基礎について理解ができる。|他の心理療法とのちがいに

ついて、指摘ができる。|行動理論の対象認識技術について説明ができる。|また、

対象変容技術について、説明することができる。||応用として、ペアレントトレ

ーニングを実施する際の面接技術と、面接の進め方について理解ができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード 
HD7100190A （認定科目名：心理学特別演習１/心の健康教育に関す

る理論と実践） 

授業科目 心理学特別演習１ 単位 2 

担当者 石岡 千寛 シラバスグループ HE1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

心の健康教育に関する理論を学んだ上で、心の健康教育が実践できるようになる。|この講

義では、特に身体と心理との関係を考えていく。 

 

■授業の概要 

①心の健康教育に関する理論| ＊体と心：身体の解剖学的名称と機能、自律神経、ホルモ

ン、食物や物質との関係| ＊脳と心：脳の解剖的な名称と機能、感情、記憶、脳の性差、

神経伝達物質|②心の健康教育に関する実践| ＊介入法を考える：ストレスに対する対処

法、心身症、慢性疾患に関する心理的援助| ＊体を使ったワーク：リラクセーション法、

マインドフルネス 
  

■授業の目的・ねらい 

心の健康教育に関する理論を学ぶ。|心理的な支援として、個人的または集団的に、心理健

康教育をすることができるようになる。|身体的・医学的な情報や知識を持った上で、心理

的な援助を考えていく。 
 

■到達目標 

心理的な支援として、個人的・集団的に心理健康教育をすることができるよう

になる。|身体的・医学的な情報や知識を持った上で、心理的な援助ができるよ

うになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 50  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード HD7200290A （認定科目名：心理統計法特論/心理学特別演習２） 

授業科目 心理学特別演習２ 単位 2 

担当者 箕浦 有希久 シラバスグループ HE2911 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

心理統計法（推測統計を中心に） 

 

■授業の概要 

心理学研究におけるデータの数量化とその処理法について講義を行う。それを踏まえて、

PC を利用しての実際の統計処理演習も行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

記述統計と推測統計について、心理学における研究例を用いながら学ぶ。多変量解析を除

いた推測統計法について、その原理と手法を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

統計的仮説検定の手順を理解し、データの内容から検定方法を選択・実施し、

自分自身で算出した検定結果から結論を述べられるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード HE0100190A （認定科目名：臨床心理学特論１） 

授業科目 臨床心理学特論１ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 シラバスグループ HE1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

「臨床心理学」に関する基本的なパラダイムを理解して如何に自分のものとして身につけ

るかという心理臨床に必要な基本的な課題について学ぶ 

 

■授業の概要 

（１）臨床心理学的視点とはどのようなものか|（２）臨床心理学の歴史的展望|（３）心理

臨床的な面接の実際問題|（４）心理臨床に求められる「倫理」事項 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理士としてのアイデンティティーの形成に関わる内容のひとつとして「臨床心理学

的視点」を明確にすることと、心理臨床の実践・研究活動に求められる「倫理的・道義的

責任と秘密保持」の重要性を自覚することをねらいとする。 
 

■到達目標 

臨床心理士に課せられた倫理的道義的責任についての自覚を持ち、臨床心理士・

心理臨床家のアイデンティティーを身につけることが目標となる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 スクーリングの講義演習を通じて、心理臨床家としての基本的な

姿勢について得られたものを論述させて評価を行う。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 30 他の発表者のテーマや関連する自身の疑問やコメントを提示し

て|討論にコミットする能力を判定する。 



授業コード HE0200390A （認定科目名：臨床心理学特論２） 

授業科目 臨床心理学特論２ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

援助過程に関する諸課題を通して、臨床心理に関する援助専門職としての在り方を考え

る。 

 

■授業の概要 

臨床心理の援助専門職として、自分自身の課題にどのように取り組んでいくのか、自らの

特性を理解し、それを効果的な援助にいかに活かしていくかについて学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理学の基礎知識を学ぶだけでなく、自らの特性にも目を向けつつ、いかに援助活動

に生かしていったらよいのか、援助活動の実践において出会う様々な困難にどのように対

応していったらよいのかなど、他者を援助する際の自らの課題に重点を置きながら学ぶ。 
 

■到達目標 

１ 初心の臨床心理の援助専門職が直面する諸問題と対応を理解している。|２ 

援助過程を構成する諸段階を理解している。|３ 自らの価値観が援助関係にど

のような影響を及ぼすのかを理解している。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード HE0300190A （認定科目名：臨床心理面接特論１） 

授業科目 臨床心理面接特論１ 単位 2 

担当者 牧 剛史 シラバスグループ HE1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理面接の専門性とその実際 

 

■授業の概要 

カウンセリングや心理療法など、心理臨床実践の方法論としての「臨床心理面接」とはな

にかについて理解を深め、臨床心理面接の固有性について学び、臨床心理学の視座から対

人援助が行える資質を高めることを目的とする。臨床心理面接によって、臨床心理士は一

体どのような援助を行おうとするのか、また臨床心理士はどのような態度で人間に出会い

向き合おうとするのか、事例を取り上げながら専門性と実際について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

テキストを精読することで得た知識について、臨床心理面接の実際に即して体験的に理解

することを目標とする。特に、臨床心理面接による対人援助のねらい、臨床心理面接を行

う者の態度、人間の心へのまなざしなどについて討議を行い、学修することが目的となる。

終時間に、講義の理解度をはかる論述形式の試験を行う。 
 

■到達目標 

①臨床心理面接で大切なことはなにか、説明することができる。|②面接者とし

て必要な姿勢について説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HE0400390A （認定科目名：臨床心理面接特論２） 

授業科目 臨床心理面接特論２ 単位 2 

担当者 鈴木 康広 シラバスグループ HE3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

面接（カウンセリング）とは何か・カウンセリングの実際 

 

■授業の概要 

テキストを元に「カウンセリングの実際」を学ぶ。|テキストの事例を中心に据えて、実際

の面接において生じる問題を具体的に検討し、臨床心理面接の本質について理解を深め

る。|時間があれば、病態水準の違いによる心理療法の在り様の異同についても言及する。 
  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理面接の実際問題について検討することにより、人と人との相互プロセスである面

接の本質をより深く理解することを目的・目標とする。 

 

■到達目標 

面接の本質をより深く理解すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 講義内での積極的な質疑応答を期待する。その受講態度

やフィードバックの内容などが、成績評価に反映される。 

･授業内試験 0.29999999999999999  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード HE0500290A （認定科目名：臨床心理査定演習１） 

授業科目 臨床心理査定演習１ 単位 2 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ HE2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理アセスメントの理論と実践を学ぶ。 

 

■授業の概要 

臨床心理アセスメントは、人間理解の一つの方法として非常に重要である。本授業では、

臨床心理アセスメントを行う際の基本的な考え方と留意点について学んでいく。中でも、

発達検査・知能検査を中心に取り上げ、理論的背景及び施行法、所見の作成から結果のフ

ィードバックについて演習を交えて学び、臨床心理的援助にどのように生かしていくのか

を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

発達に関する臨床心理査定法の基礎を学び、それらを臨床心理的援助にどう生かすかにつ

いて体験的に学ぶ。 

 

■到達目標 

臨床心理実践の中で、心理アセスメントを生かすことができるようになること

を目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 50  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
HE0600290A （認定科目名：臨床心理査定演習２/臨床心理査定演習

４） 

授業科目 臨床心理査定演習２ 単位 2 

担当者 松瀬 喜治 シラバスグループ HE2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床心理学的アセスメントの基礎と投映法の修得 

 

■授業の概要 

臨床心理査定能力の醸成 〜ロールシャッハ法を臨床に活かす〜 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理場面におけるクライアントの心理的理解に供する各種心理検査の施行法・解釈法

を修得させ，実践で活用できる水準まで技を高めることを目的とする。 〜心理臨床家の

専門家としての「見立てる能力」の向上〜 
 

■到達目標 

各種心理検査の施行法・解釈法を修得させ，実践で活用できる水準まで技を高

めることを目的とする。心理臨床家としての「見立て能力」の視点を学ぶ 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 ロールシャッハ法を通じて自己分析を考察する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 自身が受けた自分のロールシャッハ・テストの結果を、授業の決

められて時間内でスムーズに整理をして、解釈までに至るかにつ

いて総合評価を行う。 

･その他 0  



授業コード 
HE0700190A （認定科目名：臨床心理査定演習２/臨床心理査定演習

３） 

授業科目 臨床心理査定演習３ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ウェクスラー式知能検査の習得 

 

■授業の概要 

多くの心理臨床の現場で用いられているウェクスラー式知能検査の基本的な考え方と留

意点を学ぶとともに、検査実施要領、結果の処理法、解釈法、報告書の書き方を学び、実

際の臨床場面での活用をめざす。個々の検査項目ごとに検査方法を実習方式で学んだ上

で、通しでのウェクスラー式知能検査実施実習を行い、その解釈結果をまとめる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①ウェクスラー式知能検査の歴史的展開、適用対象、測定内容を的確に説明できるように

なる。|②ウェクスラー式知能検査を用いて検査を実施し、検査結果を正確に算出すること

ができるようになる。|③検査結果の解釈を的確に行い、報告書にまとめることができるよ

うになる。 
 

■到達目標 

①ウェクスラー式知能検査の歴史的展開、適用対象、測定内容を的確に説明す

ることができる。|②ウェクスラー式知能検査を用いて検査を実施し、検査結果

を正確に算出することができる。|③検査結果の解釈を的確に行い、報告書にま

とめることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 授業内における課題発表・ディスカッション内容によって評価す

る。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
HE0800290A （認定科目名：臨床心理査定演習３/臨床心理査定演習

４） 

授業科目 臨床心理査定演習４ 単位 2 

担当者 近藤 日出夫 シラバスグループ HE2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

TAT（主題統覚検査：Thematic Apperception Test）の習得 

 

■授業の概要 

心理査定の基本的な考え方と留意点を学ぶとともに、TAT の施行法・解釈法を学び、実際

の臨床場面での活用をめざす。TAT のカードごとに解釈のポイントを学んだ上で、実際に

TAT を実施し、その検査結果の報告書作成までを行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

①TAT の発展、心理検査法としての位置付け、検査内容を的確に説明できるようになる。

|②TAT 検査を適正に実施し、検査結果の整理が適確にできるようになる。|③結果の解釈を

行い、報告書にまとめることができるようになる。 
 

■到達目標 

①TAT の発展、心理検査法としての位置付け、検査内容を的確に説明できる。|

②TAT 検査を適正に実施し、検査結果の整理が適確にできる。|③結果の解釈を

行い、報告書にまとめることができる。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標に示した項目に対する到達度によって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 授業内における課題発表・ディスカッション内容によって評価す

る。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HE0900290A （認定科目名：臨床心理基礎実習１） 

授業科目 臨床心理基礎実習１ 単位 1 

担当者 牧 剛史 シラバスグループ HE2908 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

セラピストとしての基本姿勢を学ぶ 

 

■授業の概要 

「臨床心理基礎実習 1,2」は臨床心理実習の基礎に位置づけられ、講義科目と有機的に関

連した構成がされている。1 から 2 までを通して履修することによってカウンセリング、

プレイセラピーの基礎を学び、次年度の学内実習、学外実習において事例を担当するだけ

の実践力を養うことを目的とする。本実習では、感受性訓練や心理臨床実践の基礎訓練を

中心に行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本実習の目的はセラピストとしての基礎トレーニングである。様々な実習を通して、セラ

ピスト（心理臨床家）としての基本姿勢を体験的に学ぶことを主眼とする。 

 

■到達目標 

セラピストとしての基本姿勢とはなにか、自分の体験を元に説明することがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード HE1100290A （認定科目名：臨床心理基礎実習２） 

授業科目 臨床心理基礎実習２ 単位 1 

担当者 荒井 真太郎 シラバスグループ HE2909 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

（前半） 児童期から思春期にかけての心理療法 |（後半）心理援助のプロセスをとらえ

る基礎 

 

■授業の概要 

（前半）児童期や思春期のクライエントを対象として心理療法を行なう時、成人とは異な

るアプローチが必要になる。具体的には遊戯療法や非言語的媒体を通してのアプローチで

あり、その背景となる理論とともに、臨床事例について取り上げる。また、ロールプレイ

を実施し、そのアプローチについての体験的理解を目指す。（初日に行うロールプレイで

は、動きやすい服装を着用すること。）||（後半）実践活動を行うためには、心理援助のプ

ロセスを把握することが重要となる。プロセスを把握する上出は、セラピストがどのよう

な技法を用いているかを理解することも求められることから、マイクロカウンセリング技

法の実習を行う。また、心理援助におけるセラピストとクライエントのやりとりを実質的

に検討するプロセス研究の基本を紹介したうえで、それらの基本を踏まえて面接映像を観

察し、面接で何が起こっているのかを説明できる力の土台も養う。 
  

■授業の目的・ねらい 

（前半）児童期・思春期の心理療法に関する理論的理解と体験的理解について、小論文形

式の試験にて評価する。ロールプレイの振り返りにおけるディスカッションでも発言が求

められる。 ||（後半）下記を通して、心理援助のプロセスをとらえる基礎的能力を養うこ

とを目的とする|・マイクロカウンセリング技法について説明できるようになる。|・マイク

ロカウンセリング技法を展開する能力の基礎を養う。|・プロセス研究の基本を説明できる

ようになる。|・プロセス研究の知見を活用しながら、面接で何が起こっているのかを説明

できる能力の基礎を養う。 
 

■到達目標 

（前半）|①非言語的治療（遊戯療法・象徴的理解）のアプローチを理解する。|

②大人と子どもの心をつなぐチャンネルを把握する。|③児童・思春期の発達理

論について理解する。||（後半）|下記のような、心理援助のプロセスをとらえる

基礎的能力が養われている|・マイクロカウンセリング技法について説明できる。

|・マイクロカウンセリング技法を展開する能力の基礎が養われている。|・プロ

セス研究の基本を説明できる。|・プロセス研究の知見を活用しながら、面接で

何が起こっているのかを説明できる能力の基礎が養われている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 （前半・後半）授業内試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 （前半）ロールプレイへの取り組み、授業内発表など|（後

半）授業に籟する参加姿勢等から総合的に判断する 

･その他 0  



授業コード HE1500090A （認定科目名：臨床心理実習３） 

授業科目 臨床心理実習３ 単位 1 

担当者 鈴木 康広 シラバスグループ HE0901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

医療機関、教育機関における心理臨床実習 

 

■授業の概要 

医療機関、教育機関における心理臨床実習のグループスーパーヴィジョン 

  

■授業の目的・ねらい 

臨床心理士・公認心理師の必要とされる職域、業務は多岐にわたっている。講義や演習で

学んだ知識や技術とならんで、学外の臨床現場における実践的体験は欠かせない。その体

験を通して、臨床心理士・公認心理師としてのアイデンティティとその専門性を各自が構

築していかねばならない。この授業では、医療機関と教育機関で実際に臨床活動に携わり、

現場の担当スタッフ、指導者の指導のもと、医療機関では患者や医療スタッフとのかかわ

り、教育機関では児童・生徒、保護者や教師とのかかわりを通して、臨床実践の力を付け

ていくことを目的とする。 またスタッフとの連携についても実践的に学ぶことを目的と

する。 
 

■到達目標 

医療機関・教育機関における臨床心理活動を身をもって体験し、グループスー

パーヴィジョンを通してその意味を考えることを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 70%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード HE2000290A （認定科目名：心理統計法特論/心理学特別演習２） 

授業科目 心理統計法特論 単位 2 

担当者 箕浦 有希久 シラバスグループ HE2911 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

心理統計法（推測統計を中心に） 

 

■授業の概要 

心理学研究におけるデータの数量化とその処理法について講義を行う。それを踏まえて、

PC を利用しての実際の統計処理演習も行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

記述統計と推測統計について、心理学における研究例を用いながら学ぶ。多変量解析を除

いた推測統計法について、その原理と手法を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

統計的仮説検定の手順を理解し、データの内容から検定方法を選択・実施し、

自分自身で算出した検定結果から結論を述べられるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード HE4300390A （認定科目名：家族臨床心理学特論） 

授業科目 家族臨床心理学特論 単位 2 

担当者 荒井 真太郎 シラバスグループ HE3903 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

個人面接と集団・家族・地域支援の実践 

 

■授業の概要 

親子の問題、家族を心理的にサポートするとはいかなる営みであるのかということを考え

る。また、個人を対象とする心理療法と、家族などの集団を対象とする援助的関わりを比

較して、双方のアプローチの意義や実践上の問題について、事例を通して検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

親や家族を対象とした心理療法・カウンセリングの重要性、実践上の問題について、事例

を通して考察することを目的とする。個人療法における援助的スタンスと、集団や家族療

法的なスタンスについて学び、複雑な人間関係が展開する中での援助的関わりについて検

討する。 
 

■到達目標 

親や家族を対象とした心理的援助に関する、特定のアプローチについて理解し

ている。家族や集団に対する支援者の役割についてイメージできる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 授業内試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20% １日目の 初の授業における関連書籍の概要の紹介を発

表とする。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.10000000000000001 ディスカッションやミニレポートの内容 



授業コード HE6400290A （認定科目名：心理療法特論１/心理療法特論２） 

授業科目 心理療法特論１ 単位 2 

担当者 免田 賢 シラバスグループ HE2910 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

行動論的治療－ペアレントトレーニングの臨床を通して－ 

 

■授業の概要 

現在、認知・行動系の心理療法がその効果エビデンスとアカウンタビリティという点で、

国際標準となっている。本講義では、応用行動分析から行動療法、そして認知行動療法の

基礎概念について、理解することを目的とする。その上で、発達障害児のアプローチとし

て もエビデンスが高いものとして知られるペアレントトレーニングのアプローチへと

実践理解を深める。| 特に行動を軸に様々な人間行動とその臨床的応用について、資料を

用いて学ぶ。一方的に講義をするのではなく、受講生とともに演習や資料を通して、様々

な考えを深めることを目的としている。| 現在、受講生が関わっているケースについて、

1 例報告できるようにしておいて欲しい。アプローチの方法や介入については、行動的な

アプローチ以外でももちろん可。 
  

■授業の目的・ねらい 

応用行動分析・行動療法の基礎概念を理解できること。|そして、実際の臨床ケースに対し

て、具体的な治療アプローチができることをねらいとする。||本授業においては、行動理論

を通して、日常生活にみる私たちの行動理解が可能となることが第一の目的である。さら

に発達に配慮が必要な子どもへの支援へといかすこと、様々な対象者に臨床的応用が可能

になることが第二の目的である。特に、行動理論の持つアセスメントの重要性が理解でき、

行動理論は他の心理療法とは異なり、信念や思想ではなくクライエントを共同治療者とす

る方法の体系であることが理解できることが目標である。 
 

■到達目標 

行動理論の特徴とその基礎について理解ができる。|他の心理療法とのちがいに

ついて、指摘ができる。|行動理論の対象認識技術について説明ができる。|また、

対象変容技術について、説明することができる。||応用として、ペアレントトレ

ーニングを実施する際の面接技術と、面接の進め方について理解ができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード 
HE7100190A （認定科目名：心理学特別演習１/心の健康教育に関す

る理論と実践） 

授業科目 心の健康教育に関する理論と実践 単位 2 

担当者 石岡 千寛 シラバスグループ HE1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

心の健康教育に関する理論を学んだ上で、心の健康教育が実践できるようになる。|この講

義では、特に身体と心理との関係を考えていく。 

 

■授業の概要 

①心の健康教育に関する理論| ＊体と心：身体の解剖学的名称と機能、自律神経、ホルモ

ン、食物や物質との関係| ＊脳と心：脳の解剖的な名称と機能、感情、記憶、脳の性差、

神経伝達物質|②心の健康教育に関する実践| ＊介入法を考える：ストレスに対する対処

法、心身症、慢性疾患に関する心理的援助| ＊体を使ったワーク：リラクセーション法、

マインドフルネス 
  

■授業の目的・ねらい 

心の健康教育に関する理論を学ぶ。|心理的な支援として、個人的または集団的に、心理健

康教育をすることができるようになる。|身体的・医学的な情報や知識を持った上で、心理

的な援助を考えていく。 
 

■到達目標 

心理的な支援として、個人的・集団的に心理健康教育をすることができるよう

になる。|身体的・医学的な情報や知識を持った上で、心理的な援助ができるよ

うになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 50  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード M50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 黒田 彰子 シラバスグループ M20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本古典文学の仲で、極めて重要なジャンルであった和歌は、今日、その解釈、理解が困

難になりつつある。当該授業では、韻文である和歌をどのように読めばよいのかという読

解の方法論からスタートし、その今日的理解には何が必要であるのか等の基本的知識を概

説する。 
 

■授業の概要 

授業は以下のように行う。|１，韻文とは何か。散文とはその読解方法にどういう違いがあ

るのか。|２，和歌史を概説し、それが生活の中でどのように機能してきたかを概説する。

|３，具体的に和歌を取り上げ、当該授業では、そのコミュニケーション手段としての機能

に着目する。|４，３を通じ、文学としての技法、当時の社会的背景、ジェンダーの視点、

等について理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

古典語、韻文、という二つの文体的特徴に着目し、そこから古典の理解に至る。 

 

■到達目標 

・和歌のルールを理解する。|・社会的背景を知る。|・現代に続くものを読み取

る。|・コミュニケーション手段としての和歌の面白さを知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 庄司 達也 シラバスグループ M30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

作家研究、作品研究の基礎を学ぶ|  ―芥川龍之介「羅生門」の読解を通して― 

 

■授業の概要 

大正期を中心に活躍した作家芥川龍之介の代表作である「羅生門」を精読します。作者の

生涯や作品成立の背景への理解を深めることで、作品の魅力や内包している問題に迫りま

す。また、「自伝的小説」と呼ばれる作品群を読むための作業として芥川龍之介の「家」に

関わる事柄についても学びます。以上のことを通して、今の時代に生きる「私」たち自身

の在りようや、社会や時代との関わりということについて考究し、今日の「私」たちが芥

川龍之介を学び、作品「羅生門」を「読む」ということの意義についても考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

文学作品の精読や周辺資料への検討を通して、文学研究の基本的な方法について学ぶこと

を目的の第１とします。| 本講義で対象とする芥川龍之介には、関連するさまざまな資料

が残されており、伝記的なことがらへの検討も十分に果たされる作家です。また、「羅生

門」では残されたノートや草稿、本文の異同などの事実を手掛かりにして、作品の読解を

進めてゆくことができます。作品の背景にある作者の事跡などにも注目し、より精緻なヨ

ミを目指します。| これらのことにより、受講生は近代文学研究の基本的な方法について

学びます。 
 

■到達目標 

作家への評価や作品の「読解」を進める上で、以下のことがらを基盤とするこ

とができる。|１．関連資料を踏まえた読解、言及を行うこと、|２．先行研究な

どの見解を踏まえて持論を展開すること。|３．作家理解や作品の読解を論理的

なことがらとして行うこと。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 15 授業時のリアクションペーパーなどによる 



授業コード M51210100A （認定科目名：日本文学フィールドワーク） 

授業科目 日本文学フィールドワーク 単位 2 

担当者 諸岡 哲也 シラバスグループ M10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近代文学における京都 

 

■授業の概要 

京都は古典に限らず、近代文学においても数多くの作品の舞台として描かれてきました。

今回は谷崎潤一郎の『夢の浮橋』を中心に、京都に触れた古典や近代文学作品をとりあげ

ます。皆さんと議論しながら豊かな作品世界を鑑賞し、その魅力を探っていきましょう。

授業 終日には、『夢の浮橋』に登場する「貴船」や「下鴨神社」など、その周辺をフィー

ルドワークしてみましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは、豊かな作品世界を鑑賞しましょう。作品に描かれた表現世界と現実の場所を比べ

てみると、意外な発見があり、さらに作品への理解が深まるはずです。その上で、作品を

読解していく視点や文献・資料の扱い方などを身につけてもらいます。 
 

■到達目標 

フィールドワークによって、作品への理解をさらに深めること。また、議論を

通して作品の新しい解釈の可能性について考える視点を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 課題内容は授業内で説明します。 

･授業内発表 20 感想程度でもかまいませんので、積極的に議論に参加して自分の

意見を言ってもらいます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 フィールドワークへの参加 

･その他 0  



授業コード M51210200A （認定科目名：日本文学フィールドワーク） 

授業科目 日本文学フィールドワーク 単位 2 

担当者 三谷 憲正 シラバスグループ M20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

夏目漱石の「京都」を歩く 

 

■授業の概要 

京都は古典はもとより、近代文学においても傑作の舞台となってきました。今回は夏目漱

石と「京都」との関わりをみていきます。具体的な作品としては「京に着ける夕」を取り

上げます。一日目、二日目は教室において、実際の作品を皆さんに読んでもらいながら、

その魅力を探ります。三日目の 終日には、漱石の歩いた京都の街を実際に歩いてみまし

ょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まず、その文章の豊かな世界を味わいましょう。名作に触れ、描かれた表現としての世界

と、実際の場所とを比較してみると、さらに作品への理解が深まります。 

 

■到達目標 

実地踏査により作品への理解を更に鮮明にできることです。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 漱石に関連する京都を歩き、作品(文章)と実際の場所を比較し、

同じ部分、あるいは違いなどに留意して、気付いた点(発見)をリ

ポートとして提出してください。 

･授業内発表 20 教室内での作品の音読、また「文学散歩」での各所の説明など。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 一日目、二日目、終了時に簡単な課題を出します。各自の視点で

結構ですから、考えたものを 100 字程度でまとめてください。 

･その他 0  



授業コード M52010200A （認定科目名：日本文学講読（上代・中古）） 

授業科目 日本文学講読（上代・中古） 単位 2 

担当者 石原 美紀 シラバスグループ M20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

平中物語講読 

 

■授業の概要 

平中物語は、いわゆる「歌物語」に分類されてきた十世紀半ばの短い仮名の物語である。 

その文体、及び一章段一章段の作り方を考察することを通じて、平中物語を軸に平安文学

の文学史的パースペクティブの一様相を考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

平中物語を、伊勢物語や大和物語などいわゆる「歌物語」と称される作品のみならず、古

今集や後撰集の世界、及び源氏物語の世界などと比較して、文学史的位置づけを考える。 

 

■到達目標 

平安時代の仮名の物語、及び同時代資料の扱い方、調べ方を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 授業の把握度及び論理的記述力で評価 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15 授業の理解度を測る復習的課題の到達度により評価 

･その他 15 授業中のディスカッションへの参加により評価 



授業コード M52010300A （認定科目名：日本文学講読（上代・中古）） 

授業科目 日本文学講読（上代・中古） 単位 2 

担当者 三宅 えり シラバスグループ M30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

三十六歌仙の和歌を詠む 

 

■授業の概要 

 歌仙絵等で有名な「三十六歌仙」は平安時代に藤原公任が編んだ『三十六人撰』による

ものである。『三十六人撰』は奈良時代の歌人、柿本人麻呂から平安時代中期の歌人、中務

までの三十六人の歌人の和歌を収集した秀歌撰である。その和歌を通読し、奈良時代から

平安時代中期にかけての和歌の特徴を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

 奈良時代から平安時代中期にかけての秀歌に示された四季を鑑賞する視点、恋心の表し

方、和歌に詠まれる恋心以外の心情を学び、和歌に対する理解を深める。 

 

■到達目標 

 和歌に示された四季の鑑賞法、恋心の表し方、また和歌に詠まれる恋心以外

の心情について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード M52020100A （認定科目名：日本文学講読（中世・近世）） 

授業科目 日本文学講読（中世・近世） 単位 2 

担当者 筒井 大祐 シラバスグループ M10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『八幡縁起絵巻』から神功皇后伝承を読む 

 

■授業の概要 

本講義では「八幡縁起絵巻」を中心に、神功皇后の伝承の変容に焦点をあてる。上代文学

に始まる神功皇后の伝承は、中世文学の作品の中でも、数多く語られている。また、神功

皇后に対する伝承は、日本文学だけでなく、歴史学や美術史、宗教文化史にいたるまで、

学問分野を超えた研究対象ともなっている。そこで、本講義では、「八幡縁起絵巻」に描か

れる神功皇后伝承を取り上げ、それらの伝承とほかの資料との関連を考察する。また、ジ

ャンルとしての「絵巻物」についても概説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、「八幡縁起絵巻」に描かれる神功皇后伝承を取り上げる。その上で、神功皇后

の伝承が時代、資料により異なる（変容する）事を概観する。また、中世文学に描かれる

神功皇后伝承を、資料を比較した上で、理解、分析でき、多角的に考察できる視点を持つ

ことを講義の目的とする。 
 

■到達目標 

本講義の到達目標は、以下の 3 点である。|１、伝承が、時代、作品により異な

る事を理解する。|２、伝承が変容する理由を分析できる視点を持つ。|３、伝承

の変容を多角的に考察する視点を持つ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52030200A （認定科目名：日本文学講読（近・現代）） 

授業科目 日本文学講読（近・現代） 単位 2 

担当者 坂井 健 シラバスグループ M20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

流行から見た近代文学史 

 

■授業の概要 

流行歌を追いながら、当時の世相をたどり、歴史的背景を踏まえながら、近代の文学史の

概要を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

歌は世につれ世は歌につれという言葉が端的に現すように、流行歌はその当時の世相を表

すものである。また、文学史は、その当時の歴史背景を知ることなしには理解することが

できない。そこで、流行歌を追って、歴史的背景を確認しながら、文学史を学習する。 
 

■到達目標 

時代背景を考えながら、文学作品を理解し、文学史の流れを把握する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0 ただし、出席が不足の場合、評価の対象としない。 

･授業内発表 0 割  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52040200A （認定科目名：漢文基礎／漢文講読） 

授業科目 漢文基礎 単位 2 

担当者 黒田 彰 シラバスグループ M20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

舜の物語攷 

 

■授業の概要 

日本文学において、漢文の果たして来た役割を示す一例として、史記五帝本紀などで有名

な舜の例を取り上げ、考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

漢文は、中国の古典を言わば直訳する形、また、原文を直訳にそのまま用いるという、極

めてユニークな「翻訳」の形と捉えることが出来る。このことを種々の舜の物語テキスト

から理解する。 
 

■到達目標 

日本文学における漢文の大きな役割を、文学史に沿って理解し、把握すること

を目標とする。加えて、文学研究における問題のありかの発見、研究テーマの

設定法まで、目標の範囲に含めたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10  



授業コード M52050300A （認定科目名：日本語学講読） 

授業科目 日本語学講読 単位 2 

担当者 井上 幸 シラバスグループ M30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語学に必要な基礎的な知識を理解しながら、主に文字表記、語彙などを中心に、日本

語の歴史をたどることができる資料をいくつか講読し、現代の私たちの日本語に至る過程

を具体的に観察する。 
 

■授業の概要 

教科書の時代区分にそって（奈良時代、平安時代、鎌倉・室町時代、江戸時代、明治・大

正時代）、主に文字表記、語彙を中心にとりあげ、教科書の図版や追加の資料を具体的に観

察する。また、日本語学の基礎的な事象や専門用語について、教科書の説明を中心に理解

をすすめる。これらの観察と専門用語の理解を通して、日本語の歴史をたどり、現代の私

たちの日本語に至る過程を具体的に理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

私たちの現代語に至る過程について、文字表記、語彙を中心に、具体的に理解すべく、日

本語の歴史をたどることができる資料を観察したり、また、日本語学や日本語の歴史に関

する事象や専門用語を理解したりしながら、さまざまな資料、事象にふれることをめざす。 
 

■到達目標 

日本語の歴史をたどることができる資料が観察できるようになる。また、日本

語学や日本語の歴史に関する事象や専門用語を理解し、私たちの現代語に至る

過程について、具体的に理解できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M52060100A （認定科目名：書道文化講読） 

授業科目 書道文化講読 単位 2 

担当者 松宮 貴之 シラバスグループ M10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国文化に於ける王羲之について 

 

■授業の概要 

書道史上、書聖と仰がれる王羲之をテーマとした講義をいたします。歴史的趨勢に於ける

その位置づけ、また個別の作品の解説を中心に、王羲之認識をより詳細に論じます。また

文献上に表れる書論史上の王羲之への考察を含め、後世に与えた歴史的な影響などをビジ

ュアル的に図版を用いて講じ、より多角的な視点から王羲之像の再構築に臨みます。授業

の後半には近現代の日本に於ける王羲之研究史について解説し、 後に実際に王羲之に纏

わる作品を一つ臨書してもらい、その深みを体感していただいて締めくくりとしたい次第

です。 
  

■授業の目的・ねらい 

王羲之の歴史的な意味を、再認識してもらうことを第一義と考えます。個別の作品や書論、

さらには影響を受けた作品など羲之に纏わる関係資料をできる限り網羅して研究し、その

誕生まで、伝説、後世の解釈の三つを軸に、そのイメージを新たなものにしていただきた

い。また王羲之の書道的な位置づけだけでなく、その人物像にも踏み込みたいと考えてい

ます。史実に沿った形で、王羲之についての見識が、どれだけ高まったかが評価の基準に

なります。 
 

■到達目標 

王羲之への理解をどれだけ深めたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52110200A （認定科目名：日本文学特講（上代・中古）） 

授業科目 日本文学特講（上代・中古） 単位 2 

担当者 土佐 朋子 シラバスグループ M20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『古事記』における神話や天皇をめぐる「物語」を、主に『日本書紀』と比較対照させな

がら読み、『古事記』の持つ独自性と特殊性とを踏まえた上で、奈良朝期における文学創作

のありようの一端を考える。 
 

■授業の概要 

 712 年成立の『古事記』、720 年成立の『日本書紀』、いずれも神代から天皇代の時間軸

に沿って編述されている。しかし、神話においても、天皇代の「歴史的事件」をめぐる語

りにおいても、異なった様相を見せている。| 本授業では、『古事記』における神話や天

皇をめぐる「物語」を、『日本書紀』と比較対照させながら読み、『古事記』の「欲望」を

あぶりだすことを試みる。そうすることにより、奈良朝期の文学創作と受容の状況を総体

的に考えることができ、ひいては『古事記』が生み出される歴史的文化的必然性も見出す

ことができるのではないかと思っている。 
  

■授業の目的・ねらい 

①『古事記』に関する基礎的な知識を身に付け、『古事記』に語られる「神話」や「物語」

の内容について正確に理解すること。|②『古事記』と『日本書紀』の違いについて具体的

に理解すること。|③これらを総体的に捉え、奈良朝期における文学創作のありようを考え

る力を養うこと。| 
 

■到達目標 

①日本の神話、および伝説や説話に関する基礎的な知識を持ち、日本文学始発

期における文学創作の状況に関して、自分の考えを持つことができる。|②一つ

の文献（作品）を絶対化するのではなく、他の作品に視野を広げ、常に相対的視

点を持って考察する方法を知る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 3 日とも、それぞれの講義が終了した後、「その日の講義を受けて

理解したこと・考えたこと」について簡単に書いて提出してもら

います（「コメントペーパー」と呼称する）。講義内で時間がとれ

ない場合には、その日の宿題になることもあります。その「コメ

ントペーパー」を「授業内課題」とし、その内容を評価します。 

･その他 0  



授業コード M52110300A （認定科目名：日本文学特講（上代・中古）） 

授業科目 日本文学特講（上代・中古） 単位 2 

担当者 惠阪 友紀子 シラバスグループ M30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『竹取物語』をよむ 

 

■授業の概要 

『源氏物語』のなかに「物語の出で来はじめの祖」と書かれる『竹取物語』は、日本の現

存 古の物語であり、現在でもかぐや姫の物語として広く親しまれる作品である。読んだ

ことのない人は少ないだろうが、物語の筋を正確に理解している人も少ないのではないだ

ろうか。『竹取物語』は、日本の古い伝承から中国の古典作品まで、さまざまな物語を素材

として取り入れ、作られている。本講義では、これらの出典を踏まえつつ、『竹取物語』が

どのように作られ、読み継がれてきたのかを講義する。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義では、『竹取物語』を通読する。江戸時代の版本の翻刻を利用することで、文法や仮名

遣いが整えられていない本文を読解するために必要な力を身に付けること、また『竹取物

語』に取り入れられた漢籍などの典拠作品を読み解く力を養うこと、物語の通読を通して

平安時代の文化・生活習慣を知ることを目的とする。 
 

■到達目標 

・平安時代の文化・生活が説明できる|・自力で古典本文が読み解ける| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 1600 字程度 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 授業ごとのコメントカード（内容のまとめ、感想、質問事

項など）200 字程度 

･その他 0  



授業コード M52120200A （認定科目名：日本文学特講（中世・近世）） 

授業科目 日本文学特講（中世・近世） 単位 2 

担当者 水谷 隆之 シラバスグループ M20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

西鶴の俳諧と浮世草子 

 

■授業の概要 

井原西鶴（1642～1693）の俳諧と浮世草子について論じます。娯楽性を追究し、当時の風

俗や人情の諸相を多様な方法によって描きあげた俳諧や浮世草子は、町人勢力の拡大に伴

い、それまでにない独自の文化を形成しました。この授業では、西鶴作品の面白さを味わ

いながら、さまざまな視点からその本質に迫ります。 
  

■授業の目的・ねらい 

江戸時代は庶民文化が飛躍的に進展した時代であり、そこで生まれた文学は、貴族や武士

によって創られてきた先行古典を存分に吸収したうえで、それらを当代庶民の風俗に還元

して新たな文芸ジャンルを創出するという特徴をもっています。また、江戸時代の作品は、

明治以降の文学にも多大な影響を与えました。したがって、江戸時代の文学は、現代文化

と古典とを結ぶ重要な架け橋となっています。つまり、江戸文学を学ぶためには、中世ま

での日本の古典を十分に理解したうえで、さらに江戸時代の文化・風俗を把握することが

不可欠となりますし、その後の展開にも目を配る必要があるのです。この授業では、そう

した江戸文学についての理解を深め、その本質に迫ることを目標とします。 
 

■到達目標 

俳諧や浮世草子のもつ滑稽さや卑俗さ、先行文芸の受容のありさま、江戸時代

の風俗や人情の諸相を理解し、西鶴の文芸の本質や特徴について把握します。

また、近世文芸を多角的に読み解く技法を身につけます。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 リポート作成にあたっては、単にテキストや参考文献の文章をつ

なぎあわせただけのものは不可とします。授業内容を十分にふま

えたうえで、いくつかの作品を実際に読み、自分自身の見解を示

すようにしてください。詳細については授業時に指示します。な

お、この評価基準は、全講時に出席していることを前提としてい

ます。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業内にリアクションペーパーを配付します。リアクションペー

パーには授業に対する感想や、西鶴作品に対する自身の読解や見

解を記します。 

･その他 0  



授業コード M52120300A （認定科目名：日本文学特講（中世・近世）） 

授業科目 日本文学特講（中世・近世） 単位 2 

担当者 坪井 直子 シラバスグループ M30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

孝子説話を中心に、日本における説話の展開について考える| 

 

■授業の概要 

中世の説話では孝行を語る文献が多い。それは、仏教の追善供養の場でなされる唱導活動

で、孝子説話が利用されたことと関係する。中世の唱導資料をひもとけば、『心地観経』や

『父母恩重経』などの仏典によって父母の恩が説かれ、説話集や幼学書などの孝子説話に

よって親に対する子のあるべき姿が示されるのである。本講義では、説話集によく収載さ

れる孝子説話を中心に、その成立や展開について考察する。特に、古代から近世まで日本

に長く影響を与え続けた、中国の孝子説話集「孝子伝」や「二十四孝」に注目する。また

中国・日本の唱導と文学の関係についても考えてゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本の孝子説話の源流がどこにあるのかを捉え、それらが生成し流布していった経緯を理

解する。また、説話の読解を通して、その基礎的知識を習得し、説話文学さらには古典文

学への理解を深める。| 
 

■到達目標 

説話に関する資料を正しく理解し、資料間の繋がりを的確に把握して、説話の

生成や展開を考察できるようにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M52130200A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）１） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）１ 単位 2 

担当者 田所 弘基 シラバスグループ M20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高村光太郎の詩歌を読解し、詩の表現について考える。 

 

■授業の概要 

高村光太郎の詩歌を中心に日本近現代詩における表現を学習する。また、他の詩人との比

較や同時代の思潮をふまえて、詩の読解の方法について学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・日本近現代詩を研究するために、客観的に読む方法を理解し、詩の読解ができるように

なる。|・日本近現代詩研究するために、研究方法について理解できるようになる。 

 

■到達目標 

・高村光太郎の詩について説明できる。|・詩の読解、研究方法を自己の研究に

応用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 授業内容まとめ＋考察 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 確認問題 

･その他 0  



授業コード M52130300A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）１） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）１ 単位 2 

担当者 有田 和臣 シラバスグループ M30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

樋口一葉「たけくらべ」研究史 

 

■授業の概要 

 樋口一葉「たけくらべ」を対象とする研究論文のうち代表的なものを読み、それぞれの

主張や調査結果を比較検討します。各論文を読み進めながら、その主張の正否を判断し、

批判的に読む訓練をします。適宜、受講生に意見を求めたり、授業時間内に小リポートを

課したりします。 新の研究論文を４本程度、取り上げる予定です。| 
  

■授業の目的・ねらい 

・一つの文学作品に対する研究が、歴史的にどのような視点・方法で行われてきたかを把

握し、「研究史」像を形成すること。|・一つの文学作品に対する多様な観点からの研究論

文を比較検討し、各論の妥当性を適切に判断しつつ、対象文学作品に対する自らの立脚点

（主張）を形成すること。| 
 

■到達目標 

・先行研究論文から得られた視点や知識を、その成否を判断しながら自分の各

論文に生かせるようになること。|・対象論文の的確な要約ができること。|・対

象論文から正確に引用しつつ論旨に論評を加えることができること。|・自らの

判断の根拠を的確に示せるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M52140200A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）２） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）２ 単位 2 

担当者 田所 弘基 シラバスグループ M20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近現代の詩歌の読解を通して、詩の表現について考える。 

 

■授業の概要 

日本近現代詩における表現を学習する。明治期から昭和期までの詩歌について表現技法を

中心に学ぶことにより、日本語表現の多様さについて考察する。実際に俳句や詩を自作す

る活動も取り入れ、表現に対する理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・日本近現代詩を研究するために、客観的に読む方法を理解し、詩の読解ができるように

なる。|・日本近現代詩研究するために、研究方法について理解できるようになる。| 

 

■到達目標 

・明治から昭和にいたる詩の表現について説明できる。 |・表現技法を日常生

活の会話や文章に応用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 確認問題、詩歌の創作への取り組み 

･その他 0  



授業コード M52150100A （認定科目名：日本語学特講） 

授業科目 日本語学特講 単位 2 

担当者 荻原 廣 シラバスグループ M10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語教育とは何か。その基本的な知識について講義をする。 

 

■授業の概要 

日本語教育について、必要 低限の内容、つまり、日本語教育の現状、日本語教師の資格、

日本語教育能力検定試験、日本語教授法、教科書、教材、日本語教育文法、教案等につい

て解説する。| | 
  

■授業の目的・ねらい 

 この授業では、将来プロの日本語教師として日本語を教えたい人、ボランティアの日本

語教室で教えたい人を対象とするのみならず、教員免許取得希望者も対象とする。なぜな

ら、平成 26 年 4 月 1 日より、義務教育諸学校における日本語指導（「特別の教育課程」に

よる日本語指導）に当たるもの（日本語指導担当教員）は、教員免許を有する教員（常勤・

非常勤講師を含む）でなければならなくなり、つまり、義務教育諸学校で教える教員にと

っても、日本語教育の知識や日本語教育を行う指導技術の必要性は、より高まったと言え

るからである。| よって、この授業では、プロやボランティアで日本語を教えたい人、ま

た義務教育諸学校の教員になりたい人が、日本語教育における基本的な知識について習得

することを目的とする。| 
 

■到達目標 

プロやボランティアで日本語を教えたい人、また義務教育諸学校の教員になり

たい人が、日本語教育における基本的な知識について習得することを到達目標

とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M52150300A （認定科目名：日本語学特講） 

授業科目 日本語学特講 単位 2 

担当者 荻原 廣 シラバスグループ M30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語教育とは何か。その基本的な知識について講義をする。 

 

■授業の概要 

日本語教育について、必要 低限の内容、つまり、日本語教育の現状、日本語教師の資格、

日本語教育能力検定試験、日本語教授法、教科書、教材、日本語教育文法、教案等につい

て解説する。| | 
  

■授業の目的・ねらい 

 この授業では、将来プロの日本語教師として日本語を教えたい人、ボランティアの日本

語教室で教えたい人を対象とするのみならず、教員免許取得希望者も対象とする。なぜな

ら、平成 26 年 4 月 1 日より、義務教育諸学校における日本語指導（「特別の教育課程」に

よる日本語指導）に当たるもの（日本語指導担当教員）は、教員免許を有する教員（常勤・

非常勤講師を含む）でなければならなくなり、つまり、義務教育諸学校で教える教員にと

っても、日本語教育の知識や日本語教育を行う指導技術の必要性は、より高まったと言え

るからである。| よって、この授業では、プロやボランティアで日本語を教えたい人、ま

た義務教育諸学校の教員になりたい人が、日本語教育における基本的な知識について習得

することを目的とする。| 
 

■到達目標 

プロやボランティアで日本語を教えたい人、また義務教育諸学校の教員になり

たい人が、日本語教育における基本的な知識について習得することを到達目標

とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M52160100A （認定科目名：書道文化特講） 

授業科目 書道文化特講 単位 2 

担当者 松宮 貴之 シラバスグループ M10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

書道史上の顔真卿について 

 

■授業の概要 

書道史上に於ける二大潮流の一つ、王羲之の双璧とされる顔真卿についての講義を行いま

す。顔真卿の家系、その周辺人物、その所業、個別の作品、書論史上の位置づけ、後世に

与えた影響、従来の研究、今後の研究・実技利用の可能性についてなど様々な視点から、

アプローチ致します。それによって顔真卿の実態に迫り、その歴史的意義付けを考える契

機となるよう努めたいと考えています。 後にその見識を踏まえ、後世の臨書例などを参

考に、顔真卿の作品を一つ臨書してもらいます。実感のある臨書となるよう心掛けたいと

おもいます。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国史に於ける顔真卿、その人物像と芸術、さらにはそれが書を通じてに後世まで評価さ

れた実情を考えることを第一義と考えます。総合的な観点から、顔真卿の書を問い直し、

その再評価に挑みます。顔真卿についての先行研究を踏まえ、その書の現代的意義に連な

る道筋を示したいとおもいます。顔真卿の書へのイメージが新たなものとなり、その見識

が高まることが評価の基準となります。 
 

■到達目標 

顔真卿についてどれだけ理解を深めたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52210300A （認定科目名：専門ゼミ１） 

授業科目 専門ゼミ１ 単位 2 

担当者 上野 辰義 シラバスグループ M30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

源氏物語橋姫巻の影印本を、中世末の源氏物語注釈書岷江入楚を軸に読む。 

 

■授業の概要 

源氏物語橋姫巻を影印本（変体仮名本）で、近代以前の注釈書で読む。現代の注釈書との

相違に注意して、源氏物語理解を進める。各自分担して、発表する。 

  

■授業の目的・ねらい 

源氏物語橋姫巻を影印本（変体仮名本）で、近代以前の注釈書で読む。現代の注釈書との

相違に注意して、源氏物語理解を進める。各自分担して、発表する。これらを通して、古

典文学への知見を広める。 
 

■到達目標 

古典文学への知見を広める. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52220300A （認定科目名：専門ゼミ２） 

授業科目 専門ゼミ２ 単位 2 

担当者 黒田 彰子 シラバスグループ M30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

兼好の実像に迫る。 

 

■授業の概要 

徒然草研究は、今新しい段階を迎えている。従来、「徒然草の著者・吉田兼好」として理解

されてきた兼好が、実は吉田氏ではないこと、又、様々な史料から、その実像が次第に明

らかになりつつある、という段階である。これまで虚像としての吉田兼好像に基づいて理

解されてきた徒然草は、その理解を根本的に新たにする必要に迫られている。この授業で

は、 新の研究成果に基づき、徒然草の新たな読解をめざす。 
  

■授業の目的・ねらい 

兼好について明らかになりつつある点を確認し、それが従来の徒然草理解をどのように変

更させるのかという点に主眼を置き、兼好の社会的立場、当時の京、及び関東に関する情

報を確認し、それらを徒然草読解に反映させる方法を、歴史資料、歴史地図、及び経済に

関する資料を利用しつつ、読解を進める。 
 

■到達目標 

文学作品を、史料、古地図、絵巻等を活用し、分析的に読解する方法を会得す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 60  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52230100A （認定科目名：専門ゼミ３） 

授業科目 専門ゼミ３ 単位 2 

担当者 加藤 邦彦 シラバスグループ M10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近現代詩を読む| 

 

■授業の概要 

日本の近現代詩を読むことで、詩という文学ジャンルへの理解を深める。詩にはどんな文

学的特徴があるか、詩はどのようなものを表現しているかを、受講者による発表とディス

カッションを通じて学習する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

日本近現代詩研究の方法を学ぶのが 大の目的。学習の過程で、詩にはほかのジャンルに

はみられないどのような特徴があるか、詩の表現とはどういうものかを理解した上で、詩

が構成している世界のイメージを自分なりに把握し、それを自分の言葉で言語化できるよ

うになりたい。 
 

■到達目標 

日本近現代詩の研究方法を身につける。詩にはほかのジャンルにはみられない

どのような特徴があるか、詩の表現とはどういうものか説明できるようになる。

詩が構成している世界のイメージを自分なりに把握し、それを自分の言葉で言

語化できるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M52240100A （認定科目名：専門ゼミ４） 

授業科目 専門ゼミ４ 単位 2 

担当者 仲 沙織 シラバスグループ M10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

近世文学の読解方法―西鶴『本朝二十不孝』を読む 

 

■授業の概要 

「日本古典文学」に分類されるもののうち近世文学は、それまでの古典文学を も受容し

利用したと言っても過言ではない。本科目では、具体的なテキストをとりあげてその受容

の在り方を指摘するとともに、近世文学の、ひいては古典文学の読解方法について解説を

行う。また、現代社会にも浸透した道徳概念である「孝」についても、近世当時の思想的

背景を学び、それが文学作品の中でどのように描かれたのかに注目していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

近世初期に出版された西鶴作の浮世草子『本朝二十不孝』（貞享 3・1686 年序）を読み進

め、先行研究の解釈と比較しつつ読解を行うことにより、近世文学の特徴を学ぶ。作品に

ついて考察を行い、自分の考察内容を討論形式で発表できる。 
 

■到達目標 

 近世文学の文体や特徴を理解できる。近世に至るまでの日本古典文学の歴史

的変遷とその受容の在り方について理解できる。散文作品の読解方法を学び、

問題意識を持って作品の考察を行うことが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 授業で講読した範囲内で授業中に指摘を受けた点を踏まえ、指定

されたテーマに従って論じる。 

･授業内発表 40 対象の作品に関する討論を行う。発言の内容や討論の参加度を評

価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M55050201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M55050202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M55050300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M55100200A （認定科目名：書道実技/書道実技Ⅱ） 

授業科目 書道実技 単位 2 

担当者 西野 桃笠 シラバスグループ M20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

漢字仮名交じりの書と作品作り/篆書・隷書の実習 

 

■授業の概要 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書の学習と手書き文字の表現学習|〈篆書・隷書〉

|篆書・隷書の用筆法を学び、それぞれの特徴をよく把握する。古典の臨書を中心に数多く

学習する。半紙の指導を中心としつつ、画仙紙（半切）作品にも挑戦し、書を学ぶ楽しさ

を味わう講義となるように工夫する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈漢字・仮名交じり〉|一番生活に身近な、漢字仮名交じりの文章を作品に作る。書は生活

のいたるところに存在する。多種多様な用具用材を用いて、自分らしい書の作品を制作し

体得する。|〈篆書・隷書〉|篆書・隷書を学ぶことによって書道の基本的な知識・技術を身

につけ、併せて書の芸術を学習する。 
 

■到達目標 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書を身近なものとして受け止め、古典

に立脚しながらも現在の生活の中に手書き文字の良さを残しながら溶け込み、

生活の中に彩りを与えられるような知識と力量を身につけたい。|（篆書・隷書）

|感じの字源に基づき、篆書・隷書の指導が出来るような力を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M55100300A （認定科目名：書道実技/書道実技Ⅱ） 

授業科目 書道実技 単位 2 

担当者 西野 桃笠 シラバスグループ M30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

漢字仮名交じりの書と作品作り/篆書・隷書の実習 

 

■授業の概要 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書の学習と手書き文字の表現学習|〈篆書・隷書〉

|篆書・隷書の用筆法を学び、それぞれの特徴をよく把握する。古典の臨書を中心に数多く

学習する。半紙の指導を中心としつつ、画仙紙（半切）作品にも挑戦し、書を学ぶ楽しさ

を味わう講義となるように工夫する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈漢字・仮名交じり〉|一番生活に身近な、漢字仮名交じりの文章を作品に作る。書は生活

のいたるところに存在する。多種多様な用具用材を用いて、自分らしい書の作品を制作し

体得する。|〈篆書・隷書〉|篆書・隷書を学ぶことによって書道の基本的な知識・技術を身

につけ、併せて書の芸術を学習する。 
 

■到達目標 

〈漢字・仮名交じり〉|漢字仮名交じりの書を身近なものとして受け止め、古典

に立脚しながらも現在の生活の中に手書き文字の良さを残しながら溶け込み、

生活の中に彩りを与えられるような知識と力量を身につけたい。|（篆書・隷書）

|感じの字源に基づき、篆書・隷書の指導が出来るような力を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M60010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 黒田 彰子 シラバスグループ M20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本古典文学の仲で、極めて重要なジャンルであった和歌は、今日、その解釈、理解が困

難になりつつある。当該授業では、韻文である和歌をどのように読めばよいのかという読

解の方法論からスタートし、その今日的理解には何が必要であるのか等の基本的知識を概

説する。 
 

■授業の概要 

授業は以下のように行う。|１，韻文とは何か。散文とはその読解方法にどういう違いがあ

るのか。|２，和歌史を概説し、それが生活の中でどのように機能してきたかを概説する。

|３，具体的に和歌を取り上げ、当該授業では、そのコミュニケーション手段としての機能

に着目する。|４，３を通じ、文学としての技法、当時の社会的背景、ジェンダーの視点、

等について理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

古典語、韻文、という二つの文体的特徴に着目し、そこから古典の理解に至る。 

 

■到達目標 

・和歌のルールを理解する。|・社会的背景を知る。|・現代に続くものを読み取

る。|・コミュニケーション手段としての和歌の面白さを知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M60010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 庄司 達也 シラバスグループ M30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

作家研究、作品研究の基礎を学ぶ|  ―芥川龍之介「羅生門」の読解を通して― 

 

■授業の概要 

大正期を中心に活躍した作家芥川龍之介の代表作である「羅生門」を精読します。作者の

生涯や作品成立の背景への理解を深めることで、作品の魅力や内包している問題に迫りま

す。また、「自伝的小説」と呼ばれる作品群を読むための作業として芥川龍之介の「家」に

関わる事柄についても学びます。以上のことを通して、今の時代に生きる「私」たち自身

の在りようや、社会や時代との関わりということについて考究し、今日の「私」たちが芥

川龍之介を学び、作品「羅生門」を「読む」ということの意義についても考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

文学作品の精読や周辺資料への検討を通して、文学研究の基本的な方法について学ぶこと

を目的の第１とします。| 本講義で対象とする芥川龍之介には、関連するさまざまな資料

が残されており、伝記的なことがらへの検討も十分に果たされる作家です。また、「羅生

門」では残されたノートや草稿、本文の異同などの事実を手掛かりにして、作品の読解を

進めてゆくことができます。作品の背景にある作者の事跡などにも注目し、より精緻なヨ

ミを目指します。| これらのことにより、受講生は近代文学研究の基本的な方法について

学びます。 
 

■到達目標 

作家への評価や作品の「読解」を進める上で、以下のことがらを基盤とするこ

とができる。|１．関連資料を踏まえた読解、言及を行うこと、|２．先行研究な

どの見解を踏まえて持論を展開すること。|３．作家理解や作品の読解を論理的

なことがらとして行うこと。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 15 授業時のリアクションペーパーなどによる 



授業コード M61110100A （認定科目名：日本文学フィールドワーク） 

授業科目 日本文学フィールドワーク 単位 2 

担当者 諸岡 哲也 シラバスグループ M10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近代文学における京都 

 

■授業の概要 

京都は古典に限らず、近代文学においても数多くの作品の舞台として描かれてきました。

今回は谷崎潤一郎の『夢の浮橋』を中心に、京都に触れた古典や近代文学作品をとりあげ

ます。皆さんと議論しながら豊かな作品世界を鑑賞し、その魅力を探っていきましょう。

授業 終日には、『夢の浮橋』に登場する「貴船」や「下鴨神社」など、その周辺をフィー

ルドワークしてみましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは、豊かな作品世界を鑑賞しましょう。作品に描かれた表現世界と現実の場所を比べ

てみると、意外な発見があり、さらに作品への理解が深まるはずです。その上で、作品を

読解していく視点や文献・資料の扱い方などを身につけてもらいます。 
 

■到達目標 

フィールドワークによって、作品への理解をさらに深めること。また、議論を

通して作品の新しい解釈の可能性について考える視点を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 課題内容は授業内で説明します。 

･授業内発表 20 感想程度でもかまいませんので、積極的に議論に参加して自分の

意見を言ってもらいます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 フィールドワークへの参加 

･その他 0  



授業コード M61110200A （認定科目名：日本文学フィールドワーク） 

授業科目 日本文学フィールドワーク 単位 2 

担当者 三谷 憲正 シラバスグループ M20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

夏目漱石の「京都」を歩く 

 

■授業の概要 

京都は古典はもとより、近代文学においても傑作の舞台となってきました。今回は夏目漱

石と「京都」との関わりをみていきます。具体的な作品としては「京に着ける夕」を取り

上げます。一日目、二日目は教室において、実際の作品を皆さんに読んでもらいながら、

その魅力を探ります。三日目の 終日には、漱石の歩いた京都の街を実際に歩いてみまし

ょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まず、その文章の豊かな世界を味わいましょう。名作に触れ、描かれた表現としての世界

と、実際の場所とを比較してみると、さらに作品への理解が深まります。 

 

■到達目標 

実地踏査により作品への理解を更に鮮明にできることです。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 漱石に関連する京都を歩き、作品(文章)と実際の場所を比較し、

同じ部分、あるいは違いなどに留意して、気付いた点(発見)をリ

ポートとして提出してください。 

･授業内発表 20 教室内での作品の音読、また「文学散歩」での各所の説明など。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 一日目、二日目、終了時に簡単な課題を出します。各自の視点で

結構ですから、考えたものを 100 字程度でまとめてください。 

･その他 0  



授業コード M63010200A （認定科目名：日本文学講読（上代・中古）） 

授業科目 日本文学講読（上代・中古） 単位 2 

担当者 石原 美紀 シラバスグループ M20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

平中物語講読 

 

■授業の概要 

平中物語は、いわゆる「歌物語」に分類されてきた十世紀半ばの短い仮名の物語である。 

その文体、及び一章段一章段の作り方を考察することを通じて、平中物語を軸に平安文学

の文学史的パースペクティブの一様相を考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

平中物語を、伊勢物語や大和物語などいわゆる「歌物語」と称される作品のみならず、古

今集や後撰集の世界、及び源氏物語の世界などと比較して、文学史的位置づけを考える。 

 

■到達目標 

平安時代の仮名の物語、及び同時代資料の扱い方、調べ方を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 授業の把握度及び論理的記述力で評価 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15 授業の理解度を測る復習的課題の到達度により評価 

･その他 15 授業中のディスカッションへの参加により評価 



授業コード M63010300A （認定科目名：日本文学講読（上代・中古）） 

授業科目 日本文学講読（上代・中古） 単位 2 

担当者 三宅 えり シラバスグループ M30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

三十六歌仙の和歌を詠む 

 

■授業の概要 

 歌仙絵等で有名な「三十六歌仙」は平安時代に藤原公任が編んだ『三十六人撰』による

ものである。『三十六人撰』は奈良時代の歌人、柿本人麻呂から平安時代中期の歌人、中務

までの三十六人の歌人の和歌を収集した秀歌撰である。その和歌を通読し、奈良時代から

平安時代中期にかけての和歌の特徴を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

 奈良時代から平安時代中期にかけての秀歌に示された四季を鑑賞する視点、恋心の表し

方、和歌に詠まれる恋心以外の心情を学び、和歌に対する理解を深める。 

 

■到達目標 

 和歌に示された四季の鑑賞法、恋心の表し方、また和歌に詠まれる恋心以外

の心情について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード M63020100A （認定科目名：日本文学講読（中世・近世）） 

授業科目 日本文学講読（中世・近世） 単位 2 

担当者 筒井 大祐 シラバスグループ M10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『八幡縁起絵巻』から神功皇后伝承を読む 

 

■授業の概要 

本講義では「八幡縁起絵巻」を中心に、神功皇后の伝承の変容に焦点をあてる。上代文学

に始まる神功皇后の伝承は、中世文学の作品の中でも、数多く語られている。また、神功

皇后に対する伝承は、日本文学だけでなく、歴史学や美術史、宗教文化史にいたるまで、

学問分野を超えた研究対象ともなっている。そこで、本講義では、「八幡縁起絵巻」に描か

れる神功皇后伝承を取り上げ、それらの伝承とほかの資料との関連を考察する。また、ジ

ャンルとしての「絵巻物」についても概説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、「八幡縁起絵巻」に描かれる神功皇后伝承を取り上げる。その上で、神功皇后

の伝承が時代、資料により異なる（変容する）事を概観する。また、中世文学に描かれる

神功皇后伝承を、資料を比較した上で、理解、分析でき、多角的に考察できる視点を持つ

ことを講義の目的とする。 
 

■到達目標 

本講義の到達目標は、以下の 3 点である。|１、伝承が、時代、作品により異な

る事を理解する。|２、伝承が変容する理由を分析できる視点を持つ。|３、伝承

の変容を多角的に考察する視点を持つ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63030200A （認定科目名：日本文学講読（近・現代）） 

授業科目 日本文学講読（近・現代） 単位 2 

担当者 坂井 健 シラバスグループ M20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

流行から見た近代文学史 

 

■授業の概要 

流行歌を追いながら、当時の世相をたどり、歴史的背景を踏まえながら、近代の文学史の

概要を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

歌は世につれ世は歌につれという言葉が端的に現すように、流行歌はその当時の世相を表

すものである。また、文学史は、その当時の歴史背景を知ることなしには理解することが

できない。そこで、流行歌を追って、歴史的背景を確認しながら、文学史を学習する。 
 

■到達目標 

時代背景を考えながら、文学作品を理解し、文学史の流れを把握する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0 ただし、出席が不足の場合、評価の対象としない。 

･授業内発表 0 割  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63040200A （認定科目名：漢文基礎／漢文講読） 

授業科目 漢文講読 単位 2 

担当者 黒田 彰 シラバスグループ M20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

舜の物語攷 

 

■授業の概要 

日本文学において、漢文の果たして来た役割を示す一例として、史記五帝本紀などで有名

な舜の例を取り上げ、考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

漢文は、中国の古典を言わば直訳する形、また、原文を直訳にそのまま用いるという、極

めてユニークな「翻訳」の形と捉えることが出来る。このことを種々の舜の物語テキスト

から理解する。 
 

■到達目標 

日本文学における漢文の大きな役割を、文学史に沿って理解し、把握すること

を目標とする。加えて、文学研究における問題のありかの発見、研究テーマの

設定法まで、目標の範囲に含めたい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10  



授業コード M63050300A （認定科目名：日本語学講読） 

授業科目 日本語学講読 単位 2 

担当者 井上 幸 シラバスグループ M30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語学に必要な基礎的な知識を理解しながら、主に文字表記、語彙などを中心に、日本

語の歴史をたどることができる資料をいくつか講読し、現代の私たちの日本語に至る過程

を具体的に観察する。 
 

■授業の概要 

教科書の時代区分にそって（奈良時代、平安時代、鎌倉・室町時代、江戸時代、明治・大

正時代）、主に文字表記、語彙を中心にとりあげ、教科書の図版や追加の資料を具体的に観

察する。また、日本語学の基礎的な事象や専門用語について、教科書の説明を中心に理解

をすすめる。これらの観察と専門用語の理解を通して、日本語の歴史をたどり、現代の私

たちの日本語に至る過程を具体的に理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

私たちの現代語に至る過程について、文字表記、語彙を中心に、具体的に理解すべく、日

本語の歴史をたどることができる資料を観察したり、また、日本語学や日本語の歴史に関

する事象や専門用語を理解したりしながら、さまざまな資料、事象にふれることをめざす。 
 

■到達目標 

日本語の歴史をたどることができる資料が観察できるようになる。また、日本

語学や日本語の歴史に関する事象や専門用語を理解し、私たちの現代語に至る

過程について、具体的に理解できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M63060100A （認定科目名：書道文化講読） 

授業科目 書道文化講読 単位 2 

担当者 松宮 貴之 シラバスグループ M10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国文化に於ける王羲之について 

 

■授業の概要 

書道史上、書聖と仰がれる王羲之をテーマとした講義をいたします。歴史的趨勢に於ける

その位置づけ、また個別の作品の解説を中心に、王羲之認識をより詳細に論じます。また

文献上に表れる書論史上の王羲之への考察を含め、後世に与えた歴史的な影響などをビジ

ュアル的に図版を用いて講じ、より多角的な視点から王羲之像の再構築に臨みます。授業

の後半には近現代の日本に於ける王羲之研究史について解説し、 後に実際に王羲之に纏

わる作品を一つ臨書してもらい、その深みを体感していただいて締めくくりとしたい次第

です。 
  

■授業の目的・ねらい 

王羲之の歴史的な意味を、再認識してもらうことを第一義と考えます。個別の作品や書論、

さらには影響を受けた作品など羲之に纏わる関係資料をできる限り網羅して研究し、その

誕生まで、伝説、後世の解釈の三つを軸に、そのイメージを新たなものにしていただきた

い。また王羲之の書道的な位置づけだけでなく、その人物像にも踏み込みたいと考えてい

ます。史実に沿った形で、王羲之についての見識が、どれだけ高まったかが評価の基準に

なります。 
 

■到達目標 

王羲之への理解をどれだけ深めたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63070200A （認定科目名：日本文学特講（上代・中古）） 

授業科目 日本文学特講（上代・中古） 単位 2 

担当者 土佐 朋子 シラバスグループ M20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『古事記』における神話や天皇をめぐる「物語」を、主に『日本書紀』と比較対照させな

がら読み、『古事記』の持つ独自性と特殊性とを踏まえた上で、奈良朝期における文学創作

のありようの一端を考える。 
 

■授業の概要 

 712 年成立の『古事記』、720 年成立の『日本書紀』、いずれも神代から天皇代の時間軸

に沿って編述されている。しかし、神話においても、天皇代の「歴史的事件」をめぐる語

りにおいても、異なった様相を見せている。| 本授業では、『古事記』における神話や天

皇をめぐる「物語」を、『日本書紀』と比較対照させながら読み、『古事記』の「欲望」を

あぶりだすことを試みる。そうすることにより、奈良朝期の文学創作と受容の状況を総体

的に考えることができ、ひいては『古事記』が生み出される歴史的文化的必然性も見出す

ことができるのではないかと思っている。 
  

■授業の目的・ねらい 

①『古事記』に関する基礎的な知識を身に付け、『古事記』に語られる「神話」や「物語」

の内容について正確に理解すること。|②『古事記』と『日本書紀』の違いについて具体的

に理解すること。|③これらを総体的に捉え、奈良朝期における文学創作のありようを考え

る力を養うこと。| 
 

■到達目標 

①日本の神話、および伝説や説話に関する基礎的な知識を持ち、日本文学始発

期における文学創作の状況に関して、自分の考えを持つことができる。|②一つ

の文献（作品）を絶対化するのではなく、他の作品に視野を広げ、常に相対的視

点を持って考察する方法を知る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 3 日とも、それぞれの講義が終了した後、「その日の講義を受けて

理解したこと・考えたこと」について簡単に書いて提出してもら

います（「コメントペーパー」と呼称する）。講義内で時間がとれ

ない場合には、その日の宿題になることもあります。その「コメ

ントペーパー」を「授業内課題」とし、その内容を評価します。 

･その他 0  



授業コード M63070300A （認定科目名：日本文学特講（上代・中古）） 

授業科目 日本文学特講（上代・中古） 単位 2 

担当者 惠阪 友紀子 シラバスグループ M30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『竹取物語』をよむ 

 

■授業の概要 

『源氏物語』のなかに「物語の出で来はじめの祖」と書かれる『竹取物語』は、日本の現

存 古の物語であり、現在でもかぐや姫の物語として広く親しまれる作品である。読んだ

ことのない人は少ないだろうが、物語の筋を正確に理解している人も少ないのではないだ

ろうか。『竹取物語』は、日本の古い伝承から中国の古典作品まで、さまざまな物語を素材

として取り入れ、作られている。本講義では、これらの出典を踏まえつつ、『竹取物語』が

どのように作られ、読み継がれてきたのかを講義する。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義では、『竹取物語』を通読する。江戸時代の版本の翻刻を利用することで、文法や仮名

遣いが整えられていない本文を読解するために必要な力を身に付けること、また『竹取物

語』に取り入れられた漢籍などの典拠作品を読み解く力を養うこと、物語の通読を通して

平安時代の文化・生活習慣を知ることを目的とする。 
 

■到達目標 

・平安時代の文化・生活が説明できる|・自力で古典本文が読み解ける| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 1600 字程度 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 授業ごとのコメントカード（内容のまとめ、感想、質問事

項など）200 字程度 

･その他 0  



授業コード M63080200A （認定科目名：日本文学特講（中世・近世）） 

授業科目 日本文学特講（中世・近世） 単位 2 

担当者 水谷 隆之 シラバスグループ M20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

西鶴の俳諧と浮世草子 

 

■授業の概要 

井原西鶴（1642～1693）の俳諧と浮世草子について論じます。娯楽性を追究し、当時の風

俗や人情の諸相を多様な方法によって描きあげた俳諧や浮世草子は、町人勢力の拡大に伴

い、それまでにない独自の文化を形成しました。この授業では、西鶴作品の面白さを味わ

いながら、さまざまな視点からその本質に迫ります。 
  

■授業の目的・ねらい 

江戸時代は庶民文化が飛躍的に進展した時代であり、そこで生まれた文学は、貴族や武士

によって創られてきた先行古典を存分に吸収したうえで、それらを当代庶民の風俗に還元

して新たな文芸ジャンルを創出するという特徴をもっています。また、江戸時代の作品は、

明治以降の文学にも多大な影響を与えました。したがって、江戸時代の文学は、現代文化

と古典とを結ぶ重要な架け橋となっています。つまり、江戸文学を学ぶためには、中世ま

での日本の古典を十分に理解したうえで、さらに江戸時代の文化・風俗を把握することが

不可欠となりますし、その後の展開にも目を配る必要があるのです。この授業では、そう

した江戸文学についての理解を深め、その本質に迫ることを目標とします。 
 

■到達目標 

俳諧や浮世草子のもつ滑稽さや卑俗さ、先行文芸の受容のありさま、江戸時代

の風俗や人情の諸相を理解し、西鶴の文芸の本質や特徴について把握します。

また、近世文芸を多角的に読み解く技法を身につけます。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 リポート作成にあたっては、単にテキストや参考文献の文章をつ

なぎあわせただけのものは不可とします。授業内容を十分にふま

えたうえで、いくつかの作品を実際に読み、自分自身の見解を示

すようにしてください。詳細については授業時に指示します。な

お、この評価基準は、全講時に出席していることを前提としてい

ます。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業内にリアクションペーパーを配付します。リアクションペー

パーには授業に対する感想や、西鶴作品に対する自身の読解や見

解を記します。 

･その他 0  



授業コード M63080300A （認定科目名：日本文学特講（中世・近世）） 

授業科目 日本文学特講（中世・近世） 単位 2 

担当者 坪井 直子 シラバスグループ M30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

孝子説話を中心に、日本における説話の展開について考える| 

 

■授業の概要 

中世の説話では孝行を語る文献が多い。それは、仏教の追善供養の場でなされる唱導活動

で、孝子説話が利用されたことと関係する。中世の唱導資料をひもとけば、『心地観経』や

『父母恩重経』などの仏典によって父母の恩が説かれ、説話集や幼学書などの孝子説話に

よって親に対する子のあるべき姿が示されるのである。本講義では、説話集によく収載さ

れる孝子説話を中心に、その成立や展開について考察する。特に、古代から近世まで日本

に長く影響を与え続けた、中国の孝子説話集「孝子伝」や「二十四孝」に注目する。また

中国・日本の唱導と文学の関係についても考えてゆきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本の孝子説話の源流がどこにあるのかを捉え、それらが生成し流布していった経緯を理

解する。また、説話の読解を通して、その基礎的知識を習得し、説話文学さらには古典文

学への理解を深める。| 
 

■到達目標 

説話に関する資料を正しく理解し、資料間の繋がりを的確に把握して、説話の

生成や展開を考察できるようにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M63090200A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）１） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）１ 単位 2 

担当者 田所 弘基 シラバスグループ M20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高村光太郎の詩歌を読解し、詩の表現について考える。 

 

■授業の概要 

高村光太郎の詩歌を中心に日本近現代詩における表現を学習する。また、他の詩人との比

較や同時代の思潮をふまえて、詩の読解の方法について学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・日本近現代詩を研究するために、客観的に読む方法を理解し、詩の読解ができるように

なる。|・日本近現代詩研究するために、研究方法について理解できるようになる。 

 

■到達目標 

・高村光太郎の詩について説明できる。|・詩の読解、研究方法を自己の研究に

応用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 授業内容まとめ＋考察 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 確認問題 

･その他 0  



授業コード M63090300A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）１） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）１ 単位 2 

担当者 有田 和臣 シラバスグループ M30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

樋口一葉「たけくらべ」研究史 

 

■授業の概要 

 樋口一葉「たけくらべ」を対象とする研究論文のうち代表的なものを読み、それぞれの

主張や調査結果を比較検討します。各論文を読み進めながら、その主張の正否を判断し、

批判的に読む訓練をします。適宜、受講生に意見を求めたり、授業時間内に小リポートを

課したりします。 新の研究論文を４本程度、取り上げる予定です。| 
  

■授業の目的・ねらい 

・一つの文学作品に対する研究が、歴史的にどのような視点・方法で行われてきたかを把

握し、「研究史」像を形成すること。|・一つの文学作品に対する多様な観点からの研究論

文を比較検討し、各論の妥当性を適切に判断しつつ、対象文学作品に対する自らの立脚点

（主張）を形成すること。| 
 

■到達目標 

・先行研究論文から得られた視点や知識を、その成否を判断しながら自分の各

論文に生かせるようになること。|・対象論文の的確な要約ができること。|・対

象論文から正確に引用しつつ論旨に論評を加えることができること。|・自らの

判断の根拠を的確に示せるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M63100200A （認定科目名：日本文学特講（近・現代）２） 

授業科目 日本文学特講（近・現代）２ 単位 2 

担当者 田所 弘基 シラバスグループ M20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近現代の詩歌の読解を通して、詩の表現について考える。 

 

■授業の概要 

日本近現代詩における表現を学習する。明治期から昭和期までの詩歌について表現技法を

中心に学ぶことにより、日本語表現の多様さについて考察する。実際に俳句や詩を自作す

る活動も取り入れ、表現に対する理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・日本近現代詩を研究するために、客観的に読む方法を理解し、詩の読解ができるように

なる。|・日本近現代詩研究するために、研究方法について理解できるようになる。| 

 

■到達目標 

・明治から昭和にいたる詩の表現について説明できる。 |・表現技法を日常生

活の会話や文章に応用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 確認問題、詩歌の創作への取り組み 

･その他 0  



授業コード M63110100A （認定科目名：日本語学特講） 

授業科目 日本語学特講 単位 2 

担当者 荻原 廣 シラバスグループ M10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語教育とは何か。その基本的な知識について講義をする。 

 

■授業の概要 

日本語教育について、必要 低限の内容、つまり、日本語教育の現状、日本語教師の資格、

日本語教育能力検定試験、日本語教授法、教科書、教材、日本語教育文法、教案等につい

て解説する。| | 
  

■授業の目的・ねらい 

 この授業では、将来プロの日本語教師として日本語を教えたい人、ボランティアの日本

語教室で教えたい人を対象とするのみならず、教員免許取得希望者も対象とする。なぜな

ら、平成 26 年 4 月 1 日より、義務教育諸学校における日本語指導（「特別の教育課程」に

よる日本語指導）に当たるもの（日本語指導担当教員）は、教員免許を有する教員（常勤・

非常勤講師を含む）でなければならなくなり、つまり、義務教育諸学校で教える教員にと

っても、日本語教育の知識や日本語教育を行う指導技術の必要性は、より高まったと言え

るからである。| よって、この授業では、プロやボランティアで日本語を教えたい人、ま

た義務教育諸学校の教員になりたい人が、日本語教育における基本的な知識について習得

することを目的とする。| 
 

■到達目標 

プロやボランティアで日本語を教えたい人、また義務教育諸学校の教員になり

たい人が、日本語教育における基本的な知識について習得することを到達目標

とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M63110300A （認定科目名：日本語学特講） 

授業科目 日本語学特講 単位 2 

担当者 荻原 廣 シラバスグループ M30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本語教育とは何か。その基本的な知識について講義をする。 

 

■授業の概要 

日本語教育について、必要 低限の内容、つまり、日本語教育の現状、日本語教師の資格、

日本語教育能力検定試験、日本語教授法、教科書、教材、日本語教育文法、教案等につい

て解説する。| | 
  

■授業の目的・ねらい 

 この授業では、将来プロの日本語教師として日本語を教えたい人、ボランティアの日本

語教室で教えたい人を対象とするのみならず、教員免許取得希望者も対象とする。なぜな

ら、平成 26 年 4 月 1 日より、義務教育諸学校における日本語指導（「特別の教育課程」に

よる日本語指導）に当たるもの（日本語指導担当教員）は、教員免許を有する教員（常勤・

非常勤講師を含む）でなければならなくなり、つまり、義務教育諸学校で教える教員にと

っても、日本語教育の知識や日本語教育を行う指導技術の必要性は、より高まったと言え

るからである。| よって、この授業では、プロやボランティアで日本語を教えたい人、ま

た義務教育諸学校の教員になりたい人が、日本語教育における基本的な知識について習得

することを目的とする。| 
 

■到達目標 

プロやボランティアで日本語を教えたい人、また義務教育諸学校の教員になり

たい人が、日本語教育における基本的な知識について習得することを到達目標

とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード M63120100A （認定科目名：書道文化特講） 

授業科目 書道文化特講 単位 2 

担当者 松宮 貴之 シラバスグループ M10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

書道史上の顔真卿について 

 

■授業の概要 

書道史上に於ける二大潮流の一つ、王羲之の双璧とされる顔真卿についての講義を行いま

す。顔真卿の家系、その周辺人物、その所業、個別の作品、書論史上の位置づけ、後世に

与えた影響、従来の研究、今後の研究・実技利用の可能性についてなど様々な視点から、

アプローチ致します。それによって顔真卿の実態に迫り、その歴史的意義付けを考える契

機となるよう努めたいと考えています。 後にその見識を踏まえ、後世の臨書例などを参

考に、顔真卿の作品を一つ臨書してもらいます。実感のある臨書となるよう心掛けたいと

おもいます。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国史に於ける顔真卿、その人物像と芸術、さらにはそれが書を通じてに後世まで評価さ

れた実情を考えることを第一義と考えます。総合的な観点から、顔真卿の書を問い直し、

その再評価に挑みます。顔真卿についての先行研究を踏まえ、その書の現代的意義に連な

る道筋を示したいとおもいます。顔真卿の書へのイメージが新たなものとなり、その見識

が高まることが評価の基準となります。 
 

■到達目標 

顔真卿についてどれだけ理解を深めたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63130300A （認定科目名：専門ゼミ１） 

授業科目 専門ゼミ１ 単位 2 

担当者 上野 辰義 シラバスグループ M30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

源氏物語橋姫巻の影印本を、中世末の源氏物語注釈書岷江入楚を軸に読む。 

 

■授業の概要 

源氏物語橋姫巻を影印本（変体仮名本）で、近代以前の注釈書で読む。現代の注釈書との

相違に注意して、源氏物語理解を進める。各自分担して、発表する。 

  

■授業の目的・ねらい 

源氏物語橋姫巻を影印本（変体仮名本）で、近代以前の注釈書で読む。現代の注釈書との

相違に注意して、源氏物語理解を進める。各自分担して、発表する。これらを通して、古

典文学への知見を広める。 
 

■到達目標 

古典文学への知見を広める. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63140300A （認定科目名：専門ゼミ２） 

授業科目 専門ゼミ２ 単位 2 

担当者 黒田 彰子 シラバスグループ M30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

兼好の実像に迫る。 

 

■授業の概要 

徒然草研究は、今新しい段階を迎えている。従来、「徒然草の著者・吉田兼好」として理解

されてきた兼好が、実は吉田氏ではないこと、又、様々な史料から、その実像が次第に明

らかになりつつある、という段階である。これまで虚像としての吉田兼好像に基づいて理

解されてきた徒然草は、その理解を根本的に新たにする必要に迫られている。この授業で

は、 新の研究成果に基づき、徒然草の新たな読解をめざす。 
  

■授業の目的・ねらい 

兼好について明らかになりつつある点を確認し、それが従来の徒然草理解をどのように変

更させるのかという点に主眼を置き、兼好の社会的立場、当時の京、及び関東に関する情

報を確認し、それらを徒然草読解に反映させる方法を、歴史資料、歴史地図、及び経済に

関する資料を利用しつつ、読解を進める。 
 

■到達目標 

文学作品を、史料、古地図、絵巻等を活用し、分析的に読解する方法を会得す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 60  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63150100A （認定科目名：専門ゼミ３） 

授業科目 専門ゼミ３ 単位 2 

担当者 加藤 邦彦 シラバスグループ M10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近現代詩を読む| 

 

■授業の概要 

日本の近現代詩を読むことで、詩という文学ジャンルへの理解を深める。詩にはどんな文

学的特徴があるか、詩はどのようなものを表現しているかを、受講者による発表とディス

カッションを通じて学習する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

日本近現代詩研究の方法を学ぶのが 大の目的。学習の過程で、詩にはほかのジャンルに

はみられないどのような特徴があるか、詩の表現とはどういうものかを理解した上で、詩

が構成している世界のイメージを自分なりに把握し、それを自分の言葉で言語化できるよ

うになりたい。 
 

■到達目標 

日本近現代詩の研究方法を身につける。詩にはほかのジャンルにはみられない

どのような特徴があるか、詩の表現とはどういうものか説明できるようになる。

詩が構成している世界のイメージを自分なりに把握し、それを自分の言葉で言

語化できるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード M63160100A （認定科目名：専門ゼミ４） 

授業科目 専門ゼミ４ 単位 2 

担当者 仲 沙織 シラバスグループ M10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

近世文学の読解方法―西鶴『本朝二十不孝』を読む 

 

■授業の概要 

「日本古典文学」に分類されるもののうち近世文学は、それまでの古典文学を も受容し

利用したと言っても過言ではない。本科目では、具体的なテキストをとりあげてその受容

の在り方を指摘するとともに、近世文学の、ひいては古典文学の読解方法について解説を

行う。また、現代社会にも浸透した道徳概念である「孝」についても、近世当時の思想的

背景を学び、それが文学作品の中でどのように描かれたのかに注目していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

近世初期に出版された西鶴作の浮世草子『本朝二十不孝』（貞享 3・1686 年序）を読み進

め、先行研究の解釈と比較しつつ読解を行うことにより、近世文学の特徴を学ぶ。作品に

ついて考察を行い、自分の考察内容を討論形式で発表できる。 
 

■到達目標 

 近世文学の文体や特徴を理解できる。近世に至るまでの日本古典文学の歴史

的変遷とその受容の在り方について理解できる。散文作品の読解方法を学び、

問題意識を持って作品の考察を行うことが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 授業で講読した範囲内で授業中に指摘を受けた点を踏まえ、指定

されたテーマに従って論じる。 

･授業内発表 40 対象の作品に関する討論を行う。発言の内容や討論の参加度を評

価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
M65510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
M65510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
M65520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
M65520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
M65530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
M65530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
M65540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
M65540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
M65540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
M65540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード M67030201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M67030202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード M67030300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード MA0200190A （認定科目名：日本文学研究基礎） 

授業科目 日本文学研究基礎 単位 2 

担当者 有田 和臣 シラバスグループ MA1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

日本文学研究の基礎 

 

■授業の概要 

日本語および日本語によって表現された文芸作品や思想文献、あるいは文化事象などを主

たる研究対象とし、さらにはその背後にある歴史や社会状況をも考察の対象とします。具

体的な授業進行手順としては、先行研究論文を教材とし、その論文の研究の道筋と論理展

開を学修することによって、資料・文献の収集方法と扱い方の技能を獲得します。この作

業を通して、各自の専門分野における、以後の研究と修士論文作成の基礎となるような知

識・視野・技能を獲得することを目標とします。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 ・文芸作品や思想文献、あるいは文化事象などについて、その背後にある歴史や社会状

況への理解を深める。| ・研究論文の作法、構成を知悉し、それを公正に読解する姿勢を

身につける。| ・先行研究論文の主張を理解し、さらにその根拠を批判する技能を身につ

ける。| ・資料・文献の収集方法とその活用の技能を獲得する。| ・専門分野においての

研究と論文作成の基礎となる知識・視野を獲得する。| 
 

■到達目標 

日本語学・書道文化・日本文学の研究方法および修士論文作成のための基礎技

能を習得することを目標とします。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード MA0300190A （認定科目名：中国文学研究基礎） 

授業科目 中国文学研究基礎 単位 2 

担当者 若杉 邦子 シラバスグループ MA1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

中国語学・文学の研究方法について理解する。 

 

■授業の概要 

文学専攻において、中国文学系を主専攻として中国語学・文学を研究するにあたり、必要

とされる学術的知識や研究上のスキルとは如何なるものであり、また、如何にして身につ

けるべきものであるか。本科目はその具体的な内容について、講義形式で解説するのみな

らず、時には中国語文献の収集や整理・分析・総括、討論の展開やリポート作成といった、

受講者自身による基礎作業の実践、すなわち演習的アプローチをも取り入れつつ、その修

得のための要点を教授することを通じ、研究および修士論文作成に向けての基礎形成をめ

ざすものである。 
  

■授業の目的・ねらい 

①中国語学・文学を研究するために必要な基礎的知識をひととおり身につけることができ

る。|②研究テーマに即して必要な文献（中国語、日本語、その他の言語）を収集するスキ

ルが身につき、さらにはそれらの整理・分析といった作業も適切に行えるようになる。 |

③②で収集したデータに基づき、討論を行ったりリポートを作成したりすることが可能と

なる。 
 

■到達目標 

①中国語学・文学を研究するために必要な基礎的知識をひととおり身につける

ことができる。|②研究テーマに即して必要な文献（中国語、日本語、その他の

言語）を収集するスキルが身につき、さらにはそれらの整理・分析といった作

業も適切に行えるようになる。 |③②で収集したデータに基づき、討論を行っ

たりリポートを作成したりすることが可能となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.29999999999999999  

･授業内発表 30% レジュメを用いての報告：20％、討論：10％の割合で評

価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 レジュメ（報告資料）：20％、ミニリポート：20％の割合

で評価する。 

･その他 0  



授業コード MA0400190A （認定科目名：英米文学研究基礎） 

授業科目 英米文学研究基礎 単位 2 

担当者 稲永 知世 シラバスグループ MA1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

社会における言語使用（language use）の実態に迫る。 

 

■授業の概要 

私たちが日々使うことば（話し言葉および書き言葉）の意味は、その時のコンテクスト

（context：文脈）に応じて変化する。例えば、“It’s cold today, isn’t it?”というひと言であ

っても、コンテクストに応じて様々なメッセージを伝達することが可能である。|（1）本

授業では、ディスコース（discourse：談話）を分析するためのアプローチである語用論

（pragmatics）に関する英語の文献を精読しながら、私たちが日常生活においてやりとり

している会話、読み書きしている文章には、どのような意味の伝達と解釈のメカニズムが

存在するのかについて考える。|（2）この視点に基づいて、上記手法を用いながら、実際

の自然談話における言語使用（映画、ドラマなど）のデータを分析し、相互行為のメカニ

ズムについて討論することにより社会における言語使用に迫る。|（3）上記手法にとって

重要な原著の一部を読むことにより、原著を読むことに慣れる訓練も行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）英和辞典・英英辞典を丁寧に引きながら、英文の構造を論理的かつ正確に捉えること

により、英文を正確に理解する能力を身に付ける。|（2）ディスコース（discourse）、つま

り社会における言語使用を分析・考察することにより、私たちが日常やりとりしている会

話、そして読み書きしている文章には、どのような意味の伝達と解釈のメカニズムが存在

するのかを考える力を身に付ける。 |（3）各人の研究に必要な原著を読むことができる力

を養成する。 
 

■到達目標 

（1）英和辞典・英英辞典を丁寧に引きながら、英文の構造を論理的かつ正確に

捉えることにより、英文を正確に解釈することができるようになる。|（2）ディ

スコース（discourse）、つまり社会における言語使用を分析するためのアプロー

チを通じて、自然談話を分析・考察することができるようになる。|（3）各人の

研究に必要な原著を読むことができるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40 自然談話における言語使用の分析・考察に関するレポートを書い

てもらいます。 

･授業内発表 40 テキストをどの程度読んでいるのか、事前配布資料の課題にどの

程度取り組めているのかに基づいて判断します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 当日配布資料の課題にどの程度取り組めているのかに基づいて

判断します。 

･その他 0  



授業コード MA1500390A （認定科目名：日本文学演習１） 

授業科目 日本文学演習１ 単位 2 

担当者 土佐 朋子 シラバスグループ MA3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

万葉歌の世界とその表現の諸相 

 

■授業の概要 

 『万葉集』には、仁徳天皇時代のものとされる歌から、759 年大伴家持による巻軸歌ま

で、およそ 400 年ほどの間に創作されたと見られる 4516 首が収録されている。そこに

は、言霊思想に基づく言語呪術の世界と、言語呪術に対する諦念から生じる抒情の世界と

が混在しながら、日本文学始発期にあたる言語表現が変遷していく様相を見て取ることが

できる。| 本授業では、演習形式で万葉歌を自力で読む力を養いながら、その表現の変遷

の一端を考察してみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

①万葉集の歌を考察するための方法を身に付ける。|②万葉の時代の言語表現や発想の特質

について、一定の知識を身に付けると同時に、自ら主体的に考察する思考力を養う。|③万

葉歌の表現や発想についての理解を得ることにより、自らが取り組む日本文学作品の表現

や発想を相対的に捉える視点を養う。 
 

■到達目標 

①万葉集の研究方法を実践的に身に付け、自分の力で考察できるようになる。|

②万葉集の時代の文学創作活動について、主体的に考察できるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40 発表後に提出する定期試験のリポートを評価する。→授業時間外

の学習欄を参照。 

･授業内発表 50 発表資料、発表内容を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 発表者に対する質問や意見など、授業中における積極的な発言を

評価する。 



授業コード MA1600290A （認定科目名：日本文学演習２） 

授業科目 日本文学演習２ 単位 2 

担当者 上野 辰義 シラバスグループ MA2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

日本中古文学の研究 

 

■授業の概要 

日本中古文学の研究論文を読んで、研究史の中で分析・批評し、自己の日本文学研究に役

立てる。受講生が分担・発表する。 

  

■授業の目的・ねらい 

日本文学研究の在り方を、論文を読み、分析することで学ぶ。|個別の研究テーマについて、

専門的な知識を得る。 

 

■到達目標 

日本文学研究の在り方を、論文を読み、分析することで学ぶ。|個別の研究テー

マについて、専門的な知識を得る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50パーセン

ト 

 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 授業参加状況 



授業コード MA1700190A （認定科目名：日本文学演習３） 

授業科目 日本文学演習３ 単位 2 

担当者 坂井 健 シラバスグループ MA1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

没理想論争を読む 

 

■授業の概要 

没理想論争の初めの頃の坪内逍遥、森鷗外の評論を原文で読み、注釈しながら、研究の方

法の基礎を習得する。 

  

■授業の目的・ねらい 

原資料を自力で読解、注釈する力をつけるほか、研究をする上で書かすことのできない、

書誌的な知識を習得する。 

 

■到達目標 

原資料を自力で読解し、必要な文献を探して、注釈をつける能力を身につける。

|日本文学研究に必要な書誌的知識を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 ただし、授業内発表を必須とし、出席が不足の場合は評価の対象

としない。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA1710390A （認定科目名：日本文学演習４） 

授業科目 日本文学演習４ 単位 2 

担当者 加藤 邦彦 シラバスグループ MA3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

日本近現代文学と雑誌 

 

■授業の概要 

日本近現代文学作品と掲載誌との関わりについて検討する。多くの文学作品は、まず雑誌

に掲載され、その後一定の期間を経て単行本に収録される。ということは、文学作品の大

半は雑誌社からの依頼に応じて書かれていると考えられる。そのとき作家は、依頼のあっ

た雑誌の傾向やネームバリューを意識しながら作品を書くだろう。また、雑誌発表された

作品を単行本に収めるときに本文に手を加えるケースもある。雑誌というメディアが文学

作品に与える影響について、さまざまな角度から検証したい。| 
  

■授業の目的・ねらい 

近代に発達した雑誌というメディアが、個々の文学に与えた影響について理解する。雑誌

発表されたころの同時代の読者がどのような磁場のなかで作品を読んだかを考察するこ

とによって、現代的な視点からはみえてこない、〈古くて新しい〉作品の読みの可能性を探

る。| 
 

■到達目標 

雑誌研究の方法を身につける。文学作品に対する掲載雑誌の及ぼした影響を説

明できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA1800290A （認定科目名：日本語学演習） 

授業科目 日本語学演習 単位 2 

担当者 荻原 廣 シラバスグループ MA2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

日本語 

 

■授業の概要 

日本語の中から問題をみつけ研究する。| 

  

■授業の目的・ねらい 

日本語の研究方法を身につける 

 

■到達目標 

日本語について深く考え、また研究することができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 60% レジュメをもとに、1 人、3 回（日常の言語活動の中の日

本の問題、修士論文のテーマの中の日本の問題、任意の日

本語の問題）発表しなければなりません。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA2500290A （認定科目名：中国文学演習１） 

授業科目 中国文学演習１ 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ MA2911 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

曽鞏散文選読 

 

■授業の概要 

北宋の人で、唐宋八大家の一人である曽鞏の散文の中から、無名の官僚について記した「洪

渥伝|」、数奇な運命にもてあそばれた子供の顛末を記した「禿禿記」、地方官関景仁の妻で

ある周[王+宛]のために記した「夫人周氏墓誌銘」、自伝的作品である「学舎記」、盗賊につ

いて持論を展開した「叙盗」を読みます。|授業は演習ですから出席者が分担して日本語に

訳してもらい、それに対する質問に答える形で行います。 
  

■授業の目的・ねらい 

曽鞏は唐宋八大家に数えられる散文の名手です。その作品を読んで、中国の文語文献につ

いての|読解力を高めるのを目的とします。また、曽鞏の活躍したのは１１世紀後半で、時

代は中国的近|世に入っていました。当時の士大夫階層の人々が有していた考え方や生活感

情の一端を曽鞏の作|品から理解することも目標とします。 
 

■到達目標 

中国古典文の読解力を向上させ、宋代士大夫に関する基礎的知識を修得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 授業の終わりにリポート課題について説明します。 

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA2600290A （認定科目名：中国文学演習２） 

授業科目 中国文学演習２ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 シラバスグループ MA2912 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

中国当代文学史研究 

 

■授業の概要 

中華人民共和国の代表的文学史家の当代文学史研究を概述する。思潮、時代精神と文学作

品、文学批判との関係も考察したい。 

  

■授業の目的・ねらい 

中国当代文学史に関する基本的工具書や関連資料の利用法を身につけることおよび問題

発見能力の向上。 

 

■到達目標 

上記「授業の目的・ねらい」を参照。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50% スクーリングで指名しますから、その時の発音と日本語訳が適切

かどうか、また、小テストの実施によって内容の理解度を判断し

ます。|またスクーリング時に連絡するリポート提出は必須です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA2610290A （認定科目名：中国文学演習３） 

授業科目 中国文学演習３ 単位 2 

担当者 瀬邊 啓子 シラバスグループ MA2913 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

中国新時期文学を読む 

 

■授業の概要 

蘇童の短編小説「桜桃」（『作家』1994 年第 3 期）、「美人失踪」（同）の二作品を実際に読

み、中国新時期文学における蘇童と江南作家群について、分析していく。 

  

■授業の目的・ねらい 

蘇童の作品は先鋒文学と評されたり、都市からの「逃亡」といった特色が指摘されること

があるが、実際の作品を読み込むことで、蘇童作品をどのように解釈するべきか、読み解

いてゆく。|また 1980 年代末～90 年代において、中国新時期文学の状況がどのような流

れを辿ったのか、江南作家の作品がどのようなものであったのかを正確に把握してゆく。 
 

■到達目標 

中国新時期文学の 1980 年代末～90 年代の文学の流れを大まかにつかむことが

できるようになる。|蘇童作品を中国語で閲読することができ、作品の書かれた

当時の状況を踏まえて、作品分析ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40 講義で扱った内容について、その理解度と自分なりの分析内容に

よる。 

･授業内発表 60 講義で扱う作品の翻訳とその内容把握による。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA2700290A （認定科目名：中国語学演習） 

授業科目 中国語学演習 単位 2 

担当者 黄 當時 シラバスグループ MA2914 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

北京音系 

 

■授業の概要 

正確な発音でテキストを読み、北京音系における諸問題を考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

北京音系の声母、韻母、声調の全体像と特徴について理解を深める。未習得の場合、少な

くとも GB 漢字第一級（3,755 字）は、正確な発音で読めるようにすること。|授業内の課

題とリポートを元に、基本的な事項を押さえているか、具体的な例が示されているか、を

重視して評価したい。| 
 

■到達目標 

北京音系の声母、韻母、声調の全体像と特徴について基本的な理解を持つこと。

GB 漢字第一級（3,755 字）は、正確な発音で読めるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード MA3500290A （認定科目名：英米文学演習１） 

授業科目 英米文学演習１ 単位 2 

担当者 粟野 修司 シラバスグループ MA2921 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

『ジェイン・エア』を読む 

 

■授業の概要 

Charlotte Bronte, Jane Eyre (1847) を読みます。授業は 3 つの段階に分かれています。ま

ず 初に 19 世紀のイギリス社会について、ブロンテ姉妹の生きた時代がどのような時代

であったか、女性はどのような立場に置かれていたか、などテクストの理解に必須と考え

られる事柄を学び、それについて考えます。次に、ブロンテ姉妹の生涯について学び、考

えます。 後にテクストの読解をおこないます。、 
  

■授業の目的・ねらい 

イギリス文学のテクスト読解と日本語による表現力を伸ばす。 

 

■到達目標 

英語で書かれた文学のテクストを味読すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA3600290A （認定科目名：英米文学演習２） 

授業科目 英米文学演習２ 単位 2 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ MA2922 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

本講義では、文学研究における様々なアプローチを解説しながら、具体的な英米文学の作

品をとりあげ、実際に受講生に作品解釈を行ってもらう。純粋な客観科学とは違い、文学

において作品解釈には唯一の正しい答えがあるわけではない。各作品はその作品を取り巻

く時代や地域といった様々なコンテクストに左右されるし、各読者もそれぞれの主観を免

れることはできない。作品解釈とは、そういったコンテクストを含めて作品を読み解いて

いくことであり、読者も含め、作品に描かれている人間性を理解することなのである。 
 

■授業の概要 

授業では、テキストを使って様々な文学批評理論の解説をする。その際、それぞれの批評

理論について受講生とディスカッションしながら授業を進めていく。また受講生には、実

際に具体的な作品を使って批評理論を使った簡単な批評をしてもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

作品解釈には様々なアプローチがあるので、まずはその基本的なアプローチについての理

解を目指す。その上で、それらのアプローチを用いて、具体的な作品に関して説得力ある

作品解釈ができるようになることが目標である。 
 

■到達目標 

様々な文学批評理論を理解すること。また批評理論を用いて具体的な作品を批

評できるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA3700290A （認定科目名：英語学演習１） 

授業科目 英語学演習１ 単位 2 

担当者 瀬戸 賢一 シラバスグループ MA2923 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

認知言語学の観点から見た英語学演習 

 

■授業の概要 

英語の構造・意味などの仕組を日本語と対比させながら認知言語学の考え方を主に演習形

式で身につけさせる。重点テーマは時間のメタファー。 

  

■授業の目的・ねらい 

認知言語学的なものの見方を習得させることによって，英語の分析法を身につけさせる。

演習問題を中心とした授業を展開する。演習への取り組みとテーマに関する理解をもって

成績評価とする。 
 

■到達目標 

①認知言語学に基づく多義のしくみが理解できる。|②時間のメタファーの問題

点が理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA3800290A （認定科目名：英語学演習２） 

授業科目 英語学演習２ 単位 2 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ MA2924 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

発話の表示的意味と対人的意味について理解する。 

 

■授業の概要 

本講座では、人間が言葉を用いて行うコミュニケーションのメカニズムについて講義をす

る。言葉によるコミュニケーションには必ず話し手と聞き手がいるが、話し手はどのよう

にして自分の意味を聞き手に伝え、聞き手はどのようにして話し手の意味を理解するの

か。そもそも発話の意味とは何なのか。語用論では、これらの問題を、表示的意味と対人

的意味の観点から考察し、コミュニケーションのメカニズムの解明を試みている。発話行

為理論、協調の原則、丁寧さの原則 、関連性理論、ずれの解消理論は、現在までの語用論

の成果であるが、これらの理論を学ぶ基礎知識を身につけると共に、実際に談話分析を試

みる。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語論文の読解力を向上させるとともに語用論の重要概念の十分な基礎知識を身につけ

る。 

 

■到達目標 

英語で書かれた論文を正確に読解できるようになるとともに、語用論の重要概

念である前提、含意、明意と暗意、発話行為、ポライトネス、関連性などについ

て十分な基礎知識を身につけ、更にこれらの知識を使って、自ら談話分析を行

うことが出来るようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA4400290A （認定科目名：書道研究） 

授業科目 書道研究 単位 2 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ MA2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

王羲之と空海 

 

■授業の概要 

日中書法交流史の中でも、その中心的存在である王羲之と空海の人と書について学習す

る。後半その書美を追体験するために実技指導を加える。 

  

■授業の目的・ねらい 

日本と中国を代表する人物の人と書を比較することにより、日中の書法交流がどのように

されてきたかを理解させたい。さらには実技を加えることにより体感することを目的とす

る。 
 

■到達目標 

王羲之と空海の人と書について理解できたかどうかが到達目標である。日中を

代表する二人の能書を学ぶことにより、その関係性がいかに深いものであるか

を考察しなさい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード MA4500290A （認定科目名：漢文学研究） 

授業科目 漢文学研究 単位 2 

担当者 黒田 彰 シラバスグループ MA2904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

孝子伝の研究 

 

■授業の概要 

漢文学の基本テキストである孝子伝は、日本の古典文学に多大な影響を与えたものである

にも関わらず、その原典を把握することは、従来の研究の遅れから、容易ならざるものが

ある。そして、その理由の一端は、それらが図像と共に展開したことが上げられる。当科

目においては、漢文のテキストと共に、それらの図像を大きく取り上げ、漢文テキストと

図像の一体的理解を可能とし、それを漢文学史的に位置付けた上での応用研究への可能性

を探る。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本文学史の底流には長い期間にわたって受容した漢文学の層がある。日本文学と漢文学

の関係を知悉し、日本文学を成立させている重層的な構図を理解する。孝子伝、列女伝の

テキストと、それに基づく図像との関連を具体的に理解し、比較文学的視点から、その日

本古典における、受容研究への基礎学力を養うことを目的とする。 
 

■到達目標 

漢文学のみならず日本文学研究は、二十一世紀における存在意義が問われてい

る。当科目においては、学際学的な研究法を具体的に提示し、これからの日本

文学研究のあり方を考える一助とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10  



授業コード MA4600290A （認定科目名：異文化接触研究（中国）） 

授業科目 異文化接触研究（中国） 単位 2 

担当者 石﨑 博志 シラバスグループ MA2915 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

中古音概説 

 

■授業の概要 

中古音とは、中国の隋唐時代の漢字音をいう。そのうち前期中古音は日本の呉音に、後期

中古音は漢音に反映している。中古音の枠組み、つまり三十六字母や二百六韻は、単に隋

唐時代の漢字音体系を示すにとどまらず、現代漢語方言の音声・音韻体系を説明すること

にも使われている。本授業では、中古音の三十六字母、二百六韻について講義し、漢語音

韻学や漢語方言学の用語を解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

中古音の枠組みを理解する。|漢語音韻学の用語と現代の音声学・音韻学の用語の対応関係

を理解する。|歴史言語学、漢語方言学の用語を理解し、使えるようになる。 

 

■到達目標 

漢字の中古音の音韻位置を調べる方法を体得する。|漢字をみたとき、中古音の

音価を即座に推測できるようになる。|中古音の朝鮮、日本、琉球、ヴェトナム

への拡散を理解できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード MA4700290A （認定科目名：異文化接触研究（英米）） 

授業科目 異文化接触研究（英米） 単位 2 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 シラバスグループ MA2925 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

日本と英国、米国との相互関係とその歴史 

 

■授業の概要 

日本と英米両国との関わりの歴史をまずは把握する。その後、両国との交流についていく

つかのテーマに分けて考察する。映画等も使用し、日本の英国、米国に対する見方、また

その逆からの視点について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目では、おもに日本と英国や米国との交流を研究対象とする。日本は、鎖国していた

江戸時代にも、長崎の出島を通して西欧とはほそぼそと交流していたが、西欧との本格的

で直接的な交流が始まったのは 19 世紀中頃である。それ以来、米国と英国との交流は長

く深い。その両国との関係のなかで、日本がどのような影響を受けたか、また両国が日本

からどのような影響を受けたかを考察･理解するための講義をおこなう。それを通して、受

講生の異文化を理解するための能力を高めることを目的とする。 
 

■到達目標 

到達目標|①日本と英国、米国がどのような歴史を経て交流してきたかを理解す

る。|②日本と英国、米国がお互いに持つイメージの変遷について理解する。|③

日本と英国、米国がどのような影響を相互に与え合っているかを理解する。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA6500290A （認定科目名：日本文学研究） 

授業科目 日本文学研究 単位 2 

担当者 黒田 彰子 シラバスグループ MA2905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

歌学史を学ぶ 

 

■授業の概要 

我が国で「歌学」が成立してくるのは平安時代のごく初期である。当然のことながら、中

国の詩学に学びつつ、和歌の独自性を打ち立てる努力がなされた。当該授業では、平安期

以降の歌学史を通観し、それぞれの時代の特色、他ジャンルとの関わり、文学論としての

性格、日中比較文学としての視点、等に留意しつつ近世に至る流れを通観する。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌学の包括する世界を知り、実作としての和歌との関わりに留意しつつ、時代的特色、ひ

いては日本文学としての特色を理解する。 

 

■到達目標 

平安期から近世にかけての歌学史を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード MA6600290A （認定科目名：中国文学研究） 

授業科目 中国文学研究 単位 2 

担当者 李 冬木 シラバスグループ MA2916 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

周樹人から魯迅へ―留学時代を中心に― 

 

■授業の概要 

 本研究は、周樹人の 1902 年から 1909 年に至る日本における留学経験と精神構築が、

彼自身が中国近代文学の開拓者〈魯迅〉に羽化する過程において要となる役割を果たし、

彼がひとりの「近代」作家としての知性を完成する準備段階であったと考える。今回の授

業は、これまでの研究の基礎の上に、周樹人と日本書から着手し、具体的には進化論の方

面から『物競論』、丘浅次郎；国民性思想方面の『支那人気質』、『国民性十論』；個人主義

方面から桑木厳翼、煙山專太郎、登張竹風；文学観方面から齋藤信策等の問題について実

証研究をすすめることによって、周樹人が明治 30 年代の文化的背景の下で実際に直面し

た「西洋」を明らかにする。 
  

■授業の目的・ねらい 

「周樹人から魯迅へ」「天演から進化へ」「『支那人気質』と魯迅」「『国民性十論』と魯迅」

「明治時代のニーチェ及びその周辺」「煙山専太郎のスティルネル」「齋藤野の人と魯迅」

等の課題を通して、魯迅文学の成立を理解してもらいたいのは本研究の目的である。その

目標は近代日中両国の文献を閲読する能力を高め、日本留学期の魯迅と同時代の日本書と

の関係という側面を通して、文学者魯迅における日・中近代文学交流の実態に迫る。 
 

■到達目標 

 留学生周樹人が明治日本という異文化の中で、いかにひとりの作家として形

作られるかという内的精神のメガニズムを明らかにするとともに、近代日中両

国の文献を閲読する能力を高める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード MA6700290A （認定科目名：英米文学研究） 

授業科目 英米文学研究 単位 2 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ MA2926 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

文学作品に描かれているメッセージを読み解く解釈の作業をする。文学作品には、その表

面に描かれているもの以上のものが描かれている。読者は意識的、あるいは無意識的にそ

ういうメッセージを受け取っているのである。文学研究の面白さはそういうメッセージを

暗号解読のような作業を通して見つけていくところにある。今回の授業では、「心の理論」

という発達心理学の概念を用いて作品解釈を行う。 
 

■授業の概要 

発達心理学の概念である「心の理論」について理解してもらい、さらにこの概念が文学研

究とどう関係しているのかを理解してもらう。「心の理論」が文学研究にどう応用できるの

かを理解してもらった上で、具体的な作品を用いて、「心の理論」の観点から読んだ時、そ

の作品に何が読み取れるのか、受講生それぞれの独特な視点から独創的な読みを展開して

もらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

文学作品解釈の方法について理解できること、特に「心の理論」と文学との関係を理解し

た上で、「心の理論」の観点から作品解釈ができるようになること、その上で自分独自の意

見を説得力をもって発表することができるようになることが目標。 
 

■到達目標 

文学作品解釈の方法について理解できること、特に「心の理論」と文学との関

係を理解できること、その上で、自分独自の視点から作品解釈ができること。

さらに、自分の解釈を客観的に説得力をもって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 石﨑 博志 シラバスグループ N20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国語と中国学の基礎 

 

■授業の概要 

この講義では、大学における学びにおいて、考えるということはどういうことか、説明す

るということはどういうことかといった基礎的な事柄について、課題文を読みながら考え

る。また中国語の初歩的な問答を通して、中国語の基礎文法、常用語の違いなどを説明す

る。そして、リポートの書き方やリポートの形式を遵守する意味は何かについても講義す

る予定。受講生には、中国語での問答のほか、こちらが提示したテーマ、あるいは各自の

興味のある分野についての簡単なプレゼンテーションを個人、あるいはグループ単位でし

てもらう予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）各受講生がそれぞれ興味関心を抱く分野を発見し、その研究方法の初歩を獲得するこ

と。|２）到達目標は、リポートに必要な書式を理解し、それらを遵守しつつプレゼンテー

ションやリポート作成ができること。| 
 

■到達目標 

(1)リポートの形式を知り、その形式に従ってリポートを書けるようにする|(2)初

歩的な中国語の問答ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 楊 韜 シラバスグループ N30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国語と中国学の基礎 

 

■授業の概要 

この講義では中国語と中国学の基礎を学ぶ。中国語の発音や基礎文法、現代中国語の歴史

変遷、中国語圏における言語的文化的な動向などを中心に講義する。また、語学・文学・

歴史・思想といった分野を問わず、中国学を研究する者にとって基礎的な事柄を学ぶ。リ

ポートや論文作成、口頭でのプレゼンテーションの基本的事柄も学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

1) 目的：中国語と中国学の基礎を身につける。|2) ねらい：各受講生がそれぞれ興味関心

を抱く分野を発見し、その研究方法の初歩的技術を獲得する。| 

 

■到達目標 

中国語と中国学の基礎を身につけ、プレゼンテーションやレポート作成ができ

るようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード N52020200A （認定科目名：中国哲学研究２） 

授業科目 中国哲学研究２ 単位 2 

担当者 松尾 洋二 シラバスグループ N20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東アジア近代学術文献選読 

 

■授業の概要 

東アジアにおいては近代に入って、|伝統思想が西洋思想との対照のもと新たにとらえ直さ

れてくる。|本演習では、その中から中国近代学術の創始者梁啓超の『明清之交中国思想界

及其代表人物』を選読する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学術文献読解 

 

■到達目標 

『大漢和辞典』『漢語大詞典』などの大型の辞典、各種の工具書に慣れる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 ５０％|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52030100A （認定科目名：中国文学研究基礎１/中国文学研究１） 

授業科目 中国文学研究基礎１ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 シラバスグループ N10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国現代文学作品研究 

 

■授業の概要 

老舎の「駱駝祥子」（中国語原文）を読む。|中国音のリズムや文章構造の理解のため必要

に応じて日本語訳を参考にしてください。 

  

■授業の目的・ねらい 

上記授業の概要を参照。 

 

■到達目標 

中国現代文学作品読解力の向上 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 100 スクーリングで指名しますから、その時の発音と日本語訳が適切

かどうか、また、小テストの実施によって内容の理解度を判断し

ます。|またスクーリング時に連絡するリポート提出は必須です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52040200A （認定科目名：中国文学研究基礎２/中国文学研究２） 

授業科目 中国文学研究基礎２ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 シラバスグループ N20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国当代文学作品研究 

 

■授業の概要 

老舎の「茶館」（中国語原文）を読む。|中国音のリズムや文章構造の理解のため必要に応

じて日本語訳を参考にしてください。 

  

■授業の目的・ねらい 

上記授業の概要を参照。|原文精読を通じて作品理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

中国当代文学理解の基礎力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 100 スクーリングで指名しますから、その時の発音と日本語訳が適切

かどうか、また、小テストの実施によって内容の理解度を判断し

ます。|またスクーリング時に連絡するリポート提出は必須です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52110100A （認定科目名：現代名作導読） 

授業科目 現代名作導読 単位 2 

担当者 李 冬木 シラバスグループ N10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代中国作家・作品案内 

 

■授業の概要 

 本授業では、20 世紀以降の現代中国作家・作品を可能な限り紹介し、その解説と一部の

作品抜粋の読解により現代の中国作家・作品について基本的な知識を身につけることと、

現代中国作品の解読能力を高めることをめざす。 
  

■授業の目的・ねらい 

 上記「授業の概要」参照。関連する作家・作品・事柄をできるだけ多く紹介するととも

に、生の言語で作品に接する場を作る。ある作家・作品または事柄に対して関心を持つよ

うになるのをねらう。 
 

■到達目標 

 現代中国作家・文学を通じて、現代中国文學ないし社会状況や思想に対する

基本的な理解が達成されるとともに、自分の関心を持つテーマを設定すること

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52120100A （認定科目名：古典名作導読） 

授業科目 古典名作導読 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ N10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

唐宋散文選読 

 

■授業の概要 

唐代と宋代の散文の名作を読む。原文の内容解釈にとどまらず、作品の背景をなす時代と

社会とに関連させて講義する。 

  

■授業の目的・ねらい 

唐代中期に端を発した中国近世における知識人(士大夫)の作品を通して、その考え方や生

活意識について初歩的理解を得ることを目的とする。 

 

■到達目標 

中国の文学作品がさまざまな内容から成ることを理解し、中国の近世と知識人

たちの考え方について初歩的な理解を得る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 授業の終了時にリポート課題について説明します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  

･その他 0  



授業コード N52130300A （認定科目名：高級漢語閲読（現代）/中国文学講読１） 

授業科目 高級漢語閲読（現代） 単位 2 

担当者 藤澤 次郎 シラバスグループ N30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代中国語の読解力を身につける 

 

■授業の概要 

現代中国語で書かれた文章を集めたテキストの読解。 

  

■授業の目的・ねらい 

現代中国語で書かれた文章を集めたテキストの読解を通して、現代中国語の読解力を養成

し、また中国現代文学に関する基礎的な事柄も学習する。 

 

■到達目標 

現代中国語で書かれた文章を読解できるようにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52140300A （認定科目名：高級漢語閲読（古典）） 

授業科目 高級漢語閲読（古典） 単位 2 

担当者 李 冬木 シラバスグループ N30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

近代中国・文献選読 

 

■授業の概要 

 中国では、一般的に 19 世紀後半から 20 世紀 10 年代終わりまで、いわば明治から大正

８年前後までにあたるこの時期は、「近代」と呼ばれる。これは、伝統的な社会から現代の

社会への転換期です。この移行期間に反映される言語の変化は、「文言文」（古典中国語）

から「白話」（現代中国語）への移行です。この授業は、この時期に文言文で書かれた文章

を読み、この期間中の中国の思想と言語の変化を理解するように設計されている。 
  

■授業の目的・ねらい 

 上記「授業の概要」参照。文言文で書かれた近代中国文献を日本語における「漢文」で

はなく、近代中国語として読み、発音や文法規則等の知識、読み取り能力を身につけるこ

とをめざす。 
 

■到達目標 

 文言文で書かれた近代中国文献が読めるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52150200A （認定科目名：中国哲学講読１） 

授業科目 中国哲学講読１ 単位 2 

担当者 藤田 一乗 シラバスグループ N20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国哲学の理解 

 

■授業の概要 

中国には様々な哲学があるが、それを近代の人間がどのように理解、受容したかを、近代

中国文|学の牽引者の一人、胡適の哲学に関する著述(『先秦名学史』第三編 墨翟及其学派

的邏輯)からみていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的は、文献の正確な読解である。その為には予習は欠かせない。授業では音読と

日本語|訳をしていってもらう。 一言一句精読して授業は進める。|難しい箇所もあると思

うが、間違っていても構わないので、自分一人で取り組むこと。分かる箇|所と分からない

箇所を明確にしておくこと。|分からない箇所は、なぜ分からないかを自分で先ず考えて欲

しい。その上で授業に臨むと、より|理解度が深まると思う。|評価は授業の態度、リポート

試験で判定する。また辞書(中日辞典や漢和辞典等)を所有している人|は必ず持ってくるこ

と。| 
 

■到達目標 

自分一人である程度学習できるようになれること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N5216010AA （認定科目名：中国哲学講読２） 

授業科目 中国哲学講読２ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『孫子』を読む。 

 

■授業の概要 

『孫子』の「計篇」と『史記』の「孫武伝」を読みます。|こちらから指名し、少しずつ読

んでもらう形で授業を進めます。|書き下しあるいは中国音での音読（どちらか一方。両方

用意できれば言うことなし）・注釈・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提

出してください。勉強ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

昔の中国語を読む際の注意点やコツ。|自分は何がわかっていて何がわからないか。|それら

を把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N52210300A （認定科目名：漢語現代文献演習（文学）１/中国文学演

習１） 

授業科目 漢語現代文献演習（文学）１ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 
巴金の《海行杂记》を読む。 

 

■授業の概要 

巴金の《海行杂记》を冒頭から読みます。|こちらから指名し、少しずつ読んでもらう形で

授業を進めます。|中国音での音読・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提

出してください。勉強ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語を読む際の注意点やコツ。|日本語に訳す際の注意点やコツ。|自分は何がわかってい

て何がわからないか。|それらを把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。|中国語の語法を理解した上で日本語に訳

す力をつけること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N52220300A （認定科目名：漢語現代文献演習（文学）２/中国文学演

習２） 

授業科目 漢語現代文献演習（文学）２ 単位 2 

担当者 若杉 邦子 シラバスグループ N30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

清末におけるニーチェ受容について 

 

■授業の概要 

清末中国における「ニーチェ思想の受容のありかた」について考察する。考察時には、雑

誌『新民叢報』に掲載された梁啓超の文章から、興味深い記述を適宜抜粋し、検討材料と

して用いる。 
  

■授業の目的・ねらい 

ドイツの思想家、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ（1844 年-1900 年）が、２０

世紀の世界に対して及|ぼした影響はまさに甚大であった。そのインパクトは、民国以後の

中国においても「ニーチェ主義」あるいは「反ニーチェ主義」として顕著に認められるも

のである。では、ニーチェ思想が中国に取り入れられたばかりの頃、すなわち清末に立ち

戻るならば、その受容状況はいかなるものであっただろうか？この疑問について考えるに

あたり、本講はまず、修斌氏の指摘（『新民叢報』におけるニーチェ――明治日本との関わ

り――、2001）に従い、清末のニーチェ受容が『新民叢報』（1902～）中の文章以降のこと

であったと定義するところから着手する。そしてその前提に立った上で、『新民叢報』内に

散見する「ニーチェ観」の具体的な確認作業を行い、 終的には、近代中国におけるニー

チェ思想の初期受容の様相に関する一応の理解を得てみたい。 
 

■到達目標 

１）近代中国におけるニーチェ思想の初期受容の様相に関する一応の理解を得

る。|２）近代を起点として今日に至るまで継続的に存在する中国の思潮傾向が

理解できる。|３）文語を多用し、繁体字を用いた、しかし「若者向け」の学術

的な文章に触れることにより、語彙を増やし、知的な表現に慣れる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 30 受講者全員に対し、数回の指名を行う（指名の回数は受講者数に

より決まる）。その時の発表内容に応じてトータル 30 点満点で評

価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業中に２回ライティングを実施し、トータル 20 点満点で評価

する。 

･その他 0  



授業コード N52230450A （認定科目名：漢語古典文献演習（文学）１） 

授業科目 漢語古典文献演習（文学）１ 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ N45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

志怪小説を読む 

 

■授業の概要 

中国の文語文（わが国では「漢文」と言い習わされてきた）と口語文（現代中国語）は、

中国語という言語の文語と口語です。別々の言語ではありません。授業では、六朝の志怪

小説を音読で読解すると同時に、中国語の文語文の構文とリズムに対して一定の理解を得

ることも目指します。テキストから数篇を選んで読みます。「毎回の授業のテーマ」の欄を

参照のこと。 
  

■授業の目的・ねらい 

六朝の志怪小説を実際に読み、それを通して中国古典文がいかなるものかを理解する。 

 

■到達目標 

六朝の志怪小説についての初歩的理解と中国古典文の読解力向上 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 授業の終了時にリポート課題について説明します。 

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52240450A （認定科目名：漢語古典文献演習（文学）２） 

授業科目 漢語古典文献演習（文学）２ 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ N45020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

唐代伝奇を読む 

 

■授業の概要 

中国の文語文（わが国では「漢文」と言い習わされてきた）と口語文（現代中国語）は、

中国語という言語の文語と口語です。別々の言語ではありません。授業では、唐代の伝奇

小説を音読で読解すると同時に、中国語の文語文の構文とリズムに対して一定の理解を得

ることも目指します。テキストの「李娃伝」(pp.40-51)を読みます。少し長いのですが、

読み通す予定です。 
  

■授業の目的・ねらい 

唐代の伝奇小説を実際に読み、それを通して中国古典文がいかなるものかを理解する。 

 

■到達目標 

唐代の伝奇小説についての初歩的理解と中国古典文の読解力向上 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 授業の終了時にリポート課題について説明します。 

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52250200A （認定科目名：中国哲学演習１） 

授業科目 中国哲学演習１ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『荀子』を読む。 

 

■授業の概要 

『荀子』の「勧学篇」を読みます。|こちらから指名し、少しずつ読んでもらう形で授業を

進めます。|書き下しあるいは中国音での音読（どちらか一方。両方用意できれば言うこと

なし）・注釈・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提出してください。勉強

ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

昔の中国語を読む際の注意点やコツ。|自分は何がわかっていて何がわからないか。|それら

を把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。|工具書を多く知ること。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52260200A （認定科目名：中国哲学演習２） 

授業科目 中国哲学演習２ 単位 2 

担当者 松尾 洋二 シラバスグループ N20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東アジア近代学術文献選読 

 

■授業の概要 

東アジアにおいては近代に入って、|伝統思想が西洋思想との対照のもと新たにとらえ直さ

れてくる。|本演習では、その中から中国近代学術の創始者梁啓超の『仏典之翻訳』を選読

する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学術文献読解 

 

■到達目標 

『大漢和辞典』『漢語大詞典』などの大型の辞典、各種の工具書に慣れる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 ５０％|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52310100A （認定科目名：中国語基礎演習１） 

授業科目 中国語基礎演習１ 単位 2 

担当者 小出 敦 シラバスグループ N10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

時事中国語講読 

 

■授業の概要 

新の中国の新聞記事やネット記事をもとにして編集された『時事中国語の教科書 2020

年度版』を読む。今回のスクーリングでは第１課から第６課までを読む予定である。授業

では、受講生ひとりずつ順番に、朗読と日本語訳を担当してもらう。さらに、各課ごとに

小テストをおこなう。小テストの形式は、本文の書き取り（聴写）である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語の文章を読む訓練をすると同時に、現代中国の政治・経済・文化についての理解を

深める。 

 

■到達目標 

教科書の文章を正確に朗読すること、正確に日本語に訳すこと、耳で聞いて理

解することである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002 課題を出す。 

･授業内発表 30% 発音の正確さと、日本語訳の正確さによって評価する。 

･授業内試験 0.29999999999999999 小テスト（聴写）。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52310200A （認定科目名：中国語基礎演習１） 

授業科目 中国語基礎演習１ 単位 2 

担当者 小出 敦 シラバスグループ N20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

時事中国語講読 

 

■授業の概要 

新の中国の新聞記事やネット記事をもとにして編集された『時事中国語の教科書 2020

年度版』を読む。今回のスクーリングでは第１課から第６課までを読む予定である。授業

では、受講生ひとりずつ順番に、朗読と日本語訳を担当してもらう。さらに、各課ごとに

小テストをおこなう。小テストの形式は、本文の書き取り（聴写）である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語の文章を読む訓練をすると同時に、現代中国の政治・経済・文化についての理解を

深める。 

 

■到達目標 

教科書の文章を正確に朗読すること、正確に日本語に訳すこと、耳で聞いて理

解することである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002 課題を出す。 

･授業内発表 30% 発音の正確さと、日本語訳の正確さによって評価する。 

･授業内試験 0.29999999999999999 小テスト（聴写）。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52320100A （認定科目名：中国語基礎演習２） 

授業科目 中国語基礎演習２ 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

蘇軾『東坡志林』選読 

 

■授業の概要 

 北宋の文人・蘇軾が著した随筆集『東坡志林』を扱います。|『東坡志林』は、現在の形

になる迄の成立事情が明らかでない部分もありますが、その内容は、蘇軾が折に触れ書き

綴った日常の思いや旅先での旅情、あるいは当時の流行事など多岐に渡っており、文体も

平易で読み解きやすいものが多いです。| 本授業ではその中から数篇を選んで鑑賞し、作

品を通じて蘇軾の人生観や思想の一端に触れていただき、資料の読み解き方や必要な参考

文献の扱い方なども、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52320200A （認定科目名：中国語基礎演習２） 

授業科目 中国語基礎演習２ 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

蘇軾『東坡志林』選読 

 

■授業の概要 

 北宋の文人・蘇軾が著した随筆集『東坡志林』を扱います。|『東坡志林』は、現在の形

になる迄の成立事情が明らかでない部分もありますが、その内容は、蘇軾が折に触れ書き

綴った日常の思いや旅先での旅情、あるいは当時の流行事など多岐に渡っており、文体も

平易で読み解きやすいものが多いです。| 本授業ではその中から数篇を選んで鑑賞し、作

品を通じて蘇軾の人生観や思想の一端に触れていただき、資料の読み解き方や必要な参考

文献の扱い方なども、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52330200A （認定科目名：中国現代演習） 

授業科目 中国現代演習 単位 2 

担当者 石﨑 博志 シラバスグループ N20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

物品の説明書から学ぶ中国語の文語 

 

■授業の概要 

日常生活で使用されている素材を、教材として使用したものをレアリアという。本授業で

は、食品のパッケージ、食品の説明書、薬の効能説明などを読むことで、現代中国語の文

語表現を学ぶ。また商品にかかわる新聞記事も読み、理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国で生活するうえで必要となるのは会話だけではない。例えば、アレルギーをもつ人が

食品を買う時には、成分表示を参照せねばならず、病気になった時には効能や副作用を確

認して薬をのまねばならない。本講義ではそうした商品に書かれた中国語を読むことで、

文語的文体の特徴を把握し、中国の習慣や社会制度についての理解を深める。 
 

■到達目標 

現代中国語の文語表現に慣れる|口語と文語の違いを知る|日本と中国での制度

の違いを理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52330300A （認定科目名：中国現代演習） 

授業科目 中国現代演習 単位 2 

担当者 藤井 美恵子 シラバスグループ N30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

読解力の向上と新中国成立以降の社会の変遷を学ぶ。 

 

■授業の概要 

使用するテキスト『阿強的故事』は、農村出身の若者「阿強」が都会に出て、自分の工場

を経営するようになるまでの成功譚である。彼の成功譚を読み進めると同時に、新中国成

立以降の社会の変遷を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

正確な発音と文法事項の確認、読解力の向上を目的とする。 

 

■到達目標 

複雑な文章を辞書を使って自分で読むことができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 20  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52340200A （認定科目名：中国古典演習） 

授業科目 中国古典演習 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ N20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国古典文読解力養成 

 

■授業の概要 

テキストは使わずに、事前に配布する講義資料「中国古典文選」を読みます。|資料の本文

および【語法】中の《例文》を、事前に予習をして出席してください。授業中に指名して

解釈を担当してもらいます。|資料ト本文には〈注〉を付けてありますので利用してくださ

い。また、予習の際には発音を調べ|て音読できるようにしておいてください。この授業は、

音読が中心で、訓読は要求されません。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国の文語文（中国語では「文言」あるいは「古代漢語」という）の基礎的な読解力を養

成する|ことを目的とします。予習をしないで出席し、担当の義務を果たせなかった受講生

は、評価の対|象にはなりません。 
 

■到達目標 

古典文を読解する基本的な知識を修得し、基礎的読解力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 授業の終了時にリポート課題について説明します。 

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N52340300A （認定科目名：中国古典演習） 

授業科目 中国古典演習 単位 2 

担当者 藤澤 次郎 シラバスグループ N30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を養成する。 

 

■授業の概要 

古代漢語（所謂漢文）の も基本的な文献は経書と正史である。哲学・歴史・文学を問わ

ず、中国古典について学ぶ場合、この二種の文献を避けて通ることは出来ない。それ故こ

の授業では、正史の中の漢書を選択し、その文章の読解を通して、どのように古代漢語を

読み解くかを学習する。|授業に於いては、現代中国語音による直読と日本語による訓読を

併用するので、その双方の準備が必要である。 
  

■授業の目的・ねらい 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を身につけること。 

 

■到達目標 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 授業中に指示。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N54020200A （認定科目名：中国古典研究入門） 

授業科目 中国古典研究入門 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

宋代の散文について 

 

■授業の概要 

 宋代には非常に多くの散文が書かれており、当時の知識人の思想や文化を知ることがで

きると共に、歴史を紐解くにも欠かせない資料となり得るものです。| 本授業では、宋人

の散文作品を数篇取り上げて鑑賞し、資料の読み解き方や必要な参考文献の扱い方など

も、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N55010200A （認定科目名：中国語学研究１） 

授業科目 中国語学研究１ 単位 2 

担当者 黄 當時 シラバスグループ N20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

語学講読 

 

■授業の概要 

四角号碼による検字法の教習と、ピンインを付した簡単な原文の講読を行なう。中国語の

特質に触れ、中国語を正確に読み取れるようにしたい。 

  

■授業の目的・ねらい 

中国語に関する基礎的な知識を身につけ、中国語で書かれた平易な文章が理解できるよう

になること。|上記がどの程度達成できたかを平常点とリポートで評価する。 

 

■到達目標 

四角号碼の構造についての基礎的な知識を持ち、ピンインを付した簡単な原文

をある程度正確な発音で読み、解釈できることを目指したい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード N55020200A （認定科目名：中国語学研究２） 

授業科目 中国語学研究２ 単位 2 

担当者 黄 當時 シラバスグループ N20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

語学講読 

 

■授業の概要 

ピンインを付した簡単な原文の講読を行なう。中国語の特質に触れ、中国語を正確に読み

取れるようにしたい。 

  

■授業の目的・ねらい 

中国語に関する基礎的な知識を身につけ、中国語で書かれた平易な文章が理解できるよう

になること。|上記がどの程度達成できたかを平常点とリポートで評価する。| 

 

■到達目標 

ピンインを付した簡単な原文をある程度正確な発音で読み、解釈できることを

目指したい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード N55120201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード N55120202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード N55120300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード N60010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 石﨑 博志 シラバスグループ N20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国語と中国学の基礎 

 

■授業の概要 

この講義では、大学における学びにおいて、考えるということはどういうことか、説明す

るということはどういうことかといった基礎的な事柄について、課題文を読みながら考え

る。また中国語の初歩的な問答を通して、中国語の基礎文法、常用語の違いなどを説明す

る。そして、リポートの書き方やリポートの形式を遵守する意味は何かについても講義す

る予定。受講生には、中国語での問答のほか、こちらが提示したテーマ、あるいは各自の

興味のある分野についての簡単なプレゼンテーションを個人、あるいはグループ単位でし

てもらう予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）各受講生がそれぞれ興味関心を抱く分野を発見し、その研究方法の初歩を獲得するこ

と。|２）到達目標は、リポートに必要な書式を理解し、それらを遵守しつつプレゼンテー

ションやリポート作成ができること。| 
 

■到達目標 

(1)リポートの形式を知り、その形式に従ってリポートを書けるようにする|(2)初

歩的な中国語の問答ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N60010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 楊 韜 シラバスグループ N30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国語と中国学の基礎 

 

■授業の概要 

この講義では中国語と中国学の基礎を学ぶ。中国語の発音や基礎文法、現代中国語の歴史

変遷、中国語圏における言語的文化的な動向などを中心に講義する。また、語学・文学・

歴史・思想といった分野を問わず、中国学を研究する者にとって基礎的な事柄を学ぶ。リ

ポートや論文作成、口頭でのプレゼンテーションの基本的事柄も学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

1) 目的：中国語と中国学の基礎を身につける。|2) ねらい：各受講生がそれぞれ興味関心

を抱く分野を発見し、その研究方法の初歩的技術を獲得する。| 

 

■到達目標 

中国語と中国学の基礎を身につけ、プレゼンテーションやレポート作成ができ

るようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード N63010200A （認定科目名：中国語学研究１） 

授業科目 中国語学研究１ 単位 2 

担当者 黄 當時 シラバスグループ N20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

語学講読 

 

■授業の概要 

四角号碼による検字法の教習と、ピンインを付した簡単な原文の講読を行なう。中国語の

特質に触れ、中国語を正確に読み取れるようにしたい。 

  

■授業の目的・ねらい 

中国語に関する基礎的な知識を身につけ、中国語で書かれた平易な文章が理解できるよう

になること。|上記がどの程度達成できたかを平常点とリポートで評価する。 

 

■到達目標 

四角号碼の構造についての基礎的な知識を持ち、ピンインを付した簡単な原文

をある程度正確な発音で読み、解釈できることを目指したい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード N63020200A （認定科目名：中国語学研究２） 

授業科目 中国語学研究２ 単位 2 

担当者 黄 當時 シラバスグループ N20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

語学講読 

 

■授業の概要 

ピンインを付した簡単な原文の講読を行なう。中国語の特質に触れ、中国語を正確に読み

取れるようにしたい。 

  

■授業の目的・ねらい 

中国語に関する基礎的な知識を身につけ、中国語で書かれた平易な文章が理解できるよう

になること。|上記がどの程度達成できたかを平常点とリポートで評価する。| 

 

■到達目標 

ピンインを付した簡単な原文をある程度正確な発音で読み、解釈できることを

目指したい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード N63030200A （認定科目名：中国哲学研究２） 

授業科目 中国哲学研究２ 単位 2 

担当者 松尾 洋二 シラバスグループ  

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東アジア近代学術文献選読 

 

■授業の概要 

東アジアにおいては近代に入って、|伝統思想が西洋思想との対照のもと新たにとらえ直さ

れてくる。|本演習では、その中から中国近代学術の創始者梁啓超の『明清之交中国思想界

及其代表人物』を選読する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学術文献読解 

 

■到達目標 

『大漢和辞典』『漢語大詞典』などの大型の辞典、各種の工具書に慣れる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 ５０％|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63040200A （認定科目名：中国哲学研究２） 

授業科目 中国哲学研究２ 単位 2 

担当者 松尾 洋二 シラバスグループ N20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東アジア近代学術文献選読 

 

■授業の概要 

東アジアにおいては近代に入って、|伝統思想が西洋思想との対照のもと新たにとらえ直さ

れてくる。|本演習では、その中から中国近代学術の創始者梁啓超の『明清之交中国思想界

及其代表人物』を選読する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学術文献読解 

 

■到達目標 

『大漢和辞典』『漢語大詞典』などの大型の辞典、各種の工具書に慣れる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 ５０％|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63050100A （認定科目名：中国文学研究基礎１/中国文学研究１） 

授業科目 中国文学研究１ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 シラバスグループ N10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国現代文学作品研究 

 

■授業の概要 

老舎の「駱駝祥子」（中国語原文）を読む。|中国音のリズムや文章構造の理解のため必要

に応じて日本語訳を参考にしてください。 

  

■授業の目的・ねらい 

上記授業の概要を参照。 

 

■到達目標 

中国現代文学作品読解力の向上 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 100 スクーリングで指名しますから、その時の発音と日本語訳が適切

かどうか、また、小テストの実施によって内容の理解度を判断し

ます。|またスクーリング時に連絡するリポート提出は必須です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63060200A （認定科目名：中国文学研究基礎２/中国文学研究２） 

授業科目 中国文学研究２ 単位 2 

担当者 辻田 正雄 シラバスグループ N20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国当代文学作品研究 

 

■授業の概要 

老舎の「茶館」（中国語原文）を読む。|中国音のリズムや文章構造の理解のため必要に応

じて日本語訳を参考にしてください。 

  

■授業の目的・ねらい 

上記授業の概要を参照。|原文精読を通じて作品理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

中国当代文学理解の基礎力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 100 スクーリングで指名しますから、その時の発音と日本語訳が適切

かどうか、また、小テストの実施によって内容の理解度を判断し

ます。|またスクーリング時に連絡するリポート提出は必須です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63110300A （認定科目名：高級漢語閲読（現代）/中国文学講読１） 

授業科目 中国文学講読１ 単位 2 

担当者 藤澤 次郎 シラバスグループ N30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代中国語の読解力を身につける 

 

■授業の概要 

現代中国語で書かれた文章を集めたテキストの読解。 

  

■授業の目的・ねらい 

現代中国語で書かれた文章を集めたテキストの読解を通して、現代中国語の読解力を養成

し、また中国現代文学に関する基礎的な事柄も学習する。 

 

■到達目標 

現代中国語で書かれた文章を読解できるようにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63120300A （認定科目名：中国文学講読２） 

授業科目 中国文学講読２ 単位 2 

担当者 瀬邊 啓子 シラバスグループ N30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文革期文学を再考する 

 

■授業の概要 

 王堯が台湾で文学文学大系を出版した際に、李恵薪「膠林新曲」（『北京文藝』1976 年第

5 期）を収録した。『北京文藝』のなかでは、この作品は知識青年文学として論じられてい

るが、知青文学として分類すべきかは議論の余地がある。| 講義では、知青を題材にした

江溶「紅焔燦々」（『北京文藝』1976 年第 4 期）を講読し、その後「膠林新曲」を講読す

る。前者は記者の目線から紅衛兵を経た女性が知青として、どのように暮らしているのか

を描いてはいるものの、文革期に求められた「紅衛兵→知青」像がよく分かる。「紅焔燦々」

を踏まえたうえで、「膠林新曲」の購読を通して、作品分析を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

 中国では文革期の出版物の処分が進んでおり、それと同時に文革そのものも語られなく

なりつつある。本講義では文革期に発表された作品のうち、『北京文藝』に掲載された知青

に関する作品を二作品取り上げ、文革期に求められた知青文学について、どのような作品

であったのか、具体的に理解・分析することを目的とする。 
 

■到達目標 

 中国語の原文で小説を読めるようになる。| 文革期の文藝状況ならびに知青

文学について、把握することができるようになる。| 作品を通して、作品分析

ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30 作品の正確な理解と、知青文学に対する理解と、作品分析の内容

による 

･授業内発表 70 作品の翻訳発表による 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63130200A （認定科目名：中国哲学講読１） 

授業科目 中国哲学講読１ 単位 2 

担当者 藤田 一乗 シラバスグループ N20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国哲学の理解 

 

■授業の概要 

中国には様々な哲学があるが、それを近代の人間がどのように理解、受容したかを、近代

中国文|学の牽引者の一人、胡適の哲学に関する著述(『先秦名学史』第三編 墨翟及其学派

的邏輯)からみていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的は、文献の正確な読解である。その為には予習は欠かせない。授業では音読と

日本語|訳をしていってもらう。 一言一句精読して授業は進める。|難しい箇所もあると思

うが、間違っていても構わないので、自分一人で取り組むこと。分かる箇|所と分からない

箇所を明確にしておくこと。|分からない箇所は、なぜ分からないかを自分で先ず考えて欲

しい。その上で授業に臨むと、より|理解度が深まると思う。|評価は授業の態度、リポート

試験で判定する。また辞書(中日辞典や漢和辞典等)を所有している人|は必ず持ってくるこ

と。| 
 

■到達目標 

自分一人である程度学習できるようになれること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N6314010AA （認定科目名：中国哲学講読２） 

授業科目 中国哲学講読２ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『孫子』を読む。 

 

■授業の概要 

『孫子』の「計篇」と『史記』の「孫武伝」を読みます。|こちらから指名し、少しずつ読

んでもらう形で授業を進めます。|書き下しあるいは中国音での音読（どちらか一方。両方

用意できれば言うことなし）・注釈・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提

出してください。勉強ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

昔の中国語を読む際の注意点やコツ。|自分は何がわかっていて何がわからないか。|それら

を把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N63210300A （認定科目名：漢語現代文献演習（文学）１/中国文学演

習１） 

授業科目 中国文学演習１ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 
巴金の《海行杂记》を読む。 

 

■授業の概要 

巴金の《海行杂记》を冒頭から読みます。|こちらから指名し、少しずつ読んでもらう形で

授業を進めます。|中国音での音読・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提

出してください。勉強ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語を読む際の注意点やコツ。|日本語に訳す際の注意点やコツ。|自分は何がわかってい

て何がわからないか。|それらを把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。|中国語の語法を理解した上で日本語に訳

す力をつけること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N63220300A （認定科目名：漢語現代文献演習（文学）２/中国文学演

習２） 

授業科目 中国文学演習２ 単位 2 

担当者 若杉 邦子 シラバスグループ N30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

清末におけるニーチェ受容について 

 

■授業の概要 

清末中国における「ニーチェ思想の受容のありかた」について考察する。考察時には、雑

誌『新民叢報』に掲載された梁啓超の文章から、興味深い記述を適宜抜粋し、検討材料と

して用いる。 
  

■授業の目的・ねらい 

ドイツの思想家、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ（1844 年-1900 年）が、２０

世紀の世界に対して及|ぼした影響はまさに甚大であった。そのインパクトは、民国以後の

中国においても「ニーチェ主義」あるいは「反ニーチェ主義」として顕著に認められるも

のである。では、ニーチェ思想が中国に取り入れられたばかりの頃、すなわち清末に立ち

戻るならば、その受容状況はいかなるものであっただろうか？この疑問について考えるに

あたり、本講はまず、修斌氏の指摘（『新民叢報』におけるニーチェ――明治日本との関わ

り――、2001）に従い、清末のニーチェ受容が『新民叢報』（1902～）中の文章以降のこと

であったと定義するところから着手する。そしてその前提に立った上で、『新民叢報』内に

散見する「ニーチェ観」の具体的な確認作業を行い、 終的には、近代中国におけるニー

チェ思想の初期受容の様相に関する一応の理解を得てみたい。 
 

■到達目標 

１）近代中国におけるニーチェ思想の初期受容の様相に関する一応の理解を得

る。|２）近代を起点として今日に至るまで継続的に存在する中国の思潮傾向が

理解できる。|３）文語を多用し、繁体字を用いた、しかし「若者向け」の学術

的な文章に触れることにより、語彙を増やし、知的な表現に慣れる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 30 受講者全員に対し、数回の指名を行う（指名の回数は受講者数に

より決まる）。その時の発表内容に応じてトータル 30 点満点で評

価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業中に２回ライティングを実施し、トータル 20 点満点で評価

する。 

･その他 0  



授業コード N63230200A （認定科目名：中国哲学演習１） 

授業科目 中国哲学演習１ 単位 2 

担当者 岡本 洋之介 シラバスグループ N20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『荀子』を読む。 

 

■授業の概要 

『荀子』の「勧学篇」を読みます。|こちらから指名し、少しずつ読んでもらう形で授業を

進めます。|書き下しあるいは中国音での音読（どちらか一方。両方用意できれば言うこと

なし）・注釈・日本語訳を準備し、そのコピーを当日授業開始前に提出してください。勉強

ノートのコピーで OK です。清書の必要はありません。| 
  

■授業の目的・ねらい 

昔の中国語を読む際の注意点やコツ。|自分は何がわかっていて何がわからないか。|それら

を把握し、原文の読解力を少しでも伸ばしましょう。 

 

■到達目標 

少しでも原文を読む力をつけること。|工具書を多く知ること。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63240200A （認定科目名：中国哲学演習２） 

授業科目 中国哲学演習２ 単位 2 

担当者 松尾 洋二 シラバスグループ N20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東アジア近代学術文献選読 

 

■授業の概要 

東アジアにおいては近代に入って、|伝統思想が西洋思想との対照のもと新たにとらえ直さ

れてくる。|本演習では、その中から中国近代学術の創始者梁啓超の『仏典之翻訳』を選読

する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学術文献読解 

 

■到達目標 

『大漢和辞典』『漢語大詞典』などの大型の辞典、各種の工具書に慣れる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 ５０％|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63310100A （認定科目名：中国語基礎演習１） 

授業科目 中国語基礎演習１ 単位 2 

担当者 小出 敦 シラバスグループ N10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

時事中国語講読 

 

■授業の概要 

新の中国の新聞記事やネット記事をもとにして編集された『時事中国語の教科書 2020

年度版』を読む。今回のスクーリングでは第１課から第６課までを読む予定である。授業

では、受講生ひとりずつ順番に、朗読と日本語訳を担当してもらう。さらに、各課ごとに

小テストをおこなう。小テストの形式は、本文の書き取り（聴写）である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語の文章を読む訓練をすると同時に、現代中国の政治・経済・文化についての理解を

深める。 

 

■到達目標 

教科書の文章を正確に朗読すること、正確に日本語に訳すこと、耳で聞いて理

解することである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002 課題を出す。 

･授業内発表 30% 発音の正確さと、日本語訳の正確さによって評価する。 

･授業内試験 0.29999999999999999 小テスト（聴写）。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63310200A （認定科目名：中国語基礎演習１） 

授業科目 中国語基礎演習１ 単位 2 

担当者 小出 敦 シラバスグループ N20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

時事中国語講読 

 

■授業の概要 

新の中国の新聞記事やネット記事をもとにして編集された『時事中国語の教科書 2020

年度版』を読む。今回のスクーリングでは第１課から第６課までを読む予定である。授業

では、受講生ひとりずつ順番に、朗読と日本語訳を担当してもらう。さらに、各課ごとに

小テストをおこなう。小テストの形式は、本文の書き取り（聴写）である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

中国語の文章を読む訓練をすると同時に、現代中国の政治・経済・文化についての理解を

深める。 

 

■到達目標 

教科書の文章を正確に朗読すること、正確に日本語に訳すこと、耳で聞いて理

解することである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002 課題を出す。 

･授業内発表 30% 発音の正確さと、日本語訳の正確さによって評価する。 

･授業内試験 0.29999999999999999 小テスト（聴写）。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63320100A （認定科目名：中国語基礎演習２） 

授業科目 中国語基礎演習２ 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

蘇軾『東坡志林』選読 

 

■授業の概要 

 北宋の文人・蘇軾が著した随筆集『東坡志林』を扱います。|『東坡志林』は、現在の形

になる迄の成立事情が明らかでない部分もありますが、その内容は、蘇軾が折に触れ書き

綴った日常の思いや旅先での旅情、あるいは当時の流行事など多岐に渡っており、文体も

平易で読み解きやすいものが多いです。| 本授業ではその中から数篇を選んで鑑賞し、作

品を通じて蘇軾の人生観や思想の一端に触れていただき、資料の読み解き方や必要な参考

文献の扱い方なども、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63320200A （認定科目名：中国語基礎演習２） 

授業科目 中国語基礎演習２ 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

蘇軾『東坡志林』選読 

 

■授業の概要 

 北宋の文人・蘇軾が著した随筆集『東坡志林』を扱います。|『東坡志林』は、現在の形

になる迄の成立事情が明らかでない部分もありますが、その内容は、蘇軾が折に触れ書き

綴った日常の思いや旅先での旅情、あるいは当時の流行事など多岐に渡っており、文体も

平易で読み解きやすいものが多いです。| 本授業ではその中から数篇を選んで鑑賞し、作

品を通じて蘇軾の人生観や思想の一端に触れていただき、資料の読み解き方や必要な参考

文献の扱い方なども、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63330200A （認定科目名：中国現代演習） 

授業科目 中国現代演習 単位 2 

担当者 石﨑 博志 シラバスグループ N20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

物品の説明書から学ぶ中国語の文語 

 

■授業の概要 

日常生活で使用されている素材を、教材として使用したものをレアリアという。本授業で

は、食品のパッケージ、食品の説明書、薬の効能説明などを読むことで、現代中国語の文

語表現を学ぶ。また商品にかかわる新聞記事も読み、理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国で生活するうえで必要となるのは会話だけではない。例えば、アレルギーをもつ人が

食品を買う時には、成分表示を参照せねばならず、病気になった時には効能や副作用を確

認して薬をのまねばならない。本講義ではそうした商品に書かれた中国語を読むことで、

文語的文体の特徴を把握し、中国の習慣や社会制度についての理解を深める。 
 

■到達目標 

現代中国語の文語表現に慣れる|口語と文語の違いを知る|日本と中国での制度

の違いを理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63330300A （認定科目名：中国現代演習） 

授業科目 中国現代演習 単位 2 

担当者 藤井 美恵子 シラバスグループ N30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

読解力の向上と新中国成立以降の社会の変遷を学ぶ。 

 

■授業の概要 

使用するテキスト『阿強的故事』は、農村出身の若者「阿強」が都会に出て、自分の工場

を経営するようになるまでの成功譚である。彼の成功譚を読み進めると同時に、新中国成

立以降の社会の変遷を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

正確な発音と文法事項の確認、読解力の向上を目的とする。 

 

■到達目標 

複雑な文章を辞書を使って自分で読むことができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 20  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63340200A （認定科目名：中国古典演習） 

授業科目 中国古典演習 単位 2 

担当者 中原 健二 シラバスグループ N20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

中国古典文読解力養成 

 

■授業の概要 

テキストは使わずに、事前に配布する講義資料「中国古典文選」を読みます。|資料の本文

および【語法】中の《例文》を、事前に予習をして出席してください。授業中に指名して

解釈を担当してもらいます。|資料ト本文には〈注〉を付けてありますので利用してくださ

い。また、予習の際には発音を調べ|て音読できるようにしておいてください。この授業は、

音読が中心で、訓読は要求されません。 
  

■授業の目的・ねらい 

中国の文語文（中国語では「文言」あるいは「古代漢語」という）の基礎的な読解力を養

成する|ことを目的とします。予習をしないで出席し、担当の義務を果たせなかった受講生

は、評価の対|象にはなりません。 
 

■到達目標 

古典文を読解する基本的な知識を修得し、基礎的読解力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 授業の終了時にリポート課題について説明します。 

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N63340300A （認定科目名：中国古典演習） 

授業科目 中国古典演習 単位 2 

担当者 藤澤 次郎 シラバスグループ N30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を養成する。 

 

■授業の概要 

古代漢語（所謂漢文）の も基本的な文献は経書と正史である。哲学・歴史・文学を問わ

ず、中国古典について学ぶ場合、この二種の文献を避けて通ることは出来ない。それ故こ

の授業では、正史の中の漢書を選択し、その文章の読解を通して、どのように古代漢語を

読み解くかを学習する。|授業に於いては、現代中国語音による直読と日本語による訓読を

併用するので、その双方の準備が必要である。 
  

■授業の目的・ねらい 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を身につけること。 

 

■到達目標 

古代漢語（所謂漢文）を読解する為の基礎力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 授業中に指示。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード N65010200A （認定科目名：中国古典研究入門） 

授業科目 中国古典研究入門 単位 2 

担当者 中尾 弥継 シラバスグループ N20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

宋代の散文について 

 

■授業の概要 

 宋代には非常に多くの散文が書かれており、当時の知識人の思想や文化を知ることがで

きると共に、歴史を紐解くにも欠かせない資料となり得るものです。| 本授業では、宋人

の散文作品を数篇取り上げて鑑賞し、資料の読み解き方や必要な参考文献の扱い方など

も、合わせて習得して頂きます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 古典の文章を読解するための基本的な能力を身につけることを目指します。 

 

■到達目標 

 古典の文章に対する読解力の基礎を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
N65510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
N65510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
N65520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
N65520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
N65530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
N65530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
N65540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
N65540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
N65540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
N65540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード N67070201A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 阪口 雅則 シラバスグループ M20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

〈楷書〉| 楷書の学習・楷書の基本と古典臨書|〈行書〉| 行書|〈草書〉|草書の持つ独特

の筆致と簡略された美しさを知る。|〈仮名〉|仮名の書を学ぶ 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|今日の日常生活の中で正書体として位置づけられている楷書。この楷書の基本的

な用筆法や造形の取り方を実践的に学習します。書への興味と関心を育みながら、北魏の

楷書や初唐の三大家の楷書を臨書します。|〈行書〉|行書の歴史を探り、書風の変遷を理解

する。行書の基本用筆・結構・章法を習得する。|〈草書〉|草書の基本から様々な草書体の

語句を学ぶ。また半紙に限らず、半切等の条幅にも挑む。|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心

に探り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写・高等学校の芸術科書道における仮名の書の

指導に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|多様な古典の鑑賞と臨書を通して、楷書の基本的な用筆法及び造形力を身につけ

る。加えて、楷書の魅力・興味を育む。|〈行書〉|半紙精習による写実力と半切臨書による

表現力を養う。臨書・倣書・創作の関係を理解する。|〈草書〉|楷書や行書との相違点を理

解し、点画の省略と連続によって早く書かれた流動美を習得する。|〈仮名〉|仮名の書への

理解を深め、古筆を踏まえた仮名を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の用筆法、造形の取り方をマスターする。|〈行書〉|行書の基本技

術が習得できたか。多彩な書風が理解できたか。臨書・倣書・創作の関係が理解

できたかを目標とする。|〈草書〉|草書の略化法、抑揚・遅連等変化の表現|〈仮

名〉|仮名の実技指導を行うために必要な技術・知識が修得出来たか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード N67070202A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 野村 ひかり シラバスグループ M20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|大筆と小筆で楷書の基本的な筆使いを身につけ、唐の三大家（欧陽詢・虞世南・

褚遂良）の楷書表現を理解し、半紙と半切に書く。|〈行書〉|行書の歴史から成立を学び、

行書という書体の範囲・構造・特徴・造形を楷書と比較をまじえながら理解しやすいよう

に試みる。|〈草書〉|中学書写、高校芸術科書道の基礎の上に立って、草書のルール―を学

び幅広く深めながら論理的実践的な書道の講義とします。特に草書の典型となる、王羲之

十七帖、孫過庭書譜、米ふつ蜀素帖等、王羲之の古典をルーツとする書の古典を中心に学

習します。加えて宋代明清代の行草古典の臨書にも親しみ、草書体への興味関心を深めま

す。このような書の古典を基礎に、幅広く多様な書き手の変遷を学ぶとともに、更に創作

的な制作へと誘います。具体的には、1.草書の古典の紹介と解説、2.草書の用筆・運筆の理

解と古典の臨書の仕方、3.実践的な書として手紙に見る草書の特徴と書き方、4.草書の臨

書から創作、5.幅広く書の魅力を学び、鑑賞力を養う|〈仮名〉|仮名の美を臨書を中心に探

り、その表現方法を学ぶ。中学校の書写、高等学校の芸術家書道における仮名の書の指導

に必要な基礎知識・技術を講義・実習を通して習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書を書くことが出来ることで、指導者としても正確な指導が出来、伝統文化の

継承を担う。|〈行書〉|行書は読みやすいという特質と早く書けるそして書きやすいという

特質の二点を兼ね備え使いやすいわけですが、字画の簡略化や、続け方などが色々ありま

す。書法的に説明することで、正しい行書を学び、実用書体として使えることを狙いとし

ます。|〈草書〉|草書の古典臨書から多様な表現を学びます。そのためには草書の基本ルー

ル―や古典の時代背景を学び、その基本的な技術の達成を味わいます。その後互いに書き

込んだ作品を鑑賞し、その良さを見つけ、草書に親しむ力を養います。 終的には草書体

を使い創作を試みて、作品の制作過程や手順を理解し生涯にわたり、書を愛好する心情を

育みます。|〈仮名〉|仮名の書への理解を深め、古筆を踏まえた仮名文字を美しく表現する。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|楷書の筆使いを身につけ、大筆と小筆で様々なサイズの紙にまとめる

ことができる。|〈行書〉|行書は各上では便利ですが、書法的に楷書の用意一本

化できない説明しにくいものです。図解等で、行書はこの様なものであると理

解してもらうことを目標とする。|〈草書〉|草書古典を鑑賞理解しながら、半紙

に臨書を繰り返すうちに、その姿、筆順、気脈を表現します。半切に古典を一行

また、二行と臨書し、自己表現を広げます。|〈仮名〉|仮名の実技指導をするた

めに必要な技術・知識が習得できたか。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%||  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード N67070300A （認定科目名：書道実技Ⅰ/書道） 

授業科目 書道 単位 4 

担当者 長尾 秀則 シラバスグループ M30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

楷書・行書・草書・仮名の学習 

 

■授業の概要 

〈楷書〉|楷書の古典の臨書を通じて、書の基本的・系統的な学習法を身を付け、積極的・

意欲的に学習活動に取り組む姿勢を養う。|〈行書〉|中国書道史で高く評価されている行書

古典の代表作を取り上げその臨書を中心とした学習をする。|〈草書〉|草書の実技指導をす

る。孫過庭の『書譜』を中心として、その用筆法を解説し、半紙・半切（画仙紙）に書く

ことにより、草書の基本を身につける指導する。|〈仮名〉|下記の 5 回の授業のテーマに沿

って仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を概説するとともに、実技・指導を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈楷書〉|楷書は点画が明瞭で、平易な書体と考えられやすい。しかし、その特徴が平易で

あればあるほど、表現上難しい書体であると考えられる。そこで、講義で取り上げる古典

の特徴を理解し、用筆・運筆・筆順との関連の中で、字形をどのように形作るかについて

学習を深めるこことが必要になる。|〈行書〉|優れた古典を参考にして、行書の書法を学び、

鑑賞力、表現力、書法理論の向上を目的とする。|〈草書〉|草書学習の基本は、まずその用

筆法を会得することにある。孫過庭の『書譜』は、起筆や転折等の筆づかいがわかりやす

く、草書学習の基礎を学ぶための 上のテキストなので精習する。|〈仮名〉|高等学校の芸

術家書道における仮名の書の指導に必要な基礎的知識・技術を講義・実習を通して取得す

る。 
 

■到達目標 

〈楷書〉|それぞれの楷書が有する特徴的な用筆・運筆を理解し、字形を整えて

臨書する姿勢を養う。|〈行書〉|行書書法の基礎的な表現を学び、各種行書古典

の特徴を鑑賞し、行書の多様な美を理解し、継続して学習する意欲を身につけ

る。|〈草書〉|草書学習の基礎をしっかりと身につける。|〈仮名〉|仮名の成立・

種類について理解するとともに、仮名の基本用筆をもって平仮名の単体・変体

仮名・連綿、そして古筆の臨書が書けるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 1  

･その他 0  



授業コード P50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 松本 真治 シラバスグループ P20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英米学科では何を学ぶのか 

 

■授業の概要 

この講義では英米学科での学習領域を、具体的な事例に基づきながら紹介する。１）英米

文学（詩と小説）、２）英米文化、３）英語教育（日本英語教育史、第２言語習得理論、早

期英語教育）、の３領域にわたって紹介する。| 受講生には、各自の興味のある分野につ

いての簡単なプレゼンテーションを個人、あるいはグループ単位でしてもらう。| 
  

■授業の目的・ねらい 

英米学科で学習するということは、単に英語を学習するだけではない。英語を使って何か

を学習もしくは研究するということである。したがって各受講生がそれぞれ興味関心を抱

く分野を発見し、その研究方法の初歩を獲得することがこの講義の目的である。| 
 

■到達目標 

ある特定の研究テーマを提示し、それについてプレゼンテーションやリポート

作成ができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 20 プレゼンテーション 

･授業内試験 30 数回実施。事前配布資料に基づくものや詩の暗唱等。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言語学と文学 

 

■授業の概要 

英米学科で学ぶ導入となるような授業を行う。|具体的には、言語学のテキストと文学のテ

キストを使用し、言語学や文学について知識を深めてもらい、学んだことについて独自の

意見を交えて、論理的・客観的に論じてもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51060201A （認定科目名：English Conversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 William Fennell シラバスグループ P20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51060201B （認定科目名：English Conversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P20021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. | 
 

■授業の概要 

Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam. 
  

■授業の目的・ねらい 

students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate. 
 

■到達目標 

. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P51060202A （認定科目名：English Conversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 赤澤 ｼﾞｬｺﾊﾞ シラバスグループ P20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

DISCOVERING AUSTRALIA 

 

■授業の概要 

The purpose of this course is for students to acquire a better knowledge and an appreciation 

of Australia, while also strengthening their communication skills.  Topics will include geography, 

nature, aborigines, lifestyle, sightseeing spots and food. This class will be beneficial for students 

who are considering travelling to or studying in Australia. 
  

■授業の目的・ねらい 

The focus of this English course will be on developing speaking skills and fluency through pair 

work, brainstorming, interviewing, small and large group discussions and presentations. 

 

■到達目標 

Students will acquire a better knowledge and an appreciation of Australia, while also 

strengthening their communication skills.  |Students will be able to do research and 

present their ideas to a small group of students.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% Presentation 

･授業内試験 0.10000000000000001 Final quiz and evaluation 

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 Reflections, and Class participation 



授業コード P51060202B （認定科目名：English Conversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 Thomas Nishikawa シラバスグループ P20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The primary theme of this course is to develop students’ ability and confidence in using English 

to communication in informal/formal everyday situations. The course will be structured around 

the course materials, but the instructor will also create additi 
 

■授業の概要 

The class is an intermediate/advanced English communications course for non-native English 

speakers with the primary theme to develop the student’s ability in day-to-day and academic 

English to communicate domestically and internationally. Emphasis will be given to appropriate 

word choices, varied sentence patterns, clear organizational patterns, and English as a lingua 

franca. Although all four skills-speaking, reading, listening, and writing will duly incorporate in 

discussions on topics of international and local relevance.  The course is structured around the 

course material, but the instructor will also create additional materials, and activities for 

students to do both in the classroom, and for homework. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students shall learn about discourse structure, and general day-to-day and academic 

speaking/writing design. While this course emphasizes speaking and writing skills, students shall 

continue to develop all four skills. Including, understand key ideas and principles of good English 

conversation competencies along with teacher/student interaction, daily writing skills such as 

e-mails and formal writing as in academic reporting. 
 

■到達目標 

Various topics related to everyday life can be freely communicated in English. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.10000000000000001 'Small Talk' (Will be discussed in the first class) 



授業コード P51060300A （認定科目名：EnglishConversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. |.| 
 

■授業の概要 

Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate. 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.||| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P51060300B （認定科目名：EnglishConversation１） 

授業科目 English Conversation１ 単位 1 

担当者 Aishwarya Sugandhi シラバスグループ P30021 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51070100A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 William Fennell シラバスグループ P10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができる。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテー

ションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51070100B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 ﾏｰｸ･E ﾍﾞﾝｿﾝ シラバスグループ P10011 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Active Communication - overcoming the hurdles to competency in communication. 

 

■授業の概要 

With the exception of the examination, we will spend the entire time engaged in skill and 

knowledge review and building activities. The course is rather fast paced with as many as three 

or four activities taking place in one lesson. Almost all activities are pair or group based and 

so participation is a must and not a choice. Only students who have completed their homework 

assignments (essential to participation in day 2 classes), have made a strong effort to 

participate, and have good attendance will pass the course. There will be short lectures and 

conversation, grammar and vocabulary building activities. 
  

■授業の目的・ねらい 

This course focuses on two areas, introducing or reviewing very common points of the 4 skills 

of English that usually receive comparatively little or no attention in English courses in Japan, 

and motivational approaches and techniques to encourage the students to talk while 

incorporating those points. Any student who properly completes their homework assignments, 

genuinely participates, and has good attendance, will walk away with a deeper knowledge of 

English and better communication skills. (Simply attending every day will NOT earn a student a 

passing grade.) As a side note, I make a strong effort to teach vocabulary and phrases, 

pronunciation and grammar points that are very common in English, but many students in Japan 

are not exposed to. I believe that not knowing common points such as these contributes greatly 

to the Japanese perception that English is a difficult language to learn. Is it easy? No, of course 

not; but I do not at all feel that it is as difficult as many seem to believe it is. 
 

■到達目標 

The primary goal is to deepen the students` knowledge of the more common errors 

in English grammar, syntax and pronunciation, and how to realistically address them 

in personal studies, but more so when instructing classes. The second goal is to gain 

a gre 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0 Any quizzes will be calculated in with homework assignments. 

･授業内課題 25  

･その他 0  



授業コード P51070201A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The main theme of this course will be examination & analysis of the most important social & 

political happenings in Japan & the world today 

 

■授業の概要 

This course gives students the opportunity to develop their ability to analyze & discuss 

important social  issues in the news currently. Especial focus will be on current Japanese social 

issues affecting students & young people, such as school rules, student gender issues, bullying, 

etc. 
  

■授業の目的・ねらい 

The course aim is to improve student’s ability to read current news reports, analyze the meaning 

of these, & discuss them with others to exchange opinions and expand their world view. 

Students are expected to read newspaper articles, prepare a short summary of these, & be 

ready to actively discuss these in English with classmates in an exchange and presentation of 

opinions 
 

■到達目標 

The aim of this course is to allow suidents to practice giving their opinions freely in 

English about most important social issues in Japan today 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Students' active & positive participation in all class  group 

activities 



授業コード P51070201B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 Thomas Nishikawa シラバスグループ P20041 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The primary theme of this course is to develop students’ ability and confidence in using English 

to communication in informal/formal everyday situations. The course will be structured around 

the course materials, but the instructor will also create additi 
 

■授業の概要 

The class is an intermediate/advanced English communications course for non-native English 

speakers with the primary theme to develop the student’s ability in day-to-day and academic 

English to communicate domestically and internationally. Emphasis will be given to appropriate 

word choices, varied sentence patterns, clear organizational patterns, and English as a lingua 

franca. Although all four skills-speaking, reading, listening, and writing will duly incorporate in 

discussions on topics of international and local relevance.  The course is structured around the 

course material, but the instructor will also create additional materials, and activities for 

students to do both in the classroom, and for homework. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students shall learn about discourse structure, and general day-to-day and academic 

speaking/writing design. While this course emphasizes speaking and writing skills, students shall 

continue to develop all four skills. Including, understand key ideas and principles of good English 

conversation competencies along with teacher/student interaction, daily writing skills such as 

e-mails and formal writing as in academic reporting. 
 

■到達目標 

Various topics related to everyday life can be freely communicated in English. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.10000000000000001 'Small Talk' (will be discussed in the first class) 



授業コード P51070202A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 ｼﾞｮｰ ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽﾞ シラバスグループ P20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Language and Culture 

 

■授業の概要 

This class will focus on improving speaking and listening skills using a crosscultural based 

approach. 

  

■授業の目的・ねらい 

To improve speaking and listening skills and to have a better understanding of cultural issues 

at home and abroad. 

 

■到達目標 

To develop a more positive outlook for English study. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50 Attendance and participation determines 50% of the grade. 



授業コード P51070202B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 ﾊﾟﾄﾘｼｱ ｱｶﾞｰﾄﾞ シラバスグループ P20051 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ENGLISH CONVERSATION 

 

■授業の概要 

Intercultural topics will be discussed, vocabulary, some writing, and other in class activities. 

Facts, ctitical thinking, colloquial and standard English. 

  

■授業の目的・ねらい 

The focus will be on vocabulary building and usage. 

 

■到達目標 

For students planning to gain a teachers licence there will be the opportunity to 

discuss this - in English - with classmates. Most importantly, we hope this will be 

an enjoyable as well as an educational experience. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 1  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51070300A （認定科目名：EnglishConversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 Michael James Davies シラバスグループ P30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The mai theme will be travel and tourism 

 

■授業の概要 

The Emphasis will be mainly on communicative language lessons in which students will have 

ample opportunity to use English through a number of discussion activities. 

  

■授業の目的・ねらい 

This course aims to give students an opportunity to improve their English conversational skills. 

The focus will be on speaking and listening. 

 

■到達目標 

This course aims to improve students' communicative competence by way of 

content-based lessons. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51070300B （認定科目名：EnglishConversation２） 

授業科目 English Conversation２ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P30031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The main theme of this course will be examination & analysis of the most important social & 

political happenings in Japan & the world today 

 

■授業の概要 

This course gives students the opportunity to develop their ability to analyze & discuss 

important social  issues in the news currently. Especial focus will be on current Japanese social 

issues affecting students & young people, such as school rules, student gender issues, bullying, 

etc. 
  

■授業の目的・ねらい 

The course aim is to improve student’s ability to read current news reports, analyze the meaning 

of these, & discuss them with others to exchange opinions and expand their world view. 

Students are expected to read newspaper articles, prepare a short summary of these, & be 

ready to actively discuss these in English with classmates in an exchange and presentation of 

opinions 
 

■到達目標 

The aim of this course is to allow suidents to practice giving their opinions freely in 

English about most important social issues in Japan today 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Students' active & positive participation in all class  group 

activities 



授業コード P51080100A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 William Fennell シラバスグループ P10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51080100B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 Hamish Pidgeon シラバスグループ P10021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ENGAGING CONVERSATION AND TEACHING TECHNIQUES 

 

■授業の概要 

A wide range of interesting conversations will be covered. Students are encouraged to discuss. 

  

■授業の目的・ねらい 

The purpose of the class topics which will boost their vocabulary and cofidence. 

 

■到達目標 

The purpose of the class topics which will boost their vocabulary and cofidence. 

Techniques for teaching different aspects of english will also be coverd. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 1  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51080201A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

English for Communication 

 

■授業の概要 

This course teaches students to use English in everyday situations and for purposes related to 

school, social life, work and leisure. The course covers the four skills of listening, speaking, 

reading, and writing. 
  

■授業の目的・ねらい 

The main goal of this course is to teach students to communicate in English in a wide range of 

situations, and for a number of different purposes, including travel abroad, hosting foreigners 

in Japan ,& teaching students English in Japan. Particular emphasis will be placed on listening 

and speaking. Final grades will be based on attendance,  participation in classroom activities, 

and a final test. 
 

■到達目標 

The aim of the course to to allow students practice in discussing everyday life 

situation in English with fluency & proper word usage. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Active & lively participation in all class activities 



授業コード P51080201B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P20061 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. .. 
 

■授業の概要 

.Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam.. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate... 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P51080202A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 John F. Ashburne シラバスグループ P20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Let's practice English conversation.|| 

 

■授業の概要 

Our goal is to improve English conversation and confidence in speaking.| 

  

■授業の目的・ねらい 

Let's improve our English in a fun environment. 

 

■到達目標 

Talking together in small groups. || 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51080202B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. .. 
 

■授業の概要 

.Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam.. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate... 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P51080300A （認定科目名：EnglishConversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

English for Communication 

 

■授業の概要 

This course teaches students to use English in everyday situations and for purposes related to 

school, social life, work and leisure. The course covers the four skills of listening, speaking, 

reading, and writing. 
  

■授業の目的・ねらい 

The main goal of this course is to teach students to communicate in English in a wide range of 

situations, and for a number of different purposes, including travel abroad, hosting foreigners 

in Japan ,& teaching students English in Japan. Particular emphasis will be placed on listening 

and speaking. Final grades will be based on attendance,  participation in classroom activities, 

and a final test. 
 

■到達目標 

The aim of the course to to allow students practice in discussing everyday life 

situation in English with fluency & proper word usage. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Active & lively participation in all class activities 



授業コード P51080300B （認定科目名：EnglishConversation３） 

授業科目 English Conversation３ 単位 1 

担当者 赤澤 ｼﾞｬｺﾊﾞ シラバスグループ P30041 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

■授業の概要 

This course aims to have students look beyond the obvious differences in cultures such as 

language and food, to develop a deeper understanding of the complexities of different cultures. 

This knowledge is helpful for successful intercultural communication. Students will not only gain 

a better understanding of other cultures but they will be able to recognize elements of their 

own culture that is taken for granted. 
  

■授業の目的・ねらい 

The focus of this English course will be on developing speaking skills and fluency through pair 

work, brainstorming, interviewing, small and large group discussions and presentations. 

 

■到達目標 

Students will acquire a better knowledge and an appreciation of different cultures, 

while also strengthening their communication skills.  |Students will be able to do 

research and present their ideas to a small group of students. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% Presentation 

･授業内試験 0.10000000000000001 Final quiz and evaluation 

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 Reflections, Class participation 



授業コード P51090201A （認定科目名：English Conversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 Aishwarya Sugandhi シラバスグループ P20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51090201B （認定科目名：English Conversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 Thomas Nishikawa シラバスグループ P20081 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The primary theme of this course is to develop students’ ability and confidence in using English 

to communication in informal/formal everyday situations. The course will be structured around 

the course materials, but the instructor will also create additi 
 

■授業の概要 

The class is an intermediate/advanced English communications course for non-native English 

speakers with the primary theme to develop the student’s ability in day-to-day and academic 

English to communicate domestically and internationally. Emphasis will be given to appropriate 

word choices, varied sentence patterns, clear organizational patterns, and English as a lingua 

franca. Although all four skills-speaking, reading, listening, and writing will duly incorporate in 

discussions on topics of international and local relevance.  The course is structured around the 

course material, but the instructor will also create additional materials, and activities for 

students to do both in the classroom, and for homework. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students shall learn about discourse structure, and general day-to-day and academic 

speaking/writing design. While this course emphasizes speaking and writing skills, students shall 

continue to develop all four skills. Including, understand key ideas and principles of good English 

conversation competencies along with teacher/student interaction, daily writing skills such as 

e-mails and formal writing as in academic reporting. 
 

■到達目標 

||Various topics related to everyday life can be freely communicated in English.| | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.10000000000000001 'Small Talk' (will be explained in the first class) 



授業コード P51090202A （認定科目名：English Conversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 赤澤 ｼﾞｬｺﾊﾞ シラバスグループ P20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

■授業の概要 

This course aims to have students look beyond the obvious differences in cultures such as 

language and food, to develop a deeper understanding of the complexities of different cultures. 

This knowledge is helpful for successful intercultural communication. Students will not only gain 

a better understanding of other cultures but they will be able to recognize elements of their 

own culture that is taken for granted. 
  

■授業の目的・ねらい 

The focus of this English course will be on developing speaking skills and fluency through pair 

work, brainstorming, interviewing, small and large group discussions and presentations. 

 

■到達目標 

Students will acquire a better knowledge and an appreciation of different cultures, 

while also strengthening their communication skills.  |Students will be able to do 

research and present their ideas to a small group of students. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% Presentation 

･授業内試験 0.10000000000000001 Final quiz and evaluation 

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 Reflections, Class participation 



授業コード P51090202B （認定科目名：English Conversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 Henry Foster シラバスグループ P20091 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連したトピックを取り上げ、そのトピックについて話すため

に必要な語彙を増強しながら、英会話力を養成していく。毎回の授業にあたっては、ペア

もしくはグループでの会話が中心となりますが、それを補強するためのリスニング、リー

ディング、ライティングなども行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

スピーキングを中心とした日常会話で使える実践的な英語コミュニケーション力の習得

を目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0.34999999999999998  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P51090300A （認定科目名：EnglishConversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 Thomas Nishikawa シラバスグループ P30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The primary theme of this course is to develop students’ ability and confidence in using English 

to communication in informal/formal everyday situations. The course will be structured around 

the course materials, but the instructor will also create additi 
 

■授業の概要 

The class is an intermediate/advanced English communications course for non-native English 

speakers with the primary theme to develop the student’s ability in day-to-day and academic 

English to communicate domestically and internationally. Emphasis will be given to appropriate 

word choices, varied sentence patterns, clear organizational patterns, and English as a lingua 

franca. Although all four skills-speaking, reading, listening, and writing will duly incorporate in 

discussions on topics of international and local relevance.  The course is structured around the 

course material, but the instructor will also create additional materials, and activities for 

students to do both in the classroom, and for homework. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students shall learn about discourse structure, and general day-to-day and academic 

speaking/writing design. While this course emphasizes speaking and writing skills, students shall 

continue to develop all four skills. Including, understand key ideas and principles of good English 

conversation competencies along with teacher/student interaction, daily writing skills such as 

e-mails and formal writing as in academic reporting. 
 

■到達目標 

Various topics related to everyday life can be freely communicated in English. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 )%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.10000000000000001 'Small Talk' (will be explained in the first class) 



授業コード P51090300B （認定科目名：EnglishConversation４） 

授業科目 English Conversation４ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P30051 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. .. 
 

■授業の概要 

.Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam.. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate. 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.||. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51100201A （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 Henry Foster シラバスグループ P20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて（１） 

 

■授業の概要 

この授業では、異文化理解を通じて英語のリスニング力を養う。いくつかのトピックにつ

いて各国の若者の意見や話を聞き、リスニングスキルを練習すると同時に、聞き取った内

容に基づいたコミュニケーションを取り合う練習もする。また、色々なインターネット上

の無料学習リソースを紹介していく。 後は自分で考えたミニレッスンを作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

聴解力の向上と異文化に対する意識と理解の向上を目指す。また、講義後も自らリスニン

グ力を向上させる術を身に着けることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる他者の異文化に関する意見・考えを、正確に聞き取ることがで

きる。また聞き取った内容の要点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード P51100201B （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20101 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

音読によるリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

文学作品をモチーフとした教材を使用し、音読を実践することで、リスニング力の向上を

目指す。英語を英語のまま理解し、聞き取った音声に即座に対応する力を養う。また、日

本人学習者にとって聞き取りにくい音声を発音に着目して学習する。学習法、発音の知識

の成果を確認する目的で、ＴＯＥＩＣ形式の問題にチャレンジする。 
  

■授業の目的・ねらい 

口頭練習を通じて「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、自ら実践して継続的に英

語力の向上を目指す学習者を養成する。 

 

■到達目標 

ナチュラルスピードで読まれる英語の物語、フレーズ、会話、スピーチを、正確

に聞き取ることができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51100202A （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 和田 未穂子 シラバスグループ P20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画で学ぶコミュニケーション演習 

 

■授業の概要 

映画「ゴースト: ニューヨークの幻」を題材にしたテキストを用いて、英語リスニングの

総合的向上を目指す。授業では DVD 映像の視聴をはじめ、セリフの書き取り、シナリオを

活用したパートナー会話練習を積極的に行ってもらう。この映画では、オフィスや銀行窓

口といったようなビジネスシーンでの会話、警察署での会話、恋人同士の甘いささやき、

友人との口論などに触れることができ、さまざまな場面の英語を楽しみつつ実践的に学ん

でいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ネイティブスピーカーの日常のやり取りを聞くことに慣れ、謝罪の表現、提案・勧誘の表

現、依頼の表現といったポイントとなる機能表現を身につけることを狙いとする。 

 

■到達目標 

会話中の重要な情報を理解できるようになること。またテキストで取り扱った

語句や表現について正しい発音を身につけ、リスニングの基礎力を向上するこ

と。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード P51100202B （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20111 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

音読によるリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

文学作品をモチーフとした教材を使用し、音読を実践することで、リスニング力の向上を

目指す。英語を英語のまま理解し、聞き取った音声に即座に対応する力を養う。また、日

本人学習者にとって聞き取りにくい音声を発音に着目して学習する。学習法、発音の知識

の成果を確認する目的で、ＴＯＥＩＣ形式の問題にチャレンジする。 
  

■授業の目的・ねらい 

口頭練習を通じて「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、自ら実践して継続的に英

語力の向上を目指す学習者を養成する。 

 

■到達目標 

ナチュラルスピードで読まれる英語の物語、フレーズ、会話、スピーチを、正確

に聞き取ることができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51100300A （認定科目名：EnglishListeningSkills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 大内 和正 シラバスグループ P30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニングスキルの養成 

 

■授業の概要 

英文を見れば内容が理解できるけれど、音声だけだと聞き取れないと感じている人は多い

のではないだろうか。とくにネイティブスピーカー同士の会話になるとリスニングはかな

り難しくなる。この授業では、ニュース、ドキュメンタリー、プレゼンテーション、映画

など多種多様な教材を使用し、英語でよく起こる音変化のパターンを学びながら、リスニ

ング・シャドーイングトレーニングを行っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

音変化の理解とリスニング・シャドーイング練習を通じて、リスニング力の向上を図る。 

 

■到達目標 

音変化のパターンに慣れて、さまざまな種類の英語を正確に聞きとることがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リスニング力を問うもの(70％)、リスニング力向上法についての

自分の意見(30％)。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51100300B （認定科目名：EnglishListeningSkills１） 

授業科目 English Listening Skills１ 単位 1 

担当者 和田 未穂子 シラバスグループ P30061 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画で学ぶコミュニケーション演習 

 

■授業の概要 

映画「ゴースト: ニューヨークの幻」を題材にしたテキストを用いて、英語リスニングの

総合的向上を目指す。授業では DVD 映像の視聴をはじめ、セリフの書き取り、シナリオを

活用したパートナー会話練習を積極的に行ってもらう。この映画では、オフィスや銀行窓

口といったようなビジネスシーンでの会話、警察署での会話、恋人同士の甘いささやき、

友人との口論などに触れることができ、さまざまな場面の英語を楽しみつつ実践的に学ん

でいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ネイティブスピーカーの日常のやり取りを聞くことに慣れ、謝罪の表現、提案・勧誘の表

現、依頼の表現といったポイントとなる機能表現を身につけることを狙いとする。 

 

■到達目標 

会話中の重要な情報を理解できるようになること。またテキストで取り扱った

語句や表現について正しい発音を身につけ、リスニングの基礎力を向上するこ

と。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード P51110201A （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 Henry Foster シラバスグループ P20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、異文化理解を通じて英語のリスニング力を養う。いくつかのトピックにつ

いて各国の若者の意見や話を聞き、リスニングスキルを練習すると同時に、聞き取った内

容に基づいたコミュニケーションを取り合う練習もする。また、色々なインターネット上

の無料学習リソースを紹介していく。 後は自分で考えたミニレッスンを作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

聴解力の向上と異文化に対する意識と理解の向上を目指す。また、講義後も自らリスニン

グ力を向上させる術を身に着けることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる他者の異文化に関する意見・考えを、正確に聞き取ることがで

きる。また聞き取った内容の要点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード P51110201B （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画“Notting Hill”を用いたリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

映画を題材に、リスニング力の向上を目指す。講義では作品内で用いられる表現の口頭練

習を通じて、日常会話を聞き取る力を強化する。また、音声の強弱、消失、つながりなど

も口頭練習を通じて克服し、聴き取れる音を増やしてゆく。作品にはイギリス英語とアメ

リカ英語の双方が使われているので、その違いにも着目し、字幕なしで映画を理解する一

歩を踏み出してもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

映画を使って、楽しみながら聞く力を強化する方法を習得する。また、口頭練習を通じて

「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、今後も継続的に自立学習ができる学生を育

成する。 
 

■到達目標 

ナチュラルスピードで話されるアメリカ英語、イギリス英語を正確に聞き取る

ことができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51110202A （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画“Notting Hill”を用いたリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

映画を題材に、リスニング力の向上を目指す。講義では作品内で用いられる表現の口頭練

習を通じて、日常会話を聞き取る力を強化する。また、音声の強弱、消失、つながりなど

も口頭練習を通じて克服し、聴き取れる音を増やしてゆく。作品にはイギリス英語とアメ

リカ英語の双方が使われているので、その違いにも着目し、字幕なしで映画を理解する一

歩を踏み出してもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

映画を使って、楽しみながら聞く力を強化する方法を習得する。また、口頭練習を通じて

「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、今後も継続的に自立学習ができる学生を育

成する。 
 

■到達目標 

ナチュラルスピードで話されるアメリカ英語、イギリス英語を正確に聞き取る

ことができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P51110202B （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 山本 元子 シラバスグループ P20131 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキルを養う：異文化理解を通して 

 

■授業の概要 

 映画「タイタニック」を英語教材化したテキストと、実際の DVD 映像を使用しながらリ

スニングのコツを学び、スキルを高める活動を繰り返し行うことで、楽しみながらリスニ

ングの力を高めることを目的としています。あわせて、テキスト（映画）の内容をより深

く理解するために、関連する（異）文化理解につながる解説も随所で行います。このこと

により、映画の登場人物のせりふを単に聞いてわかるようになるだけでなく、そのせりふ

で映画製作者は何を意図したのか、といったところまでいくつかの場面については説明す

る予定です。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

映像を使用して、ネイティブスピーカーの日常のやりとり（会話）を聞くことに慣れるこ

と。リスニングスキルを高めるための総合的な活動と異文化理解の解説をふまえ、テキス

ト（映像）の理解を深めること。 
 

■到達目標 

ネイティブスピーカーの日常のやりとり（会話）を聞くことに慣れること。|リ

スニングスキルを高めるための総合的な活動が行えること。|異文化理解の解説

をふまえ、テキスト（映像）の理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終コマに実施するテストです。|スクーリングで学んだ内容の総

括と簡単な応用問題です。| 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 テキストの問題に解答（回答）したり、（英語による）意見発表、

|リスニングに伴う諸活動への参加度合などを含みます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テキストの問題から、一部を授業内課題（テスト）として出題し

ます。 

･その他 0  



授業コード P51110300A （認定科目名：EnglishListeningSkills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 子安 加奈子 シラバスグループ P30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて 

 

■授業の概要 

この授業では TOEIC 形式の演習で英語のリスニング力を養います。|授業前半は、テキスト

を用いて、TOEIC のリスニング部門の形式に慣れることを目標に、音声と文字で確認しつ

つ学習していきます。（テキストのレベル設定は、これから 500〜600 点以上を取ること

を目指すことを想定した初心者用）|後半は、自然な英語を聞き取ることに慣れることを目

指し、映画を鑑賞して、プリントで TOEIC の重要表現や単語について解説します。単に音

声だけを聞くよりも、画像や場面と共に物の中でのセリフとして英語表現を学ぶことで、

記憶に定着しやすくなることと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語で語られる様々な話題を、正確に聞き取ることができる。また聞き取った内容の要点

を把握することができる。|ツールとしての英語に焦点を当てるだけではなく、英語を通し

て異文化の生活や考え方にも触れることを目的とする。 
 

■到達目標 

様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解す

ることが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード P51110300B （認定科目名：EnglishListeningSkills２） 

授業科目 English Listening Skills２ 単位 1 

担当者 松本 桂子 シラバスグループ P30071 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

世界を巡りながら英語 Listening 力を養う 

 

■授業の概要 

カナダからスコットランドまで、世界の観光地をテキストで巡りながら Listening Skill を養

います。|CD の音声で長文の会話に耳を慣らし、ゆっくりと何度も確認して Exercise を進

めてゆきます。|実践に有効な短い会話も交えて、聴解練習を繰り返します。|息抜きに洋楽

も準備していますので、楽しく充実した講義にしたいと思っています。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語のリスニング強化に取り組みながら、世界の異文化に触れることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる内容を正確に聞き取ることができる。|また聞き取った内容の要

点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 講義の理解度を測るリスニング試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリング全日全講時に出席していること(遅刻・早退

は認めない)を前提として、30 点を加点。 



授業コード P52210100A （認定科目名：英米文学講読１） 

授業科目 英米文学講読１ 単位 1 

担当者 氏木 道人 シラバスグループ P10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

英語教育（外国語教育・学習）に関連した文献の講読 

 

■授業の概要 

本講座では、外国語教育（主に英語教育）に関連した内容について英語で書かれた文献を

読む。専門的な文書をできるだけ正確に理解することを試みると同時に外国語教育に関す

る研究分野についての理解を深める。講義では英文読解だけではなく文献から得られた情

報を基に身近な外国語習得の問題点について議論し意見交換を行いたい。第二言語（外国

語）習得に関する専門的で多少難易度の高い文献を読むので英語教育や外国語習得に関心

のある方に受講して頂きたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語で書かれた専門的な文書を読み外国語教育、英語教育の分野に関する理解を深める。

また難易度の高い英語の論文を概要をとらえながら読むことを体験する。||評価基準：講読

した英文の内容についての理解度を確認する試験を行う。その他、クラス内でのグループ

課題、Mini-presentation により評価する。| 
 

■到達目標 

１）難易度の高い英語の文書を読み概要を捉えることができる。|２）外国語教

育に関する研究分野について知る。|３）文献から得られた情報を基に身近な外

国語習得の問題点について知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 授業で読んだテキストの内容についての試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20% 担当箇所の内容についてグループで発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 グループ作業への参加度と貢献度、mini-presentation 

･その他 0  



授業コード P52210200A （認定科目名：英米文学講読１） 

授業科目 英米文学講読１ 単位 1 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文学作品に描かれているメッセージを読み解く解釈の作業をする。文学作品には、その表

面に描かれているもの以上のものが描かれている。読者は意識的、あるいは無意識的にそ

ういうメッセージを受け取っているのである。文学研究の面白さはそういうメッセージを

暗号解読のような作業を通して見つけていくところにある。自分の持っているいろんな知

識を生かして独自の説得力ある解釈を行ってもらいたい。今回の授業では、J・D・サリン

ジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」("A Perfect Day for Bananafish") 
 

■授業の概要 

まずはじっくりと一つ一つの言葉のニュアンスを正確に把握し、作品を丁寧に精読してい

く。その上で、作品解釈の作業に入っていく。この作品のメッセージは何なのか、受講生

それぞれの独特な視点から独創的な読みを展開してもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52220100A （認定科目名：英米文学講読２） 

授業科目 英米文学講読２ 単位 1 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 シラバスグループ P10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Vladimir Nabokov の短編"Lance"を読む 

 

■授業の概要 

ロシア生まれの作家ウラジーミル・ナボコフ（Vladimir Nabokov, 1899-1977)が英語で書い

た短編"Lance"(1952)を読む。ナボコフの作品は一つ一つの言葉と詳細を丁寧に拾い上げ

て読むことを読者に要求する。授業では、そのような丁寧な読みを実践する。それに加え、

ナボコフの文学の特徴について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

ナボコフが要求するような、丁寧な読みを実践することで得られる喜びを感じる。やや難

しめの文章を読み解くことによって論理的思考力を養う。 

 

■到達目標 

 一つ一つの言葉に注意して丁寧に読む力をつける。ナボコフ文学の特徴につ

いて理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 60  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52220200A （認定科目名：英米文学講読２） 

授業科目 英米文学講読２ 単位 1 

担当者 櫻井 和美 シラバスグループ P20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

“The Cloud” を読む 

 

■授業の概要 

 イギリス・ロマン派の代表詩人、Percy Bysshe Shelley によって書かれた “The Cloud” を

読む。 | 各作品の試訳の後、ディスカッション形式で授業を進めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

英文学史の一時代なるイギリス・ロマン主義についての理解を深めること。 

 

■到達目標 

Shelley の詩の特徴が作品の中にどのように表れているのかについての認識を

深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P52230200A （認定科目名：英米文学講読３） 

授業科目 英米文学講読３ 単位 1 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ P20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝承童謡マザーグースを読む 

 

■授業の概要 

本講座はマザーグースを読みます。テキストの 初の唄から和訳していきます。一ページ

に一つの唄があり、注釈が充実しているので楽しく読みすすめられると思います。CD にお

さめられている唄を聞いて、マザーグースの美しいリズムに触れます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

マザーグースの唄を丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるようにするのが目的で

す。ボキャブラリーの増強を目指します。 

 

■到達目標 

マザーグースを自然な日本語に訳せるようになるのが目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P52230300A （認定科目名：英米文学講読３） 

授業科目 英米文学講読３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ P30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Enjoy children's literature and improve your English! 2 

 

■授業の概要 

著名な児童文学作品を読んで、その中に出てくる語彙、構文、表現をできる限り吸収する

ことで英文読解力を向上させ、同時に文体や修辞法に注意して読むことで作品をより深く

味わう。 
  

■授業の目的・ねらい 

独力で英文を読む読解力を身につける。 

 

■到達目標 

英文を正確に読むことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52240200A （認定科目名：英米文学講読４） 

授業科目 英米文学講読４ 単位 1 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文学作品に描かれているメッセージを読み解く解釈の作業をする。文学作品には、その表

面に描かれているもの以上のものが描かれている。読者は意識的、あるいは無意識的にそ

ういうメッセージを受け取っているのである。文学研究の面白さはそういうメッセージを

暗号解読のような作業を通して見つけていくところにある。自分の持っているいろんな知

識を生かして独自の説得力ある解釈を行ってもらいたい。今回の授業ではシャーウッド・

アンダスンの「兄弟たち」("Brothers")を読む。 
 

■授業の概要 

まずはじっくりと一つ一つの言葉のニュアンスを正確に把握し、作品を丁寧に精読してい

く。その上で、作品解釈の作業に入っていく。この作品のメッセージは何なのか、受講生

それぞれの独特な視点から独創的な読みを展開してもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52240300A （認定科目名：英米文学講読４） 

授業科目 英米文学講読４ 単位 1 

担当者 阿部 美春 シラバスグループ P30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

プロメテウス神話とイギリス・ロマン派 

 

■授業の概要 

現代、プロメテウスと言えば、「プロメテウスの火」に象徴される、人類にとってよきもの

であり、また悪しきものにもなり得る科学とテクノロジーの表象である。元来は、ギリシ

ア神話において、人類を愛するがゆえに、 高神ゼウスに逆らって、火とあらゆる技術を

与え、そのために岩山に縛られ、禿鷲に日夜、肝臓を啄まれるという罰を与えられた英雄

である。英文学では、「18〜19 世紀初頭ロマン派と革命支持者を魅了してやまない神話」

として、詩人作家にインスピレーションを与え、多くのプロメテウス・モチーフの作品を

生んだ。授業では、イギリス・ロマン派詩人作家がモデルとしたアイスキュロスの『縛ら

れたプロメテウス』（抜粋）を読むと同時に、彼ら/彼女らの代表的プロメテウス作品を読

む。バイロン「プロメテウス」と『マンフレッド』（抜粋）、P・B・シェリー『縛めを解か

れたプロメテウス』（抜粋）、メアリ・シェリー『フランケンシュタイン 現代のプロメテ

ウス』（抜粋）、レティシア・エリザベス・ランドンのエレジーを通して、プロメテウス神

話の孕む多様な含意をみていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

イギリス・ロマン派詩人作家の作品を、彼ら/彼女らがモチーフとしたギリシア神話に遡

って読み、どのように神話を継承したのか、また再創造したのか、という視点から読む。 

 

■到達目標 

学習の到達目標|言うまでもなく、テクストの読み方はひとつではない。本授業

では、「プロメテウス神話」を手がかりに、イギリス・ロマン派詩人作家の作品

を読み、「神話」の視点による作品読解の基礎を学ぶ。|成績評価の基準|テキスト

に即して出題する。講義と講読をふまえて解答すること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 授業での質問および発表を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52250200A （認定科目名：英米文学講読５） 

授業科目 英米文学講読５ 単位 1 

担当者 長谷川 雅世 シラバスグループ P20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

主にイギリスの児童文学作品を読むことを通して、英語と欧米の文化について学ぶ。 

 

■授業の概要 

 本講義では、『不思議の国のアリス』や『くまのプーさん』や『メアリー・ポピンズ』を

はじめとするイギリスの児童文学の抜粋を原文で読む。それを通して、英語の読解力を養

う。同時に、イギリスの児童文学に関する知識を養い、それぞれの作品が書かれた時代背

景やイギリスにおける子どものイメージの変遷等を理解する。また、授業中のディスカッ

ションを通して、文学作品を批評し、自らの意見を明快かつ説得力を持たせて表現できる

ようにする。| 本講義では、授業中にグループ・ワーク（事前に出す課題への回答をグル

ープで話し合いまとめたり、和訳のチェックをしたりする）を行うので、この授業を受講

する者はこのグループ・ワークに積極的かつ必ず参加すること。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

1)英米の児童文学作品を原文で読むことを通して、英語の読解力を身につける。|2)自ら行

間を読んで解釈し、それを他の受講生に伝えることを通して、自分の意見をわかりやすく

述べる能力を高める。|3)講義を通して、作品の背景、特にイギリスの社会や文化について

の知識を養う。 
 

■到達目標 

1)英語の読解力を養う。|2)作品を解釈し、それを自らの言葉で表現できる。|3)

主にイギリスの文化や歴史に関する知識を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験範囲等については、初回の授業で説明する。試験内容

は、主に英語の読解力をはかる内容。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% 予習への取り組みと授業への積極的な参加度。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52250300A （認定科目名：英米文学講読５） 

授業科目 英米文学講読５ 単位 1 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ P30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

英語でスヌーピーの漫画を読む 

 

■授業の概要 

本講座はスヌーピーの漫画を英語で読みます。授業ではテキストの漫画のセリフや和訳問

題を中心に翻訳していきます。 

  

■授業の目的・ねらい 

自然な日本語に訳せるようになるのが授業のねらいです。アメリカ英語の俗語表現なども

学びます。 

 

■到達目標 

テキストの英文を丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるようになるのが

ねらいです。テキストの読解を通して、ボキャブラリーの増強も目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P52260200A （認定科目名：英米文学講読６） 

授業科目 英米文学講読６ 単位 1 

担当者 大内 和正 シラバスグループ P20190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

イギリスの作家モームの『サミング・アップ』を読む 

 

■授業の概要 

The Summing Up は、20 世紀イギリスを代表する小説家・劇作家の一人である Somerset 

Maugham が 64 歳の時に発表した自伝的エッセイである。本書において、かれは独自の鋭

い観察眼をそれまでの自らの生涯に向け、人生、読書、演劇、文学、哲学など多岐にわた

る話題について、自分自身の考えを率直に語っている。この講義では、モームの思想を理

解する上で も重要だが も理解しにくい 終部分の哲学談義（第 63 章から 77 章）を扱

う。テキストを精読しながら、かれの諸作品の中に凝縮されている洞察力の背景をさぐっ

ていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

テキストをできるだけ正確に読むトレーニングを行うとともに、その内容をしっかりと吟

味することを通じて、英語の読解力と作品理解力を高める。 

 

■到達目標 

テキストの中に数多くでてきた重要構文を理解するとともに、モーム思想の核

心に触れることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P52260300A （認定科目名：英米文学講読６） 

授業科目 英米文学講読６ 単位 1 

担当者 冨永 和元 シラバスグループ P30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

H.D.Thoreau のエッセイを読む 

 

■授業の概要 

１９世紀アメリカの思想家 H.D.Thoreau の代表的エッセイ Civil Disobedience や Life Without 

Principle を精読し、19 世紀のアメリカについて、また自由・民主主義などの問題や自然と

の共生をテーマに考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

英文を読む力だけではなく、物事を深く考え分析する力を養う。 

 

■到達目標 

アメリカの古典文学を原文で読むことができる。また、時代背景などを考えて、

作品のテーマについて考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P54160200A （認定科目名：英語圏文化の理解） 

授業科目 英語圏文化の理解 単位 2 

担当者 樋口 章信 シラバスグループ P20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

イギリスとアメリカの文化 

 

■授業の概要 

英語圏文化の代表であるイギリスとアメリカの文化を我が国の文化と比較し、異文化理解

についての考えを深める。| イギリス文化に関しては、ローマ支配時代から現在に至る歴

史的背景をたどりながら説明していく。| アメリカ文化に関しては、東部、南部、中西部、

西武、飛び地という地理的区分に従い、それぞれの地域の特性を捉えながら説明する。| イ

ギリスとアメリカを論じる中で、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの文化につ

いてもふれる。 
  

■授業の目的・ねらい 

比較文化的手法を用いて、イギリスおよびアメリカ文化を考察する。我が国側からの視座、

そして、イギリス・アメリカ側の視座という双方の視座から文化事象を眺めることによっ

て、お互いの国の文化的内実や相互関係を考察していく。 
 

■到達目標 

比較文化的にイギリスおよびアメリカ文化の事象を理解し、我が国との文化的

関係や相互交流も含めて、新たに考えていく。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0.10000000000000001  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード P54160300A （認定科目名：英語圏文化の理解） 

授業科目 英語圏文化の理解 単位 2 

担当者 樋口 章信 シラバスグループ P30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

イギリスとアメリカの文化 

 

■授業の概要 

英語圏文化の代表であるイギリスとアメリカの文化を我が国の文化と比較し、異文化理解

についての考えを深める。| イギリス文化に関しては、ローマ支配時代から現在に至る歴

史的背景をたどりながら説明していく。| アメリカ文化に関しては、東部、南部、中西部、

西武、飛び地という地理的区分に従い、それぞれの地域の特性を捉えながら説明する。| イ

ギリスとアメリカを論じる中で、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの文化につ

いてもふれる。 
  

■授業の目的・ねらい 

比較文化的手法を用いて、イギリスおよびアメリカ文化を考察する。我が国側からの視座、

そして、イギリス・アメリカ側の視座という双方の視座から文化事象を眺めることによっ

て、お互いの国の文化的内実や相互関係を考察していく。 
 

■到達目標 

比較文化的にイギリスおよびアメリカ文化の事象を理解し、我が国との文化的

関係や相互交流も含めて、新たに考えていく。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0.10000000000000001  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード P60010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 松本 真治 シラバスグループ P20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英米学科では何を学ぶのか 

 

■授業の概要 

この講義では英米学科での学習領域を、具体的な事例に基づきながら紹介する。１）英米

文学（詩と小説）、２）英米文化、３）英語教育（日本英語教育史、第２言語習得理論、早

期英語教育）、の３領域にわたって紹介する。| 受講生には、各自の興味のある分野につ

いての簡単なプレゼンテーションを個人、あるいはグループ単位でしてもらう。| 
  

■授業の目的・ねらい 

英米学科で学習するということは、単に英語を学習するだけではない。英語を使って何か

を学習もしくは研究するということである。したがって各受講生がそれぞれ興味関心を抱

く分野を発見し、その研究方法の初歩を獲得することがこの講義の目的である。| 
 

■到達目標 

ある特定の研究テーマを提示し、それについてプレゼンテーションやリポート

作成ができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 20 プレゼンテーション 

･授業内試験 30 数回実施。事前配布資料に基づくものや詩の暗唱等。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P60010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言語学と文学 

 

■授業の概要 

英米学科で学ぶ導入となるような授業を行う。|具体的には、言語学のテキストと文学のテ

キストを使用し、言語学や文学について知識を深めてもらい、学んだことについて独自の

意見を交えて、論理的・客観的に論じてもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61050100A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 William Fennell シラバスグループ P10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができる。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテー

ションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P61050100B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 ﾏｰｸ･E ﾍﾞﾝｿﾝ シラバスグループ P10011 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Active Communication - overcoming the hurdles to competency in communication. 

 

■授業の概要 

With the exception of the examination, we will spend the entire time engaged in skill and 

knowledge review and building activities. The course is rather fast paced with as many as three 

or four activities taking place in one lesson. Almost all activities are pair or group based and 

so participation is a must and not a choice. Only students who have completed their homework 

assignments (essential to participation in day 2 classes), have made a strong effort to 

participate, and have good attendance will pass the course. There will be short lectures and 

conversation, grammar and vocabulary building activities. 
  

■授業の目的・ねらい 

This course focuses on two areas, introducing or reviewing very common points of the 4 skills 

of English that usually receive comparatively little or no attention in English courses in Japan, 

and motivational approaches and techniques to encourage the students to talk while 

incorporating those points. Any student who properly completes their homework assignments, 

genuinely participates, and has good attendance, will walk away with a deeper knowledge of 

English and better communication skills. (Simply attending every day will NOT earn a student a 

passing grade.) As a side note, I make a strong effort to teach vocabulary and phrases, 

pronunciation and grammar points that are very common in English, but many students in Japan 

are not exposed to. I believe that not knowing common points such as these contributes greatly 

to the Japanese perception that English is a difficult language to learn. Is it easy? No, of course 

not; but I do not at all feel that it is as difficult as many seem to believe it is. 
 

■到達目標 

The primary goal is to deepen the students` knowledge of the more common errors 

in English grammar, syntax and pronunciation, and how to realistically address them 

in personal studies, but more so when instructing classes. The second goal is to gain 

a gre 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0 Any quizzes will be calculated in with homework assignments. 

･授業内課題 25  

･その他 0  



授業コード P61050201A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The main theme of this course will be examination & analysis of the most important social & 

political happenings in Japan & the world today 

 

■授業の概要 

This course gives students the opportunity to develop their ability to analyze & discuss 

important social  issues in the news currently. Especial focus will be on current Japanese social 

issues affecting students & young people, such as school rules, student gender issues, bullying, 

etc. 
  

■授業の目的・ねらい 

The course aim is to improve student’s ability to read current news reports, analyze the meaning 

of these, & discuss them with others to exchange opinions and expand their world view. 

Students are expected to read newspaper articles, prepare a short summary of these, & be 

ready to actively discuss these in English with classmates in an exchange and presentation of 

opinions 
 

■到達目標 

The aim of this course is to allow suidents to practice giving their opinions freely in 

English about most important social issues in Japan today 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Students' active & positive participation in all class  group 

activities 



授業コード P61050201B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 Thomas Nishikawa シラバスグループ P20041 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The primary theme of this course is to develop students’ ability and confidence in using English 

to communication in informal/formal everyday situations. The course will be structured around 

the course materials, but the instructor will also create additi 
 

■授業の概要 

The class is an intermediate/advanced English communications course for non-native English 

speakers with the primary theme to develop the student’s ability in day-to-day and academic 

English to communicate domestically and internationally. Emphasis will be given to appropriate 

word choices, varied sentence patterns, clear organizational patterns, and English as a lingua 

franca. Although all four skills-speaking, reading, listening, and writing will duly incorporate in 

discussions on topics of international and local relevance.  The course is structured around the 

course material, but the instructor will also create additional materials, and activities for 

students to do both in the classroom, and for homework. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students shall learn about discourse structure, and general day-to-day and academic 

speaking/writing design. While this course emphasizes speaking and writing skills, students shall 

continue to develop all four skills. Including, understand key ideas and principles of good English 

conversation competencies along with teacher/student interaction, daily writing skills such as 

e-mails and formal writing as in academic reporting. 
 

■到達目標 

Various topics related to everyday life can be freely communicated in English. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0.10000000000000001 'Small Talk' (will be discussed in the first class) 



授業コード P61050202A （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 ｼﾞｮｰ ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽﾞ シラバスグループ P20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Language and Culture 

 

■授業の概要 

This class will focus on improving speaking and listening skills using a crosscultural based 

approach. 

  

■授業の目的・ねらい 

To improve speaking and listening skills and to have a better understanding of cultural issues 

at home and abroad. 

 

■到達目標 

To develop a more positive outlook for English study. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50 Attendance and participation determines 50% of the grade. 



授業コード P61050202B （認定科目名：English Conversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 ﾊﾟﾄﾘｼｱ ｱｶﾞｰﾄﾞ シラバスグループ P20051 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ENGLISH CONVERSATION 

 

■授業の概要 

Intercultural topics will be discussed, vocabulary, some writing, and other in class activities. 

Facts, ctitical thinking, colloquial and standard English. 

  

■授業の目的・ねらい 

The focus will be on vocabulary building and usage. 

 

■到達目標 

For students planning to gain a teachers licence there will be the opportunity to 

discuss this - in English - with classmates. Most importantly, we hope this will be 

an enjoyable as well as an educational experience. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 1  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61050300A （認定科目名：EnglishConversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 Michael James Davies シラバスグループ P30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The mai theme will be travel and tourism 

 

■授業の概要 

The Emphasis will be mainly on communicative language lessons in which students will have 

ample opportunity to use English through a number of discussion activities. 

  

■授業の目的・ねらい 

This course aims to give students an opportunity to improve their English conversational skills. 

The focus will be on speaking and listening. 

 

■到達目標 

This course aims to improve students' communicative competence by way of 

content-based lessons. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61050300B （認定科目名：EnglishConversation２） 

授業科目 English Conversation ２ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P30031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

The main theme of this course will be examination & analysis of the most important social & 

political happenings in Japan & the world today 

 

■授業の概要 

This course gives students the opportunity to develop their ability to analyze & discuss 

important social  issues in the news currently. Especial focus will be on current Japanese social 

issues affecting students & young people, such as school rules, student gender issues, bullying, 

etc. 
  

■授業の目的・ねらい 

The course aim is to improve student’s ability to read current news reports, analyze the meaning 

of these, & discuss them with others to exchange opinions and expand their world view. 

Students are expected to read newspaper articles, prepare a short summary of these, & be 

ready to actively discuss these in English with classmates in an exchange and presentation of 

opinions 
 

■到達目標 

The aim of this course is to allow suidents to practice giving their opinions freely in 

English about most important social issues in Japan today 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Students' active & positive participation in all class  group 

activities 



授業コード P61060100A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 William Fennell シラバスグループ P10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日常生活に活かせる英会話（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、日常生活に関連した様々なトピックを取り上げ、そのトピックについて話

すために必要な語彙を増強しながら、英会話力の養成を行う。 毎回の授業にあたっては、

ロールプレーやプレゼンテーション等のタスクを事前に準備することが求められる。 授

業の活動としては、ペアもしくはグループでの会話やプレゼンテーションが中心となる

が、reading や writing そして小テストで補強する。毎回の授業でのパフォーマンスを評価

するとともに、受講生の英会話力の進歩度を測定するためのテストを実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生がすでに身につけている英語の運用能力、英語の表現や単語のまとまった使い方

を、実際の場面に現れる対話に適用して活用できるようになることを目指す。 

 

■到達目標 

日常生活に関連した様々なトピックについて、自在に英語でやり取りすること

ができます。|日常生活に関連した様々なトピックについて、英語でプレゼンテ

ーションをすることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.34999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード P61060100B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 Hamish Pidgeon シラバスグループ P10021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ENGAGING CONVERSATION AND TEACHING TECHNIQUES 

 

■授業の概要 

A wide range of interesting conversations will be covered. Students are encouraged to discuss. 

  

■授業の目的・ねらい 

The purpose of the class topics which will boost their vocabulary and cofidence. 

 

■到達目標 

The purpose of the class topics which will boost their vocabulary and cofidence. 

Techniques for teaching different aspects of english will also be coverd. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 1  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61060201A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

English for Communication 

 

■授業の概要 

This course teaches students to use English in everyday situations and for purposes related to 

school, social life, work and leisure. The course covers the four skills of listening, speaking, 

reading, and writing. 
  

■授業の目的・ねらい 

The main goal of this course is to teach students to communicate in English in a wide range of 

situations, and for a number of different purposes, including travel abroad, hosting foreigners 

in Japan ,& teaching students English in Japan. Particular emphasis will be placed on listening 

and speaking. Final grades will be based on attendance,  participation in classroom activities, 

and a final test. 
 

■到達目標 

The aim of the course to to allow students practice in discussing everyday life 

situation in English with fluency & proper word usage. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Active & lively participation in all class activities 



授業コード P61060201B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P20061 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. .. 
 

■授業の概要 

.Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam.. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate... 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P61060202A （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 John F. Ashburne シラバスグループ P20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Let's practice English conversation.|| 

 

■授業の概要 

Our goal is to improve English conversation and confidence in speaking.| 

  

■授業の目的・ねらい 

Let's improve our English in a fun environment. 

 

■到達目標 

Talking together in small groups. || 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61060202B （認定科目名：English Conversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 Joe Cohen シラバスグループ P20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Various cultural topics will be done, driven by current events. Some topics may be difficult for 

beginning English students. Evaluations will be based on Communication Ability, Effort, and a 

final Essay. .. 
 

■授業の概要 

.Class will start with Introductions amd progress to group and student centered discussion 

activities.  All students will act as leaders for various groups.  When discussion groups are 

completed, students will be tested on course topics and cumulative learning through essay 

exam.. 
  

■授業の目的・ねらい 

Students will further both listening abilities, reading comprehension, and leadership skills.  

Students will have a clearer understanding of how to organize information content and how to 

logically express opinions through discussion and debate... 
 

■到達目標 

Student will achieve leadership abilities.|Students will learnt to cooperate in group 

discussions.|Students will be more able to process material and discuss and debate 

cultural issues.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.25  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0.25  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード P61060300A （認定科目名：EnglishConversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 Diane Haring シラバスグループ P30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

English for Communication 

 

■授業の概要 

This course teaches students to use English in everyday situations and for purposes related to 

school, social life, work and leisure. The course covers the four skills of listening, speaking, 

reading, and writing. 
  

■授業の目的・ねらい 

The main goal of this course is to teach students to communicate in English in a wide range of 

situations, and for a number of different purposes, including travel abroad, hosting foreigners 

in Japan ,& teaching students English in Japan. Particular emphasis will be placed on listening 

and speaking. Final grades will be based on attendance,  participation in classroom activities, 

and a final test. 
 

■到達目標 

The aim of the course to to allow students practice in discussing everyday life 

situation in English with fluency & proper word usage. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 Active & lively participation in all class activities 



授業コード P61060300B （認定科目名：EnglishConversation３） 

授業科目 English Conversation ３ 単位 1 

担当者 赤澤 ｼﾞｬｺﾊﾞ シラバスグループ P30041 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

■授業の概要 

This course aims to have students look beyond the obvious differences in cultures such as 

language and food, to develop a deeper understanding of the complexities of different cultures. 

This knowledge is helpful for successful intercultural communication. Students will not only gain 

a better understanding of other cultures but they will be able to recognize elements of their 

own culture that is taken for granted. 
  

■授業の目的・ねらい 

The focus of this English course will be on developing speaking skills and fluency through pair 

work, brainstorming, interviewing, small and large group discussions and presentations. 

 

■到達目標 

Students will acquire a better knowledge and an appreciation of different cultures, 

while also strengthening their communication skills.  |Students will be able to do 

research and present their ideas to a small group of students. 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% Presentation 

･授業内試験 0.10000000000000001 Final quiz and evaluation 

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 Reflections, Class participation 



授業コード P61070201A （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 Henry Foster シラバスグループ P20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて（１） 

 

■授業の概要 

この授業では、異文化理解を通じて英語のリスニング力を養う。いくつかのトピックにつ

いて各国の若者の意見や話を聞き、リスニングスキルを練習すると同時に、聞き取った内

容に基づいたコミュニケーションを取り合う練習もする。また、色々なインターネット上

の無料学習リソースを紹介していく。 後は自分で考えたミニレッスンを作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

聴解力の向上と異文化に対する意識と理解の向上を目指す。また、講義後も自らリスニン

グ力を向上させる術を身に着けることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる他者の異文化に関する意見・考えを、正確に聞き取ることがで

きる。また聞き取った内容の要点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード P61070201B （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20101 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

音読によるリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

文学作品をモチーフとした教材を使用し、音読を実践することで、リスニング力の向上を

目指す。英語を英語のまま理解し、聞き取った音声に即座に対応する力を養う。また、日

本人学習者にとって聞き取りにくい音声を発音に着目して学習する。学習法、発音の知識

の成果を確認する目的で、ＴＯＥＩＣ形式の問題にチャレンジする。 
  

■授業の目的・ねらい 

口頭練習を通じて「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、自ら実践して継続的に英

語力の向上を目指す学習者を養成する。 

 

■到達目標 

ナチュラルスピードで読まれる英語の物語、フレーズ、会話、スピーチを、正確

に聞き取ることができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61070202A （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 和田 未穂子 シラバスグループ P20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画で学ぶコミュニケーション演習 

 

■授業の概要 

映画「ゴースト: ニューヨークの幻」を題材にしたテキストを用いて、英語リスニングの

総合的向上を目指す。授業では DVD 映像の視聴をはじめ、セリフの書き取り、シナリオを

活用したパートナー会話練習を積極的に行ってもらう。この映画では、オフィスや銀行窓

口といったようなビジネスシーンでの会話、警察署での会話、恋人同士の甘いささやき、

友人との口論などに触れることができ、さまざまな場面の英語を楽しみつつ実践的に学ん

でいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ネイティブスピーカーの日常のやり取りを聞くことに慣れ、謝罪の表現、提案・勧誘の表

現、依頼の表現といったポイントとなる機能表現を身につけることを狙いとする。 

 

■到達目標 

会話中の重要な情報を理解できるようになること。またテキストで取り扱った

語句や表現について正しい発音を身につけ、リスニングの基礎力を向上するこ

と。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード P61070202B （認定科目名：English Listening Skills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20111 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

音読によるリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

文学作品をモチーフとした教材を使用し、音読を実践することで、リスニング力の向上を

目指す。英語を英語のまま理解し、聞き取った音声に即座に対応する力を養う。また、日

本人学習者にとって聞き取りにくい音声を発音に着目して学習する。学習法、発音の知識

の成果を確認する目的で、ＴＯＥＩＣ形式の問題にチャレンジする。 
  

■授業の目的・ねらい 

口頭練習を通じて「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、自ら実践して継続的に英

語力の向上を目指す学習者を養成する。 

 

■到達目標 

ナチュラルスピードで読まれる英語の物語、フレーズ、会話、スピーチを、正確

に聞き取ることができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61070300A （認定科目名：EnglishListeningSkills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 大内 和正 シラバスグループ P30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニングスキルの養成 

 

■授業の概要 

英文を見れば内容が理解できるけれど、音声だけだと聞き取れないと感じている人は多い

のではないだろうか。とくにネイティブスピーカー同士の会話になるとリスニングはかな

り難しくなる。この授業では、ニュース、ドキュメンタリー、プレゼンテーション、映画

など多種多様な教材を使用し、英語でよく起こる音変化のパターンを学びながら、リスニ

ング・シャドーイングトレーニングを行っていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

音変化の理解とリスニング・シャドーイング練習を通じて、リスニング力の向上を図る。 

 

■到達目標 

音変化のパターンに慣れて、さまざまな種類の英語を正確に聞きとることがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リスニング力を問うもの(70％)、リスニング力向上法についての

自分の意見(30％)。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61070300B （認定科目名：EnglishListeningSkills１） 

授業科目 English Listening Skills １ 単位 1 

担当者 和田 未穂子 シラバスグループ P30061 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画で学ぶコミュニケーション演習 

 

■授業の概要 

映画「ゴースト: ニューヨークの幻」を題材にしたテキストを用いて、英語リスニングの

総合的向上を目指す。授業では DVD 映像の視聴をはじめ、セリフの書き取り、シナリオを

活用したパートナー会話練習を積極的に行ってもらう。この映画では、オフィスや銀行窓

口といったようなビジネスシーンでの会話、警察署での会話、恋人同士の甘いささやき、

友人との口論などに触れることができ、さまざまな場面の英語を楽しみつつ実践的に学ん

でいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

ネイティブスピーカーの日常のやり取りを聞くことに慣れ、謝罪の表現、提案・勧誘の表

現、依頼の表現といったポイントとなる機能表現を身につけることを狙いとする。 

 

■到達目標 

会話中の重要な情報を理解できるようになること。またテキストで取り扱った

語句や表現について正しい発音を身につけ、リスニングの基礎力を向上するこ

と。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード P61080201A （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 Henry Foster シラバスグループ P20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて（２） 

 

■授業の概要 

この授業では、異文化理解を通じて英語のリスニング力を養う。いくつかのトピックにつ

いて各国の若者の意見や話を聞き、リスニングスキルを練習すると同時に、聞き取った内

容に基づいたコミュニケーションを取り合う練習もする。また、色々なインターネット上

の無料学習リソースを紹介していく。 後は自分で考えたミニレッスンを作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

聴解力の向上と異文化に対する意識と理解の向上を目指す。また、講義後も自らリスニン

グ力を向上させる術を身に着けることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる他者の異文化に関する意見・考えを、正確に聞き取ることがで

きる。また聞き取った内容の要点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード P61080201B （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画“Notting Hill”を用いたリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

映画を題材に、リスニング力の向上を目指す。講義では作品内で用いられる表現の口頭練

習を通じて、日常会話を聞き取る力を強化する。また、音声の強弱、消失、つながりなど

も口頭練習を通じて克服し、聴き取れる音を増やしてゆく。作品にはイギリス英語とアメ

リカ英語の双方が使われているので、その違いにも着目し、字幕なしで映画を理解する一

歩を踏み出してもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

映画を使って、楽しみながら聞く力を強化する方法を習得する。また、口頭練習を通じて

「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、今後も継続的に自立学習ができる学生を育

成する。 
 

■到達目標 

ナチュラルスピードで話されるアメリカ英語、イギリス英語を正確に聞き取る

ことができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61080202A （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 衣川 二三 シラバスグループ P20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

映画“Notting Hill”を用いたリスニング力の向上 

 

■授業の概要 

映画を題材に、リスニング力の向上を目指す。講義では作品内で用いられる表現の口頭練

習を通じて、日常会話を聞き取る力を強化する。また、音声の強弱、消失、つながりなど

も口頭練習を通じて克服し、聴き取れる音を増やしてゆく。作品にはイギリス英語とアメ

リカ英語の双方が使われているので、その違いにも着目し、字幕なしで映画を理解する一

歩を踏み出してもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

映画を使って、楽しみながら聞く力を強化する方法を習得する。また、口頭練習を通じて

「発話できる音は聞き取れる」ことを実感し、今後も継続的に自立学習ができる学生を育

成する。 
 

■到達目標 

ナチュラルスピードで話されるアメリカ英語、イギリス英語を正確に聞き取る

ことができる。また、聞き取った内容の要点を把握することが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P61080202B （認定科目名：English Listening Skills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 山本 元子 シラバスグループ P20131 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキルを養う：異文化理解を通して 

 

■授業の概要 

 映画「タイタニック」を英語教材化したテキストと、実際の DVD 映像を使用しながらリ

スニングのコツを学び、スキルを高める活動を繰り返し行うことで、楽しみながらリスニ

ングの力を高めることを目的としています。あわせて、テキスト（映画）の内容をより深

く理解するために、関連する（異）文化理解につながる解説も随所で行います。このこと

により、映画の登場人物のせりふを単に聞いてわかるようになるだけでなく、そのせりふ

で映画製作者は何を意図したのか、といったところまでいくつかの場面については説明す

る予定です。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

映像を使用して、ネイティブスピーカーの日常のやりとり（会話）を聞くことに慣れるこ

と。リスニングスキルを高めるための総合的な活動と異文化理解の解説をふまえ、テキス

ト（映像）の理解を深めること。 
 

■到達目標 

ネイティブスピーカーの日常のやりとり（会話）を聞くことに慣れること。|リ

スニングスキルを高めるための総合的な活動が行えること。|異文化理解の解説

をふまえ、テキスト（映像）の理解を深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終コマに実施するテストです。|スクーリングで学んだ内容の総

括と簡単な応用問題です。| 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 テキストの問題に解答（回答）したり、（英語による）意見発表、

|リスニングに伴う諸活動への参加度合などを含みます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テキストの問題から、一部を授業内課題（テスト）として出題し

ます。 

･その他 0  



授業コード P61080300A （認定科目名：EnglishListeningSkills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 子安 加奈子 シラバスグループ P30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

リスニング・スキル養成：異文化理解を通じて 

 

■授業の概要 

この授業では TOEIC 形式の演習で英語のリスニング力を養います。|授業前半は、テキスト

を用いて、TOEIC のリスニング部門の形式に慣れることを目標に、音声と文字で確認しつ

つ学習していきます。（テキストのレベル設定は、これから 500〜600 点以上を取ること

を目指すことを想定した初心者用）|後半は、自然な英語を聞き取ることに慣れることを目

指し、映画を鑑賞して、プリントで TOEIC の重要表現や単語について解説します。単に音

声だけを聞くよりも、画像や場面と共に物の中でのセリフとして英語表現を学ぶことで、

記憶に定着しやすくなることと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語で語られる様々な話題を、正確に聞き取ることができる。また聞き取った内容の要点

を把握することができる。|ツールとしての英語に焦点を当てるだけではなく、英語を通し

て異文化の生活や考え方にも触れることを目的とする。 
 

■到達目標 

様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解す

ることが出来る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード P61080300B （認定科目名：EnglishListeningSkills２） 

授業科目 English Listening Skills ２ 単位 1 

担当者 松本 桂子 シラバスグループ P30071 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

世界を巡りながら英語 Listening 力を養う 

 

■授業の概要 

カナダからスコットランドまで、世界の観光地をテキストで巡りながら Listening Skill を養

います。|CD の音声で長文の会話に耳を慣らし、ゆっくりと何度も確認して Exercise を進

めてゆきます。|実践に有効な短い会話も交えて、聴解練習を繰り返します。|息抜きに洋楽

も準備していますので、楽しく充実した講義にしたいと思っています。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語のリスニング強化に取り組みながら、世界の異文化に触れることを目的とします。 

 

■到達目標 

英語で語られる内容を正確に聞き取ることができる。|また聞き取った内容の要

点を把握することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 講義の理解度を測るリスニング試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリング全日全講時に出席していること(遅刻・早退

は認めない)を前提として、30 点を加点。 



授業コード P63060100A （認定科目名：英米文学講読１） 

授業科目 英米文学講読１ 単位 1 

担当者 氏木 道人 シラバスグループ P10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

英語教育（外国語教育・学習）に関連した文献の講読 

 

■授業の概要 

本講座では、外国語教育（主に英語教育）に関連した内容について英語で書かれた文献を

読む。専門的な文書をできるだけ正確に理解することを試みると同時に外国語教育に関す

る研究分野についての理解を深める。講義では英文読解だけではなく文献から得られた情

報を基に身近な外国語習得の問題点について議論し意見交換を行いたい。第二言語（外国

語）習得に関する専門的で多少難易度の高い文献を読むので英語教育や外国語習得に関心

のある方に受講して頂きたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語で書かれた専門的な文書を読み外国語教育、英語教育の分野に関する理解を深める。

また難易度の高い英語の論文を概要をとらえながら読むことを体験する。||評価基準：講読

した英文の内容についての理解度を確認する試験を行う。その他、クラス内でのグループ

課題、Mini-presentation により評価する。| 
 

■到達目標 

１）難易度の高い英語の文書を読み概要を捉えることができる。|２）外国語教

育に関する研究分野について知る。|３）文献から得られた情報を基に身近な外

国語習得の問題点について知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 授業で読んだテキストの内容についての試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20% 担当箇所の内容についてグループで発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 グループ作業への参加度と貢献度、mini-presentation 

･その他 0  



授業コード P63060200A （認定科目名：英米文学講読１） 

授業科目 英米文学講読１ 単位 1 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文学作品に描かれているメッセージを読み解く解釈の作業をする。文学作品には、その表

面に描かれているもの以上のものが描かれている。読者は意識的、あるいは無意識的にそ

ういうメッセージを受け取っているのである。文学研究の面白さはそういうメッセージを

暗号解読のような作業を通して見つけていくところにある。自分の持っているいろんな知

識を生かして独自の説得力ある解釈を行ってもらいたい。今回の授業では、J・D・サリン

ジャーの「バナナフィッシュにうってつけの日」("A Perfect Day for Bananafish") 
 

■授業の概要 

まずはじっくりと一つ一つの言葉のニュアンスを正確に把握し、作品を丁寧に精読してい

く。その上で、作品解釈の作業に入っていく。この作品のメッセージは何なのか、受講生

それぞれの独特な視点から独創的な読みを展開してもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63070100A （認定科目名：英米文学講読２） 

授業科目 英米文学講読２ 単位 1 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 シラバスグループ P10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Vladimir Nabokov の短編"Lance"を読む 

 

■授業の概要 

ロシア生まれの作家ウラジーミル・ナボコフ（Vladimir Nabokov, 1899-1977)が英語で書い

た短編"Lance"(1952)を読む。ナボコフの作品は一つ一つの言葉と詳細を丁寧に拾い上げ

て読むことを読者に要求する。授業では、そのような丁寧な読みを実践する。それに加え、

ナボコフの文学の特徴について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

ナボコフが要求するような、丁寧な読みを実践することで得られる喜びを感じる。やや難

しめの文章を読み解くことによって論理的思考力を養う。 

 

■到達目標 

 一つ一つの言葉に注意して丁寧に読む力をつける。ナボコフ文学の特徴につ

いて理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 60  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63070200A （認定科目名：英米文学講読２） 

授業科目 英米文学講読２ 単位 1 

担当者 櫻井 和美 シラバスグループ P20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

“The Cloud” を読む 

 

■授業の概要 

 イギリス・ロマン派の代表詩人、Percy Bysshe Shelley によって書かれた “The Cloud” を

読む。 | 各作品の試訳の後、ディスカッション形式で授業を進めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

英文学史の一時代なるイギリス・ロマン主義についての理解を深めること。 

 

■到達目標 

Shelley の詩の特徴が作品の中にどのように表れているのかについての認識を

深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63080200A （認定科目名：英米文学講読３） 

授業科目 英米文学講読３ 単位 1 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ P20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝承童謡マザーグースを読む 

 

■授業の概要 

本講座はマザーグースを読みます。テキストの 初の唄から和訳していきます。一ページ

に一つの唄があり、注釈が充実しているので楽しく読みすすめられると思います。CD にお

さめられている唄を聞いて、マザーグースの美しいリズムに触れます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

マザーグースの唄を丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるようにするのが目的で

す。ボキャブラリーの増強を目指します。 

 

■到達目標 

マザーグースを自然な日本語に訳せるようになるのが目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63080300A （認定科目名：英米文学講読３） 

授業科目 英米文学講読３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ P30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Enjoy children's literature and improve your English! 2 

 

■授業の概要 

著名な児童文学作品を読んで、その中に出てくる語彙、構文、表現をできる限り吸収する

ことで英文読解力を向上させ、同時に文体や修辞法に注意して読むことで作品をより深く

味わう。 
  

■授業の目的・ねらい 

独力で英文を読む読解力を身につける。 

 

■到達目標 

英文を正確に読むことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63090200A （認定科目名：英米文学講読４） 

授業科目 英米文学講読４ 単位 1 

担当者 持留 浩二 シラバスグループ P20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文学作品に描かれているメッセージを読み解く解釈の作業をする。文学作品には、その表

面に描かれているもの以上のものが描かれている。読者は意識的、あるいは無意識的にそ

ういうメッセージを受け取っているのである。文学研究の面白さはそういうメッセージを

暗号解読のような作業を通して見つけていくところにある。自分の持っているいろんな知

識を生かして独自の説得力ある解釈を行ってもらいたい。今回の授業ではシャーウッド・

アンダスンの「兄弟たち」("Brothers")を読む。 
 

■授業の概要 

まずはじっくりと一つ一つの言葉のニュアンスを正確に把握し、作品を丁寧に精読してい

く。その上で、作品解釈の作業に入っていく。この作品のメッセージは何なのか、受講生

それぞれの独特な視点から独創的な読みを展開してもらいたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

まずは配付した教材の内容を英語でよく読み理解できること、その上で自分独自の意見を

説得力をもって発表することができるようになることが目標。 

 

■到達目標 

まずはテキストをその細部まで正確に読解できていること。その上で、自分独

自の視点から作品解釈ができること。さらに、自分の解釈を客観的に説得力を

もって論じることができることが目標。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63090300A （認定科目名：英米文学講読４） 

授業科目 英米文学講読４ 単位 1 

担当者 阿部 美春 シラバスグループ P30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

プロメテウス神話とイギリス・ロマン派 

 

■授業の概要 

現代、プロメテウスと言えば、「プロメテウスの火」に象徴される、人類にとってよきもの

であり、また悪しきものにもなり得る科学とテクノロジーの表象である。元来は、ギリシ

ア神話において、人類を愛するがゆえに、 高神ゼウスに逆らって、火とあらゆる技術を

与え、そのために岩山に縛られ、禿鷲に日夜、肝臓を啄まれるという罰を与えられた英雄

である。英文学では、「18〜19 世紀初頭ロマン派と革命支持者を魅了してやまない神話」

として、詩人作家にインスピレーションを与え、多くのプロメテウス・モチーフの作品を

生んだ。授業では、イギリス・ロマン派詩人作家がモデルとしたアイスキュロスの『縛ら

れたプロメテウス』（抜粋）を読むと同時に、彼ら/彼女らの代表的プロメテウス作品を読

む。バイロン「プロメテウス」と『マンフレッド』（抜粋）、P・B・シェリー『縛めを解か

れたプロメテウス』（抜粋）、メアリ・シェリー『フランケンシュタイン 現代のプロメテ

ウス』（抜粋）、レティシア・エリザベス・ランドンのエレジーを通して、プロメテウス神

話の孕む多様な含意をみていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

イギリス・ロマン派詩人作家の作品を、彼ら/彼女らがモチーフとしたギリシア神話に遡

って読み、どのように神話を継承したのか、また再創造したのか、という視点から読む。 

 

■到達目標 

学習の到達目標|言うまでもなく、テクストの読み方はひとつではない。本授業

では、「プロメテウス神話」を手がかりに、イギリス・ロマン派詩人作家の作品

を読み、「神話」の視点による作品読解の基礎を学ぶ。|成績評価の基準|テキスト

に即して出題する。講義と講読をふまえて解答すること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 授業での質問および発表を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63100200A （認定科目名：英米文学講読５） 

授業科目 英米文学講読５ 単位 1 

担当者 長谷川 雅世 シラバスグループ P20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

主にイギリスの児童文学作品を読むことを通して、英語と欧米の文化について学ぶ。 

 

■授業の概要 

 本講義では、『不思議の国のアリス』や『くまのプーさん』や『メアリー・ポピンズ』を

はじめとするイギリスの児童文学の抜粋を原文で読む。それを通して、英語の読解力を養

う。同時に、イギリスの児童文学に関する知識を養い、それぞれの作品が書かれた時代背

景やイギリスにおける子どものイメージの変遷等を理解する。また、授業中のディスカッ

ションを通して、文学作品を批評し、自らの意見を明快かつ説得力を持たせて表現できる

ようにする。| 本講義では、授業中にグループ・ワーク（事前に出す課題への回答をグル

ープで話し合いまとめたり、和訳のチェックをしたりする）を行うので、この授業を受講

する者はこのグループ・ワークに積極的かつ必ず参加すること。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

1)英米の児童文学作品を原文で読むことを通して、英語の読解力を身につける。|2)自ら行

間を読んで解釈し、それを他の受講生に伝えることを通して、自分の意見をわかりやすく

述べる能力を高める。|3)講義を通して、作品の背景、特にイギリスの社会や文化について

の知識を養う。 
 

■到達目標 

1)英語の読解力を養う。|2)作品を解釈し、それを自らの言葉で表現できる。|3)

主にイギリスの文化や歴史に関する知識を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験範囲等については、初回の授業で説明する。試験内容

は、主に英語の読解力をはかる内容。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30% 予習への取り組みと授業への積極的な参加度。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63100300A （認定科目名：英米文学講読５） 

授業科目 英米文学講読５ 単位 1 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ P30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

英語でスヌーピーの漫画を読む 

 

■授業の概要 

本講座はスヌーピーの漫画を英語で読みます。授業ではテキストの漫画のセリフや和訳問

題を中心に翻訳していきます。 

  

■授業の目的・ねらい 

自然な日本語に訳せるようになるのが授業のねらいです。アメリカ英語の俗語表現なども

学びます。 

 

■到達目標 

テキストの英文を丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるようになるのが

ねらいです。テキストの読解を通して、ボキャブラリーの増強も目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63110200A （認定科目名：英米文学講読６） 

授業科目 英米文学講読６ 単位 1 

担当者 大内 和正 シラバスグループ P20190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

イギリスの作家モームの『サミング・アップ』を読む 

 

■授業の概要 

The Summing Up は、20 世紀イギリスを代表する小説家・劇作家の一人である Somerset 

Maugham が 64 歳の時に発表した自伝的エッセイである。本書において、かれは独自の鋭

い観察眼をそれまでの自らの生涯に向け、人生、読書、演劇、文学、哲学など多岐にわた

る話題について、自分自身の考えを率直に語っている。この講義では、モームの思想を理

解する上で も重要だが も理解しにくい 終部分の哲学談義（第 63 章から 77 章）を扱

う。テキストを精読しながら、かれの諸作品の中に凝縮されている洞察力の背景をさぐっ

ていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

テキストをできるだけ正確に読むトレーニングを行うとともに、その内容をしっかりと吟

味することを通じて、英語の読解力と作品理解力を高める。 

 

■到達目標 

テキストの中に数多くでてきた重要構文を理解するとともに、モーム思想の核

心に触れることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63110300A （認定科目名：英米文学講読６） 

授業科目 英米文学講読６ 単位 1 

担当者 冨永 和元 シラバスグループ P30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

H.D.Thoreau のエッセイを読む 

 

■授業の概要 

１９世紀アメリカの思想家 H.D.Thoreau の代表的エッセイ Civil Disobedience や Life Without 

Principle を精読し、19 世紀のアメリカについて、また自由・民主主義などの問題や自然と

の共生をテーマに考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

英文を読む力だけではなく、物事を深く考え分析する力を養う。 

 

■到達目標 

アメリカの古典文学を原文で読むことができる。また、時代背景などを考えて、

作品のテーマについて考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63120200A （認定科目名：英米文学演習１） 

授業科目 英米文学演習１ 単位 1 

担当者 田中 和也 シラバスグループ P20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Joseph Conrad, “The Secret Sharer” 精読 

 

■授業の概要 

 英語の名作をじっくり読むことで、作品を精読する方法を考えると同時に、英語力の向

上をめざします。ジョウゼフ・コンラッド（Joseph Conrad）は、19 世紀後半から 20 世紀

初頭にかけて活躍した英国の小説家です。コンラッドは「英国の小説家」とはされていま

すが、実際には帝政ロシア支配下のポーランドに生まれて、青年時代にはフランスや英国

の船に船員として乗り込み、世界をめぐっています。このため、彼は第三言語の英語でも

って、植民地主義の影響下にあった東南アジア・中南米や、政情不安なヨーロッパの都市

を描くという、国際色に溢れた背景を持っています。そうしたコンラッドの多層的かつ重

厚な世界に触れて、小説を読むとは何かという一端を考えてみたいと思います。| 今回の

授業で扱う 「秘密の共有者」“The Secret Sharer”（「秘密の同居人」や「秘密を共有する

者」という邦題もあります）は、英語文学の教科書やアンソロジーでしばしば扱われる作

品です。この授業では、コンラッドの文章を味わうことで、英語力の向上も目指します。

さらにはこの作品は、豊かな語りの技法（匿名の船長である「私」が過去について語る）

や重厚な英語（海洋小説の伝統ゆえに、船用語が難解ですが）が理由で、様々な批評流派

からアプローチされてきました。この作品についての批評を読むことで、レポートの書き

方や批評の方法論についても考えていきたいと思います。| 授業では、あらかじめ読んで

きてもらった作品テクストをもとに、ディスカッションもおこなう予定です。また、英文

における小論文の書き方を考えて、それを元にレポートや論文の書き方も考察してみたい

と思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

・Conrad の名文を読み込むことによって、英語を読む力の向上を目指すとともに、小説を

読むとは、解釈するとは（＝精読するとは何か？）、ということを考えます。 

 

■到達目標 

・文学作品の読み方や解釈の仕方を身につけると同時に、批評への接し方の基

本も習得する。||・レポート作成法（Academic Writing）の基礎を学び、レポート

の構成や意見の組み方、文献からの引用の仕方を身に着ける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 作品を読んで、自分なりの意見を Academic Writing の規則にのっ

とって組み立てる（「感想文」ではなくて a paper を書いてもら

う）。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 授業内での応答やコメントシートなど 

･その他 0  



授業コード P63120300A （認定科目名：英米文学演習１） 

授業科目 英米文学演習１ 単位 1 

担当者 早瀬 和栄 シラバスグループ P30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

コロンブスに関するエッセイを読む 

 

■授業の概要 

テキストのエッセイを和訳します。エッセイの内容理解を深めるために、イディオムも大

切なところはポイントを押さえて取り組みます。授業では CD や DVD を使用して、英語へ

の関心を向上させます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

英文で書かれたエッセイを自然な日本語に訳せるようになるのが目標です。 

 

■到達目標 

テキストの英文エッセイを丁寧に読みながら、内容を正確に理解できるように

なるのが目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63130200A （認定科目名：英米文学演習２） 

授業科目 英米文学演習２ 単位 1 

担当者 櫻井 和美 シラバスグループ P20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

“To a Skylark” について 

 

■授業の概要 

 イギリス・ロマン派の代表詩人、Percy Bysshe Shelley によって書かれた “To a Skylark” 

を考察する。 | 作品の概要理解の後、ディスカッション形式で授業を進めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

英文学史の一時代なるイギリス・ロマン主義への理解を深めること。 

 

■到達目標 

Shelley の詩の特徴が作品の中にどのように表れているのかについての認識を

深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63130300A （認定科目名：英米文学演習２） 

授業科目 英米文学演習２ 単位 1 

担当者 松本 真治 シラバスグループ P30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代詩の金字塔『荒地』（<i>The Waste Land<i/>）を読む 

 

■授業の概要 

20 世紀英詩の 高峰とも言うべき、T.S.エリオット（T.S.Eliot）の『荒地』（<i>The Waste 

Land<i/>）を読む。この詩は第一次大戦後のヨーロッパの精神風土の荒廃を浮き彫りにし

た作品である。５部から構成されているが、「四月はもっとも残酷な月だ」ではじまる、死

をテーマにした第１部 "The Burial of the Dead"「死者の埋葬」を中心に、全体像にも触れ

ながら、『荒地』の世界を平易に紹介する。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業の目的は、翻訳や批評文を参照しながら、『荒地』を原文で理解できることであ

る。またグループでディスカッションした後、個人またはグループ単位でプレゼンテーシ

ョンをする。 
 

■到達目標 

１）批評家の評論に左右されずに、自分自身で『荒地』の解釈ができること。|

２）『荒地』の暗唱ができること。|３）『荒地』に関してプレゼンテーションが

できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 プレゼンテーション 

･授業内試験 20 詩の暗唱テスト（筆記試験、選択方式） 

･授業内課題 20 予習にもとづく 

･その他 0  



授業コード P63140100A （認定科目名：英米文学演習３） 

授業科目 英米文学演習３ 単位 1 

担当者 稲永 知世 シラバスグループ P10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

談話分析のアプローチに関連した文献の講読、および自然談話のデータ分析・考察 

 

■授業の概要 

本授業では、談話分析のアプローチについて英語で書かれた文献を講読する。|私たちが日

常やりとりしている会話、そして読み書きしている文章には、どのような意味の伝達と解

釈のメカニズムが認められるのかについて考える。|また、この視点に基づいて、文献に書

かれている手法を用いながら、実際の談話（映画、ドラマ等）のデータを分析し、考察す

る。 日本語と英語の相違点、類似点にも気づく必要があるため、日本語のデータも随時

使用する。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）談話分析のアプローチに関連した文献を講読することにより、英文構造を読み解く

力の向上をねらいとする。|（2）私たちが日常やりとりしている会話、そして読み書きし

ている文章には、どのような意味の伝達と解釈のメカニズムが認められるのかについて考

える力を養うこともねらいとする。 
 

■到達目標 

（1）英文を論理的および正確に解釈する力をつけることができる。|（2）日常

やりとりしていることばについて深く考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 授業中取り組んだ英文の読解力を問う問題および自然談話に関

する考察問題にどの程度取り組めているのかに基づいて判断し

ます。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 事前配布資料の課題にどの程度取り組めているのかに基づいて

判断します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 当日配布資料の課題にどの程度取り組めているのかに基づいて

判断します。 

･その他 0  



授業コード P63140200A （認定科目名：英米文学演習３） 

授業科目 英米文学演習３ 単位 1 

担当者 稲永 知世 シラバスグループ P20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

言語とジェンダー研究に関連した文献の講読、およびジェンダーに関わる談話事象のデー

タ分析・考察 

 

■授業の概要 

私たちは、日常やりとりしている会話、そして読み書きしている文章の中で巧妙に構築さ

れているジェンダーイデオロギーやジェンダーアイデンティティにさらされている。ま

た、私たちは、その知識に基づいて、ジェンダーイデオロギーを表象したり、ジェンダー

アイデンティティを実践したりするのである。|そこで、本授業では、言語とジェンダー研

究について英語で書かれた文献を講読し、日常やりとりしている会話、そして読み書きし

ている文章の中で構築されているジェンダーイデオロギーやジェンダーアイデンティテ

ィについて考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）言語とジェンダー研究に関連した文献を講読することにより、英文構造を論理的か

つ正確に読み解く力を向上させる。|（2）ジェンダーに関わる実際の談話事象を分析・考

察することにより、日常やりとりしている会話、そして読み書きしている文章の中で巧妙

に構築されているジェンダーイデオロギーやジェンダーアイデンティティについて考え

る力を養う。 
 

■到達目標 

（1）英文を論理的および正確に解釈する力をつけることができる。|（2）言語

とジェンダーに関する知見をもとに、普段見聞きすることばの中に構築されて

いるジェンダーイデオロギーやジェンダーアイデンティティについて深く考え

ることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 授業中取り組んだ英文の読解力を問う問題およびジェンダーに

関する考察問題にどの程度取り組めているのかに基づいて判断

します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 事前配布資料の課題にどの程度取り組めているのかに基づいて

判断します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 当日配布資料の課題にどの程度取り組めているのかに基づいて

判断します。 

･その他 0  



授業コード P63150100A （認定科目名：英米文学演習４） 

授業科目 英米文学演習４ 単位 1 

担当者 瀬戸 賢一 シラバスグループ P10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

認知言語学の中心的な課題の一つ「構文」(construction)を学ぶ。 

 

■授業の概要 

例題の解説と演習問題の答えの確認を中心に進める。必ず予習をしてからスクーリングに

臨むように。授業は時間の関係で、テキストの前半「構文の力」に限る。 

  

■授業の目的・ねらい 

認知言語学で問題にする「構文」は、従来の、たとえば It ~ that 構文という意味での構文

とは違う。その意味の本質的な重要性ついて演習形式で授業を進める。 

 

■到達目標 

①認知言語学の基本的見方が理解できる|②「構文」の重要性が理解できる|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63150200A （認定科目名：英米文学演習４） 

授業科目 英米文学演習４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ P20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

Enjoy children's literature and improve your English! 

 

■授業の概要 

著名な児童文学作品を読み、その中に出てくる語彙、構文、表現をできる限り吸収するこ

とで英文読解力を向上させ、同時に文体や修辞法に注意して読むことで作品より深く鑑賞

する。 
  

■授業の目的・ねらい 

独力で英文を読む読解力と自信を身につける。 

 

■到達目標 

英文を正確に読むことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63320200A （認定科目名：英米文学演習５） 

授業科目 英米文学演習５ 単位 2 

担当者 櫻井 和美 シラバスグループ P20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

“The Mask of Anarchy” について 

 

■授業の概要 

 イギリス・ロマン派の代表詩人、Percy Bysshe Shelley によって書かれた “The Mask of 

Anarchy” を考察する。 | 作品の概要理解の後、ディスカッション形式で授業を進めてい

く。 
  

■授業の目的・ねらい 

英文学史の一時代なるイギリス・ロマン主義への理解を深めること。 

 

■到達目標 

Shelley の詩の特徴が作品の中にどのように表れているのかについての認識を

深めること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード P63320300A （認定科目名：英米文学演習５） 

授業科目 英米文学演習５ 単位 2 

担当者 ﾒﾄﾞﾛｯｸ 皆尾 麻弥 シラバスグループ P30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英米作家短編を読む| 

 

■授業の概要 

『英米ミニ短編集』に収録された 3 作品を精読したのち、作品の構造、テーマ、疑問点、

等についてグループ討論する。 

  

■授業の目的・ねらい 

英米の優れた短編を読み、短編特有の統一感、構造について学ぶ。英語の文学作品を読解

することで論理的な思考力を養う。 

 

■到達目標 

英文を正確に読むことができる。|短編の構造について気づくことができる。|書

かれていない情報について推測しながら読むことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード P63330200A （認定科目名：英米文学演習６） 

授業科目 英米文学演習６ 単位 2 

担当者 樋口 章信 シラバスグループ P20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

推理小説"A Tangled Web"を読む 

 

■授業の概要 

英米文学演習 6 においては、Cambridge English Readers シリーズの一冊である、Alan Maley

氏の"A Tangled Web"を受講者と一緒に精読する。発音やイントネーション等の側面にも、

その都度注意を向けたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

近年言われている「多読」の有効性についてはごく当然のことだと思われるが、いくら多

く英語の文献を読んだとしても、立ち止まってしまった場合、その状況に応じて適切なア

ドバイスがなければ、そこで学ぶべき課題を通り越してしまい、多くは読んだが、結局英

語の力量を上げられずに終わってしまう、ということになりがちである。多読もやはり精

読的な多読でなければならないのである。そういったことを念頭に置いて、本授業では当

該のテキストを用いた精読的な多読にねらいを定めている、 
 

■到達目標 

興味深い推理小説を使って、英語における精読と多読の双方の効果を相乗的に

上げることである。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 15%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0.14999999999999999  

･その他 0  



授業コード P63330300A （認定科目名：英米文学演習６） 

授業科目 英米文学演習６ 単位 2 

担当者 氏木 道人 シラバスグループ P30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

英語教育（外国語教育・学習）に関連した文献の講読 

 

■授業の概要 

本講座では、外国語教育（主に英語教育）に関連した内容について英語で書かれた文献を

読む。専門的な文書をできるだけ正確に理解することを試みると同時に外国語教育に関す

る研究分野についての理解を深める。講義では英文読解だけではなく文献から得られた情

報を基に身近な外国語習得の問題点について議論し意見交換を行いたい。第二言語（外国

語）習得に関する専門的で多少難易度の高い文献を読むので英語教育や外国語習得に関心

のある方に受講して頂きたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

英語で書かれた専門的な文書を読み外国語教育、英語教育の分野に関する理解を深める。

また難易度の高い英語の論文を概要をとらえながら読むことを体験する。||評価基準：講読

した英文の内容についての理解度を確認する試験を行う。その他、クラス内でのグループ

課題、Mini-presentation により評価する。| 
 

■到達目標 

１）難易度の高い英語の文書を読み概要を捉えることができる。|２）外国語教

育に関する研究分野について知る。|３）文献から得られた情報を基に身近な外

国語習得の問題点について知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 20% 担当箇所の内容についてグループで発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 グループ作業への参加度と貢献度, mini-presentation 

･その他 0  



授業コード 
P65510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
P65510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
P65510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
P65520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
P65520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
P65530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
P65530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
P65540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
P65540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
P65540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
P65540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード PN1040N10A （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 Henry Foster シラバスグループ PNN101 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リスニング＆ディスカッションを中心とした英語コミュニケーション 

 

■授業の概要 

総合的な英語コミュニケーション力を身につける目的で、とりわけ「聴く、話す」に重点

を置き、それを補完する形で「読む・書く」の学習を行う。教室内では英語を使用した授

業を展開し、日本語を介さずに、英語で自分の考えを自在に発信する訓練を行う。毎回の

授業にあたっては、ペアもしくはグループでの会話・ディスカッション、およびリスニン

グが中心となる。授業の目的は、実践的な英語コミュニケーション力、とりわけ「使える

英語」を目指したスピーキング力とリスニング力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本人が苦手とする英語の音を発音学習を通じて体得し、段階的に聞き取る量を増やしな

がらリスニングを強化することを目的とする。また、クリティカル・シンキンクの゙考え方

を学ひな゙から゙、現代社会の重要な問題について、英語での自己表現力とディスカッション

能力を身に付けることをねらう。 
 

■到達目標 

● これまで学んできた英語の知識を以前より自信をもって話し言葉としてアウ

トプットすることができる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについ

て、以前より自信をもって自身の意見・考えを英語で表現・発表することがで

きる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについて、以前より自信をも

って聞き取りができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード PN1040N20A （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 Henry Foster シラバスグループ PNN201 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リスニング＆ディスカッションを中心とした英語コミュニケーション 

 

■授業の概要 

総合的な英語コミュニケーション力を身につける目的で、とりわけ「聴く、話す」に重点

を置き、それを補完する形で「読む・書く」の学習を行う。教室内では英語を使用した授

業を展開し、日本語を介さずに、英語で自分の考えを自在に発信する訓練を行う。毎回の

授業にあたっては、ペアもしくはグループでの会話・ディスカッション、およびリスニン

グが中心となる。授業の目的は、実践的な英語コミュニケーション力、とりわけ「使える

英語」を目指したスピーキング力とリスニング力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本人が苦手とする英語の音を発音学習を通じて体得し、段階的に聞き取る量を増やしな

がらリスニングを強化することを目的とする。また、クリティカル・シンキンクの゙考え方

を学ひな゙から゙、現代社会の重要な問題について、英語での自己表現力とディスカッション

能力を身に付けることをねらう。 
 

■到達目標 

● これまで学んできた英語の知識を以前より自信をもって話し言葉としてアウ

トプットすることができる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについ

て、以前より自信をもって自身の意見・考えを英語で表現・発表することがで

きる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについて、以前より自信をも

って聞き取りができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード PN1040N30A （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 Henry Foster シラバスグループ PNN301 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リスニング＆ディスカッションを中心とした英語コミュニケーション 

 

■授業の概要 

総合的な英語コミュニケーション力を身につける目的で、とりわけ「聴く、話す」に重点

を置き、それを補完する形で「読む・書く」の学習を行う。教室内では英語を使用した授

業を展開し、日本語を介さずに、英語で自分の考えを自在に発信する訓練を行う。毎回の

授業にあたっては、ペアもしくはグループでの会話・ディスカッション、およびリスニン

グが中心となる。授業の目的は、実践的な英語コミュニケーション力、とりわけ「使える

英語」を目指したスピーキング力とリスニング力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本人が苦手とする英語の音を発音学習を通じて体得し、段階的に聞き取る量を増やしな

がらリスニングを強化することを目的とする。また、クリティカル・シンキンクの゙考え方

を学ひな゙から゙、現代社会の重要な問題について、英語での自己表現力とディスカッション

能力を身に付けることをねらう。 
 

■到達目標 

● これまで学んできた英語の知識を以前より自信をもって話し言葉としてアウ

トプットすることができる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについ

て、以前より自信をもって自身の意見・考えを英語で表現・発表することがで

きる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについて、以前より自信をも

って聞き取りができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード PN1040N40A （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 Henry Foster シラバスグループ PNN401 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リスニング＆ディスカッションを中心とした英語コミュニケーション 

 

■授業の概要 

総合的な英語コミュニケーション力を身につける目的で、とりわけ「聴く、話す」に重点

を置き、それを補完する形で「読む・書く」の学習を行う。教室内では英語を使用した授

業を展開し、日本語を介さずに、英語で自分の考えを自在に発信する訓練を行う。毎回の

授業にあたっては、ペアもしくはグループでの会話・ディスカッション、およびリスニン

グが中心となる。授業の目的は、実践的な英語コミュニケーション力、とりわけ「使える

英語」を目指したスピーキング力とリスニング力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本人が苦手とする英語の音を発音学習を通じて体得し、段階的に聞き取る量を増やしな

がらリスニングを強化することを目的とする。また、クリティカル・シンキンクの゙考え方

を学ひな゙から゙、現代社会の重要な問題について、英語での自己表現力とディスカッション

能力を身に付けることをねらう。 
 

■到達目標 

● これまで学んできた英語の知識を以前より自信をもって話し言葉としてアウ

トプットすることができる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについ

て、以前より自信をもって自身の意見・考えを英語で表現・発表することがで

きる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについて、以前より自信をも

って聞き取りができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード PN1040N50A （認定科目名：英語コミュニケーション） 

授業科目 英語コミュニケーション 単位 2 

担当者 Henry Foster シラバスグループ PNN501 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

リスニング＆ディスカッションを中心とした英語コミュニケーション 

 

■授業の概要 

総合的な英語コミュニケーション力を身につける目的で、とりわけ「聴く、話す」に重点

を置き、それを補完する形で「読む・書く」の学習を行う。教室内では英語を使用した授

業を展開し、日本語を介さずに、英語で自分の考えを自在に発信する訓練を行う。毎回の

授業にあたっては、ペアもしくはグループでの会話・ディスカッション、およびリスニン

グが中心となる。授業の目的は、実践的な英語コミュニケーション力、とりわけ「使える

英語」を目指したスピーキング力とリスニング力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本人が苦手とする英語の音を発音学習を通じて体得し、段階的に聞き取る量を増やしな

がらリスニングを強化することを目的とする。また、クリティカル・シンキンクの゙考え方

を学ひな゙から゙、現代社会の重要な問題について、英語での自己表現力とディスカッション

能力を身に付けることをねらう。 
 

■到達目標 

● これまで学んできた英語の知識を以前より自信をもって話し言葉としてアウ

トプットすることができる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについ

て、以前より自信をもって自身の意見・考えを英語で表現・発表することがで

きる。|● テキストと授業で取り上げられたテーマについて、以前より自信をも

って聞き取りができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0.20000000000000001  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q00011200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を見越した個人研究の準備 −「研究計画書」の有効活用 

 

■授業の概要 

通信教育課程における卒業研究は、「研究計画書」の提出・許可を経て草稿へと進んでいく

が、「研究計画書」提出の段階で、あるいは草稿提出の段階で、次のステップへと進めず足

踏みをする学生が多い。こうした学生の多くは、自らの研究の内容を十分に考えないまま

に計画書を執筆していることが多く、入学以来学んできたはずの内容を十分に生かし切れ

ていないようである。|本講義では、各自の「研究計画書」の内容（「計画書」に記述しよう

と予定している内容）にもとづき、研究内容を具体化するための手立てを学ぶ。とりわけ、

研究の中心となる事項を具体化し研究上の課題として明確にすること、収集した参考文献

や史資料をどう研究に用いるのかを考えることに力を入れたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸事項の調査

ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 |4:研究に用いる参考

文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 
 

■到達目標 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸

事項の調査ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 

|4:研究に用いる参考文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード Q00011300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 西川 利文 シラバスグループ Q30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

日本史・東洋史・西洋史の分野を問わず、大学における歴史学研究を進めるにあたって、

必要なことをガイダンスする。従って、歴史学研究とは何か、歴史学論文とはどういうも

のかについて概略を述べたうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践

的なスキルの習得を目指す。図書館や資料室の利用に始まり、歴史学研究のための文献の

探し方、入手方法などを学ぶ。また、文献を読んだり、史資料の分析に際して役立つデー

タベースの利用についても解説する。講義内では、自分の研究に必要な文献を探し、文献

リストの作成を行い、実際にそれらの文献を入手することを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文執筆に向けて、歴史学研究の第一歩を踏み出すことを目的とする。 

 

■到達目標 

歴史学研究とは何かを理解する。|歴史学研究に必要な文献を探索・入手し、辞

書等の工具類を使いながら読み進めることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q00012200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を見越した個人研究の準備 −「研究計画書」の有効活用 

 

■授業の概要 

通信教育課程における卒業研究は、「研究計画書」の提出・許可を経て草稿へと進んでいく

が、「研究計画書」提出の段階で、あるいは草稿提出の段階で、次のステップへと進めず足

踏みをする学生が多い。こうした学生の多くは、自らの研究の内容を十分に考えないまま

に計画書を執筆していることが多く、入学以来学んできたはずの内容を十分に生かし切れ

ていないようである。|本講義では、各自の「研究計画書」の内容（「計画書」に記述しよう

と予定している内容）にもとづき、研究内容を具体化するための手立てを学ぶ。とりわけ、

研究の中心となる事項を具体化し研究上の課題として明確にすること、収集した参考文献

や史資料をどう研究に用いるのかを考えることに力を入れたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸事項の調査

ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 |4:研究に用いる参考

文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 
 

■到達目標 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸

事項の調査ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 

|4:研究に用いる参考文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード Q00012300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 西川 利文 シラバスグループ Q30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

日本史・東洋史・西洋史の分野を問わず、大学における歴史学研究を進めるにあたって、

必要なことをガイダンスする。従って、歴史学研究とは何か、歴史学論文とはどういうも

のかについて概略を述べたうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践

的なスキルの習得を目指す。図書館や資料室の利用に始まり、歴史学研究のための文献の

探し方、入手方法などを学ぶ。また、文献を読んだり、史資料の分析に際して役立つデー

タベースの利用についても解説する。講義内では、自分の研究に必要な文献を探し、文献

リストの作成を行い、実際にそれらの文献を入手することを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文執筆に向けて、歴史学研究の第一歩を踏み出すことを目的とする。 

 

■到達目標 

歴史学研究とは何かを理解する。|歴史学研究に必要な文献を探索・入手し、辞

書等の工具類を使いながら読み進めることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q00013200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を見越した個人研究の準備 −「研究計画書」の有効活用 

 

■授業の概要 

通信教育課程における卒業研究は、「研究計画書」の提出・許可を経て草稿へと進んでいく

が、「研究計画書」提出の段階で、あるいは草稿提出の段階で、次のステップへと進めず足

踏みをする学生が多い。こうした学生の多くは、自らの研究の内容を十分に考えないまま

に計画書を執筆していることが多く、入学以来学んできたはずの内容を十分に生かし切れ

ていないようである。|本講義では、各自の「研究計画書」の内容（「計画書」に記述しよう

と予定している内容）にもとづき、研究内容を具体化するための手立てを学ぶ。とりわけ、

研究の中心となる事項を具体化し研究上の課題として明確にすること、収集した参考文献

や史資料をどう研究に用いるのかを考えることに力を入れたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸事項の調査

ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 |4:研究に用いる参考

文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 
 

■到達目標 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸

事項の調査ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 

|4:研究に用いる参考文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード Q00013300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 西川 利文 シラバスグループ Q30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

日本史・東洋史・西洋史の分野を問わず、大学における歴史学研究を進めるにあたって、

必要なことをガイダンスする。従って、歴史学研究とは何か、歴史学論文とはどういうも

のかについて概略を述べたうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践

的なスキルの習得を目指す。図書館や資料室の利用に始まり、歴史学研究のための文献の

探し方、入手方法などを学ぶ。また、文献を読んだり、史資料の分析に際して役立つデー

タベースの利用についても解説する。講義内では、自分の研究に必要な文献を探し、文献

リストの作成を行い、実際にそれらの文献を入手することを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文執筆に向けて、歴史学研究の第一歩を踏み出すことを目的とする。 

 

■到達目標 

歴史学研究とは何かを理解する。|歴史学研究に必要な文献を探索・入手し、辞

書等の工具類を使いながら読み進めることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q01040200A （認定科目名：京都学入門１） 

授業科目 京都学入門１ 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ Q20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代・中世の政治・文化と都のすがた 

 

■授業の概要 

この授業では、歴史学の観点から京都の地域的な特色を考えます。日本の都となった京都

は、政治・経済・文化の中心地として繁栄を極めるとともに、都市化のなかで様々な問題

をも抱えてきました。古代・中世の京都において、人々が如何なる問題に直面し、克服し

てきたのかを考えたいと思います。|また、京都の市街地は現在も平安京以来の碁盤目状の

都市構造を特徴としていますが、長い歴史の中で、都のすがたは時代の変遷とともに、為

政者の、そして民衆の力によって、大きく変容しました。政治や文化の力によって、都市

の姿がどのように変化してきたのか、史料を読み進め、絵巻や図版を参照しながら具体的

に検討してゆきたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都をみつめる視点を養うことを目指し、特に古代・中

世における京都の地域的特徴を理解することを目標とします。 

 

■到達目標 

・京都の古代・中世の歴史についての基礎的事項を理解し、説明できる。|・日

本の歴史における京都の位置づけを理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 課題について、根拠を明確にしながら的確な内容が記されている

か、また論理的に叙述されているかを評価します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード Q01050200A （認定科目名：京都学入門２） 

授業科目 京都学入門２ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と京都学 

 

■授業の概要 

平安京の衰退とともに成立した「京都」は、その後いかなる歴史を歩んできたのだろうか。

いわゆる「京都」の成立は、歴史的には平安時代の終わり頃とされるが、現代京都に通ず

る「京都」の成立はさらに時代を下り、室町・戦国期を待たねばならない。|本授業では、

現代の京都へのつながりに留意しながら、室町戦国以降の「京都」について都市史的な観

点から考える。あわせて「京都」を学習・研究の対象とする「京都学」についても、地域

学の観点から考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義を通じて以下の諸点を理解したい。|(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のな

かで理解する|(2)「京都」において展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理

解する 
 

■到達目標 

(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のなかで理解する|(2)「京都」にお

いて展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20  



授業コード 
Q03020200A （認定科目名：日本古代・中世史特講２/日本史特講（古

代・中世）２） 

授業科目 日本古代・中世史特講２ 単位 1 

担当者 今堀 太逸 シラバスグループ Q20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中世武家法の研究 

 

■授業の概要 

武家により制定され、運用された「武家法」は、体系的ではないが事実的な先例としての

性格が色濃い。武家社会の規律を学び、政治を基礎づけた思想を検討する。また、漢文史

料が苦手な受講生のため、日本史の漢文史料講読の手ほどきをする。 
  

■授業の目的・ねらい 

武家社会の 初の成文法である「御成敗式目」と「追加法」を講読する。難読・難解語、

人名、地名に注を付けるとともに、注目点・意義・歴史的背景について解説を加える。 

 

■到達目標 

武家政治と社会についての理解を深め、研究能力を養成する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q03020300A （認定科目名：日本古代・中世史特講２/日本史特講（古

代・中世）２） 

授業科目 日本古代・中世史特講２ 単位 1 

担当者 野地 秀俊 シラバスグループ Q30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

室町時代史研究 

 

■授業の概要 

いくつか区分されている時代の中で「室町時代」というのは、始まりと終わりさえ諸説あ

るなど、つかみどころのない時代と認識されている。本講義では、室町幕府や将軍権力の

推移を追うことによって、室町時代の始まりと終わりを中心に、時代の変化のポイントと

室町時代の特徴を概説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

①日本史の中における室町時代の位置づけを理解する。|②室町時代の始まりと終わりの画

期を理解する。|③室町幕府や将軍の権力構造について理解する。 

 

■到達目標 

①室町時代の大まかな流れを説明できる。|②室町時代の特徴を説明できる。|③

室町幕府や将軍権力の推移を説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 講義内容に即した記述式の試験。講義を正確に理解しているかで

評価。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03040300A （認定科目名：日本近世史特講２/日本史特講（近世）２） 

授業科目 日本近世史特講２ 単位 1 

担当者 片山 正彦 シラバスグループ Q30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世初期（戦国・織豊期）の政治史を考える。 

 

■授業の概要 

本授業では、主に戦国・織豊期の政治史にかかわる史料（くずし字のものを含む）をとり

あげ、|その特徴を考えていきたいと思います。 

  

■授業の目的・ねらい 

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康など、比較的なじみの深い人物に関わる史料を読んでいき、

その|上で論理的な思考を身に付けていただきたいと考えています。そして将来的には、本

授業で身に|付けたものを卒業論文・リポートを執筆する際に活かしていただきたいと思い

ます。 
 

■到達目標 

本授業で学んだことを基にして、オリジナリティのある卒業論⽂・リポートの

作成に役⽴ててほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験にて実施する。授業内で学んだことをリポートして

いただきます。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 受講者数によってグループあるいは個人で報告をしていただく

予定です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 課題を設定しますので、自主的に取り組むようにしてください。 

･その他 0  



授業コード 
Q03060100A （認定科目名：日本近・現代史特講２/日本史特講（近代・

現代）２） 

授業科目 日本近・現代史特講２ 単位 1 

担当者 林 美帆 シラバスグループ Q10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本近・現代の公害と市民運動 

 

■授業の概要 

日本近代の工業化は、富の蓄積や発展をもたらしたが、その裏面に公害という負の側面を

生じさせることとなった。公害は日本近代社会の矛盾点ということができる。|戦前の足尾

鉱山の鉱毒事件や、別子銅山の亜硫酸ガスの排煙問題といった鉱山に関わる公害や、大阪

にみられる工業都市化と公害は、戦争との関係が深い。|戦後の水俣病やイタイイタイ病、

大気汚染公害といった健康被害を伴う公害は高度経済成長に伴って発生している。|公害の

歴史を通じて、法制度や住民運動、裁判、企業の経営体質の変化について見る。|特に、市

民運動が果たした役割について着目し、近代日本の矛盾点とその解決策を明らかにしてい

く。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈学習内容の目的とねらい〉|・日本の近代化と公害について考察する。|・公害の解決と民

主主義の関係性を明らかにする。|〈到達度〉|公害を取り巻く社会構造を把握できたか。|

〈成績評価の基準〉|試験と平常点（出席など）をふまえて評価する。 
 

■到達目標 

公害によって引き起こされる状況について理解する。|ＳＤＧｓのベースとなっ

ている「権利ベースアプローチ」を理解し、市民運動の意義を理解する。|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.10000000000000001  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q03060200A （認定科目名：日本近・現代史特講２/日本史特講（近代・

現代）２） 

授業科目 日本近・現代史特講２ 単位 1 

担当者 本間 千景 シラバスグループ Q20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

韓国「併合」前、大韓帝国は日本の保護下にあった。日本の主導による新たな学校制度が

敷かれたが、私立学校における民族教育も盛んに行われていた。しかしながら、韓国学部

は歴史教科書を編纂しなかったため、官公私立初等教育機関で使用される歴史教科書は、

検定を通らなければ使用することができなかった。本講義では、当時民間で出版され検定

に申請された三冊の歴史教科書を分析する。検定に合格した教科書、不合格になった教科

書の日韓関係部分を韓国学部の検定方針に照らしながら比較・分析し、なぜ検定に合格し

たのか、あるいは不合格になった 
 

■授業の概要 

朝鮮近代教育史と日本の関わりを概観し、韓国が日本の保護国となる過程、また、保護国

期の教育行政について、史料を通し考察する。|また、検定合格および不合格となった歴史

教科書を分析・考察・発表し、議論することにより、編纂者および検定する側の意図につ

いて検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

孤独になりがちな通信課程であるが、共に講義を受ける仲間たちと互いに協力し合いなが

ら、日本の保護国下にあった大韓帝国期の歴史教科書内容を分析し、議論を重ねて考察を

深めるのが目的である。成績評価の基準は、分析・議論の結果を自分なりに結論づけられ

ているかということである。 
 

■到達目標 

大韓帝国が日本の保護国となる過程、その後の日本主導による新教育制度の導

入、教育制度が実施される過程での民間韓国人の反応を学んだ上で、韓国人に

より編纂された歴史教科書を分析することにより、韓国保護国期の教育状況と

日韓の緊張関係を理解すること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q03080100A （認定科目名：日本仏教史特講２/日本史特講（宗教・文

化）２） 

授業科目 日本仏教史特講２ 単位 1 

担当者 坪井 剛 シラバスグループ Q10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代（飛鳥～平安時代）の仏教史を読みなおす 

 

■授業の概要 

 日本史上の多くの時代において、仏教は常に社会に大きな影響を与えており、仏教的世

界観は昔の人々にとって実態あるものとして捉えられていました。そして、その痕跡は現

代社会の様々な所に見出すことができます。日本仏教の流れを理解することは日本文化を

理解する上で、重要な視点となるといえるでしょう。本授業では、仏教伝来から平安時代

に至るまで、様々な史料を再検討しながら、各時代における仏教の位置付けを再考します。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本講義では、古代仏教に関連する多くの史料を提示し、解釈していきます。断片的な史

料から史実を把握できるようになることが目標です。そして、それらの史料の解釈が、こ

れまでの研究でどのように変化してきたのかという点を理解することも目的です。 
 

■到達目標 

 古代の仏教史研究の変遷について、史料に基づいて理解できるようになる。

史料を様々な視角から解釈する姿勢を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード Q03100200A （認定科目名：古文書講読２） 

授業科目 古文書講読２ 単位 1 

担当者 野地 秀俊 シラバスグループ Q20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古文書(くずし字)を読む 

 

■授業の概要 

本講義では、史料原典を直接読み解く力を養うため、中世から近世の定型の文書を例に、

古文書(くずし字)の解読を初歩から学びます。講義中にくずし字を各自で解読する作業時

間を設けますので承知ください。 
  

■授業の目的・ねらい 

中世の史料、とりわけ室町戦国期から近世・近代にかけての史料は活字化されていないも

のが多くあります。こうした史料を研究に用いようとする場合、史料の読解に先立ち、原

文の史料（文書や記録）を読み解く作業が必須となりますが、筆による記述が日常的では

ない現代にあって、和紙に墨書された原文の史料（くずし字）の解読は、相当の習熟を要

する作業です。したがって、本講義を受講すればすぐにくずし字が読めるようになるわけ

ではありませんが、まずはくずし字に触れるきっかけとなり、今後の自学自習の手がかり

をつかむことがねらいです。 
 

■到達目標 

古文書の解読は、その能力の段階としていくつかのレベルが設定できますが、

本講義の到達点として、以下の諸点を目指します。| 1)定形の文言を把握し、

表記のブレを確認する。| 2)簡単な文書を翻刻できるようになる。 | 3)古文

書の様式的特徴を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 古文書の解読 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 講義中の古文書解読作業に対する取り組み態度。 



授業コード Q03110200A （認定科目名：日本古代・中世史料講読） 

授業科目 日本古代・中世史料講読 単位 1 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中世史料の講読と解釈 

 

■授業の概要 

日本史を研究する上で必要不可欠なことの一つに、史料を読むということが挙げられる。

本講義においては、古代史・中世史を学ぶ上で必要な漢文史料（日本漢文）の講読を行い、

史料に対する理解を深めるとともに、基礎的な解釈方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

漢文史料（日本漢文）になれることが重要ですが、以下の点を特に重点的な課題としたい

と思います。|1:史料の読解とは|2:史料の読み方の基本|3:史料の解釈の基本| 

 

■到達目標 

(1)史料読解の意義を理解する|(2)漢文（日本漢文）史料の基本的な読み方を理解

する|(3)史料の解釈を試みる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 授業中および復習時の課題 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03120300A （認定科目名：日本近世史料講読） 

授業科目 日本近世史料講読 単位 1 

担当者 高橋 大樹 シラバスグループ Q30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世地域史料（地方・村方文書）を読む 

 

■授業の概要 

 近世社会は文書行政が進展した時代ともいわれます。幕府や大名、天皇・公家や寺社な

どの領主は、全国約 63,000（天保年間）の村々を統治し、年貢収取（納税）を中心に、命

令や通達などを文書を通じて行いました。一方で村側では、それら行政支配に対応し、ま

た自治の円滑化を図るため、庄屋・年寄など村役人を中心に様々な文書・記録を作成し、

さらに後々の参照や訴訟における証拠保全のため、大切に保管してきました。| 本講義で

は、それら近世地域史料（地方・村方文書）の講読を通じて、頻出する慣用句や用語、あ

るいは漢文に慣れ、そこにあらわれる領主支配・身分秩序・組織（村役人）の文書管理の

諸相から、近世社会と史料に関する基礎的・総体的な理解を深めることを目的とします。

| なお、テキストとして、主に近江国の地域史料（地方・村方文書）の中から、納税・訴

願・争論を中心に、基礎的な文書・記録を用います。また、講義の中で原文（くずし字）

の解読もおこないます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

（１）近世地域史料（文書・記録類）の解読を通じて、近世文書・記録に関する基礎的知

識を習得すること。|（２）近世文書・記録の読み方（近世の漢文・候文）が概ね解読でき

るようになること。|（３）史料読解のために必要な調査項目を判断できるようになること。 
 

■到達目標 

（１）近世地域社会において文書・記録がどのように生成され機能したかを考

えることができるようになること。|（２）近世文書の漢文・候文を読み下し、

自身で意味が理解できるようになること。|（３）くずし字に慣れ、基本的なく

ずし字や頻出する文字・語句を解読することができるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 グループ討議・作業など 



授業コード Q03130100A （認定科目名：日本近・現代史料講読） 

授業科目 日本近・現代史料講読 単位 1 

担当者 杉本 弘幸 シラバスグループ Q10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本近代史料演習 

 

■授業の概要 

主として、明治期の近代史料の講読を行う。事前配付した資料等の予習を行ってもらい、

読み下し文と史料解釈を 1 人ずつ指名して、順次発表してもらう。それに対して、担当講

師が読み下しや史料解釈を行う際のポイント、史料の背景、調べ方などのコメントをする。

受講生のレベルが許せば、近代の書簡や行政文書などのくずし字解読の基礎も行いたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本近代史料の読み下しや史料解釈の基礎的な力をつける。 

 

■到達目標 

日本近代史料の読み下し、解釈の基礎が理解でき、自分で調べながら読み進め

ることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 史料の読み下し、解釈の試験。なお、全出席しないと単位認定し

ない 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 史料の読み下し、解釈の発表。なお、全出席しないと単位認定し

ない 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03140200A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 佐藤 文子 シラバスグループ Q20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究法演習：複数の史料を正確に読み解き古代社会を考察する方法を習得する。 

 

■授業の概要 

歴史学の方法の中心となる文献史料の読解と分析の技術を学び、各自が習得する。古文書・

法政史料・編纂歴史書・説話それぞれの特質にあわせて、読解・分析を進めていく。あわ

せて研究を進展させるのに必要な文献探索の方法・史料収集の方法について学び、各自が

習得する。また確実な読解・分析の結果に立脚して論旨を立てていく方法を学び、各自が

習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

辞書や事典類を駆使して複数の文献史料を読み解き、それにもとづいて客観的に歴史上の

事実や現象を分析する力を養う。成績評価の基準は、出席・予習した内容について授業内

での口頭発表・リポート提出が必須である。授業内発表 50％、リポート 50％、出席は全

出席が前提である。 
 

■到達目標 

史料を正確に読みこなした上で歴史上の史実や現象を論理的な方法で考察し、

既成の学説を乗り越えて、自説を構築することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03150200A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 杉本 弘幸 シラバスグループ Q20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本近現代史研究法演習 

 

■授業の概要 

日本近現代史に関するリポート・論文を作成するために必要となる研究方法を演習形式で

習得する。課題設定の方法、]研究論文や史料の検索・選定・探究方法、研究論文や史料を

読み解く視点、調査方法、発表の仕方、文章の書き方等、研究していくうえで必要と思わ

れる基本的事項について、講義し、各自の定めたテーマに即して、研究論文の選定を実習

する。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本近現代史研究を進める際に必要と思われる基本的な視点や能力を養うこと 

 

■到達目標 

独自の研究計画書の作成、リポート・論文の作成等、受講者の履修段階ごとの

課題が達成できる学修方法や視点を修得できるようにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5 出席は、全出席が前提である。 

･授業内発表 50% 出席は、全出席が前提である。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03160300A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 町田 明広 シラバスグループ Q30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

明治維新政治史（グローバル幕末史） 

 

■授業の概要 

 本講義では、国内での対立構造史の枠を打ち破り、明治維新史（幕末史）を世界史の中

に位置付け、外国との対立・交渉史をメインに据えながら、従来の国際関係を軽視した幕

末政治史を捉え直します。| また、当時の日本人の世界観を見ることによってアプローチ

し、幕府や長州藩・薩摩藩の動向や、対外使節や留学生の実態を明らかにします。そして、

それぞれの世界観がどのように形作られ、またどのように変化したのかを順を追って見て

いきます。| 総じて、我が国の近代のスタート地点である幕末とはどういう時代であった

のかを、グローバルな視点から考察します。| | 
  

■授業の目的・ねらい 

 本講義を通じて、幕末維新期の基礎的な知識を、俯瞰的な視点から習得することが 大

の目的です。事前学習を通じてテキストや配布資料等の精読を行い、ポイントをまとめる

ことによって、講義内容の概要を確認します。また、授業を通じて、ユニークな論点や問

題点等も併せて検討し、明治維新史研究の 先端に触れながら、研究史の理解を深めたり、

史料に基づいて議論する能力を養います。| なお、研究史や 新の研究動向にも言及しま

すが、幕末史の知識が十分でない受講生のために、歴史用語等の説明も十分に行います。 
 

■到達目標 

 幕末維新期の正確な知識を身に付けるとともに、歴史学の卒業論文を書くた

めには、史料の正確な読解と、それをどう解釈するかという作業は必要不可欠

です。本講義を通じて、受講生が個々の関心に沿った研究を進め、卒業論文を

作成するにあたっての、基本的な素養を身に付けることが目標となります。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q03170100A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を見越した個人研究の準備 −「研究計画書」の有効活用 

 

■授業の概要 

通信教育課程における卒業研究は、「研究計画書」の提出・許可を経て草稿へと進んでいく

が、「研究計画書」提出の段階で、あるいは草稿提出の段階で、次のステップへと進めず足

踏みをする学生が多い。こうした学生の多くは、自らの研究の内容を十分に考えないまま

に計画書を執筆していることが多く、入学以来学んできたはずの内容を十分に生かし切れ

ていないようである。|本講義では、各自の「研究計画書」の内容（「計画書」に記述しよう

と予定している内容）にもとづき、研究内容を具体化するための手立てを学ぶ。とりわけ、

研究の中心となる事項を具体化し研究上の課題として明確にすること、収集した参考文献

や史資料をどう研究に用いるのかを考えることに力を入れたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸事項の調査

ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 |4:研究に用いる参考

文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 
 

■到達目標 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸

事項の調査ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 

|4:研究に用いる参考文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード 
Q05511200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05511200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05511200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05511450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05511450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05511450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05512200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05512200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05512200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05512450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05512450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05512450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05513200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05513200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05513200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05513450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05513450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05513450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05521200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05521200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05521200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05521450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05521450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05521450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05522200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05522200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05522200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05522450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05522450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05522450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05523200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05523200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05523200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05523450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05523450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05523450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05531200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05531200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05531200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05531450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05531450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05531450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05532200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05532200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05532200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05532450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05532450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05532450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05533200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05533200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05533200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05533450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05533450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05533450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05541200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05541200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05541200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05541450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05541450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05541450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05542200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05542200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05542200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05542450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05542450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05542450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05543200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q05543200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05543200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
Q05543450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q05543450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q05543450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード Q13020200A （認定科目名：東洋古代史特講２） 

授業科目 東洋古代史特講２ 単位 1 

担当者 江 優子 シラバスグループ Q20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代中国の諸思想 

 

■授業の概要 

 古代中国において生まれた多くの思想や文化は、日本を含めた周辺地域に多大な影響を

及ぼし、独自の東アジア文化圏を形成した。またインドからの外来宗教である仏教は中国

文化の洗礼を経て変容し「中国仏教」として日本へ伝わり、現在に至る。日本文化の基礎

部分はこうした中国文化の作用のもとに築かれたのである。| 本講義では、なかでも強い

影響力を有していた儒教・道教、中国仏教などの諸思想について、時代を追ってわかりや

すく概説する。また中国思想の根幹的要素である祖先祭祀についても紹介する。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

東アジア文化圏における儒教・仏教・道教の存在は大きく、我々現代日本人のライフスタ

イルや精神性にも影響を与えています。これらの思想を学ぶことは自分自身の客観的理解

につながるでしょう。 
 

■到達目標 

一つのテーマについて、多様な切り口から考察し多面的に全体像を把握する能

力を培い、自文化・他文化双方に対する理解を深める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 配布資料と自筆ノートのみ参照可。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13040200A （認定科目名：東洋中・近世史特講２） 

授業科目 東洋中・近世史特講２ 単位 1 

担当者 川上 恭司 シラバスグループ Q20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

東洋貨幣史 

 

■授業の概要 

中国とその影響を受けた日本の貨幣を実態に即し、前年度とは異なる視座で概説 

  

■授業の目的・ねらい 

歴史をみていく上で必要な財政、経済、或いは貨幣観をさぐる 

 

■到達目標 

知られざる貨幣の意味 意義を探る手がかりを得る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13060100A （認定科目名：東洋近・現代史特講２） 

授業科目 東洋近・現代史特講２ 単位 1 

担当者 土田 秀明 シラバスグループ Q10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中国近代百年の政治・思想・文化 

 

■授業の概要 

 中国はアヘン戦争・太平天国を契機に洋務運動が起き、技術・科学を導入してきた。と

ころが、日清戦争の敗北により「洋務」の限界が明らかになる。そこから、変法運動など

により、改めて政治をはじめとする制度改革がはじめられたが、そこを一気に変革しよう

というのが辛亥革命であった。しかし、辛亥革命以降の政治反動化のなかで、改めて新文

化運動・五四運動・国民革命へと続いてゆくことになる。本講義では、短い時間ではある

が、こうした近代中国百年を概観してみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業では、激動する近代中国の時代精神といったものを考えたい。| 中国近代の時代的

変遷を辿る時、実は日本との密接な関係が見えてくる。近代中国はどういう国家を目指し

てきたのか、そのことを理解することにより、現代日本との関係、さらには複雑な現代中

国事情を的確に判断できる智慧を培ってゆく。 
 

■到達目標 

 本授業では、中国の近代化の過程を概観するもので、|・近代史の基本的な流

れが説明できること|・政治面では、辛亥革命の意義を正しく説明できること。

|・文化面では、五四運動の特色を正しく説明できること。|・思想面では、近代

百年を貫く精神について説明できること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 到達目標に掲げた事項に対する到達度で評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 興味を持った事項についての口頭報告してもらい、その

内容報告によって評価する。 

･その他 0  



授業コード Q13080100A （認定科目名：東洋宗教史特講２） 

授業科目 東洋宗教史特講２ 単位 1 

担当者 宮嶋 純子 シラバスグループ Q10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中国仏教史の概説 

 

■授業の概要 

本講義では、仏教の伝来から近現代に至るまでの、中国の仏教史を概観しながら、「中国仏

教」の特質について考察する。|インドで生まれた仏教は、主として西域（シルクロード）

を通じて中国に伝播し、中国の思想・文化に多大な影響を与えた。しかし、中国社会に受

容され発展した仏教は、インドの仏教そのままでなく、中国風に変容した仏教、すなわち

「中国仏教」であった。日本をはじめとする東アジア諸地域に展開した仏教は、基本的に

この「中国仏教」を承けたものである。したがって中国仏教のたどった歴史について学ぶ

ことは、中国のみならず東アジア漢字文化圏における仏教文化について理解を深める基礎

となるであろう。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義のねらいは、中国仏教史を手がかりに、東アジア諸地域における宗教史研究の様々

な視点や手法を学ぶことにある。| 

 

■到達目標 

中国における仏教の歴史について概要を理解するとともに、仏教史研究に関す

る史資料の知識を深める|東アジア地域における宗教史研究の視点や手法を身に

つける|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 受講終了時に試験を行い、上記到達目標に対する理解度をはかる 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13100200A （認定科目名：東北アジア史特講２） 

授業科目 東北アジア史特講２ 単位 1 

担当者 川嵜 陽 シラバスグループ Q20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

植民地朝鮮における日本語普及政策 

 

■授業の概要 

日本帝国の植民地であった朝鮮では、1930 年代後半以降の「皇民化」政策期、朝鮮人に対

する「国語」＝日本語普及政策が強化された。この政策は単に言語の問題にとどまらず「国

民」意識とも関わるものであった。授業では韓国併合以来の朝鮮植民地政策の変遷を踏ま

えつつ、当該時期の日本語政策について着目し、それがどのような反応や軋轢を生み、ど

のような問いを「日本」や「現代」に返してくるのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

①日本と韓国・朝鮮との近代史をめぐる「歴史認識」問題の一端を知るために、日本語普

及政策を切り口として浮かび上がる諸問題について理解し、日本の植民地政策について説

明できるようにする。|②日本社会の「多民族」化が進む中で、過去の日本帝国が他民族と

結んだ関係について理解し、今後の社会にとって避けるべき方向性・望ましい方向性を考

えることができるようになる。 
 

■到達目標 

①日本帝国の植民地政策について説明できるようにする。|②「多民族社会」を

構築する上での方向性を主張できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 リポート試験にて実施する。|到達目標のいずれかについての到達

度によって評価する。期待値以上に達成できていれば 100～90

点、十分に達成できていれば 89～80 点、ほぼ達成できていれば

79～70 点、もう少し努力が必要な場合は 69～60 点、求める

低水準に達せず更なる努力が必要な場合は 59～0 点とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 事前配布した資料について、授業内で読み上げを求める。事前学

習としてわからない文字や用語について調べておくこと、わから

ない点については授業中に積極的に質問することを求める。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13110200A （認定科目名：東洋古代史料講読） 

授業科目 東洋古代史料講読 単位 1 

担当者 岡田 和一郎 シラバスグループ Q20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

両『唐書』倭国・日本伝を読む 

 

■授業の概要 

歴史学を学ぶためには、当時の人びとが残した史料（資料）を理解することが基本となる。

中国は、古くから日本や東アジアについての記述を残し研究してきた。その成果のひとつ

である両『唐書』（『旧唐書』と『唐書』）のうち倭国伝・日本伝をとりあげ、その読解方法

を学ぶ。さらに、そこからどのような歴史を読み取ることができるのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

両『唐書』倭国伝・日本伝には、著名な遣唐使に関する史料だけでなく、当該期の東アジ

ア諸地域に関わる記述が残されている。それを取り上げ、古代漢文の読解を学ぶとともに、

そこから歴史像の復元ができるようになる。| 漢文の初学者を主たる受講者と想定してい

る本講義では、①漢和辞典や辞典の使い方、②漢文の読解方法、③そこから歴史像を復元

するという３つの方法を身につけることに主眼をおく。| 
 

■到達目標 

①漢和辞典や辞典を適切に使えるようになる|②返り点つきの漢文を読解できる

ようになる|③漢文史料から歴史像を復元できるようになる| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13120300A （認定科目名：東洋中・近世史料講読） 

授業科目 東洋中・近世史料講読 単位 1 

担当者 與座 良一 シラバスグループ Q30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

五代後唐期の変革 

 

■授業の概要 

唐・宋王朝ともに約 300 年の間にあって、約 70 年の五代十国時代は、とかく分裂の時代

としてのみ捉えられがちである。しかしながら五代十国の時代は、つづく宋代以降の中国

社会の有り様を準備した時期として注目すべき点が多々ある。本講義では、そのような点

に留意しつつ、五代史の基本史料の一つである『資治通鑑』を読んでいきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、基本的な漢文訓読の方法を習得するとともに、五代以降の中国社会の変化を

考える。 

 

■到達目標 

基本的な漢文訓読の方法を習得するとともに、中国五代の社会概況を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13130200A （認定科目名：東洋近・現代史料講読） 

授業科目 東洋近・現代史料講読 単位 1 

担当者 宮城 由美子 シラバスグループ Q20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

梁啓超「中国四十年来大事記（一名 李鴻章）1901 年 第 1 章 緒論」を読む 

 

■授業の概要 

本授業は、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて中国言論界に影響を与えた梁啓超の「中

国四十年来大事記（一名 李鴻章）1901 年 第 1 章 緒論」を講読する。李鴻章は、中

国の近代国家の建設を目指して軍事・外交などに活躍した洋務派官僚であるが、『中国四十

年来大事記』は、李鴻章が亡くなって僅か 2 ヵ月後に書かれたものである。「緒論」では内

憂外患に苦しむ中国にあって、李がこの困難に一人立ち向かうに能う人材であったのかど

うかを、読み解くものである。 
  

■授業の目的・ねらい 

東洋近・現代史料講読は、漢文史料に慣れ、いかに日本語に訳していくのかにある。その

ため、以下の点が重要である。|①漢和辞典や現代中国語辞典を使いこなせるようになるこ

と。|②近・現代史の史料は、古典からの引用が多い。史料に書かれている内容は、どこか

ら引用されているのか、引用されている史料を探して書かれている内容を理解する。|③東

アジアだけでなく欧米をはじめ世界各国との関係も深くなるため、人物名、地名などにも

慣れるようにする。|| 
 

■到達目標 

①漢文はあくまで中国語であることを念頭に置き、漢和辞典・中国語辞典を使

って漢文史料を読解し、翻訳できる力をつける。|②史料に書かれている時代背

景と、梁啓超の描いた人物像を理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 授業における読解力と、スクーリングを通して得られた知識を試

験において与えられた課題に的確に答えられているかによって

判定する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%| 事前配付資料を授業で皆さんに読んでもらいますので、受講まで

にできる範囲で良いので訳しておくこと。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講後の復習と予習 



授業コード Q13140200A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 西川 利文 シラバスグループ Q20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文執筆の作法 

 

■授業の概要 

本講義では、受講生各自が設定している卒業論文の内容を手がかりに、論文作成の際の注

意点を確認しつつ、受講生相互の議論を通じて各自の論文執筆に取り組む目的を明確化す

る。そのためこの講義では、教室での講義ばかりではなく、教室外（図書館や PC エリア

など）で論文作成のための情報収集等の学習にも取り組む。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文は、リポートとは異なり、先行研究を前提として自らのオリジナルな見解を提示

することが必要である。この点では、学術論文と変わるところがない。そこで本講義では、

論文作成の際の注意点、特に先行研究の検索・収集と史料の取り扱いを中心に、論文執筆

の基本的な方法を習得することを目的とする。 
 

■到達目標 

①先行研究を適切に検索・収集することができる。|②論文関連史料を適切に扱

うことができる。|③上記二つの点を前提として、卒業論文の論点を提示できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30 スクーリングによって得た知識・技能が自身のものとして、どの

程度身に付いたかによって判断する。 

･授業内発表 30 先行研究・論文の検索・収集、およびそれに基づく問題点の理解

度について、途中での報告および 後のまとめ報告の到達度に応

じて判断する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 先行研究・史料等の検索・収集についての知識・技能の習熟度で

判断する。 

･その他 0  



授業コード Q13150200A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 山崎 覚士 シラバスグループ Q20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

東洋史研究法演習 

 

■授業の概要 

本ゼミでは、東洋史研究の方法を学ぶ。関係する研究論文の探し方や、論文の作成方法な

どを身につける。 

  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文作成に向けた準備（研究対象とする研究論文の収集等）ができ、その具体的な方

法を身につけることができるようになる。 

 

■到達目標 

①研究論文の目録を作成する。|②研究論文を入手する。|③研究論文を解読して、

その内容をまとめることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70 授業で収集した論文を、適格にまとめることができているかを判

断します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業内で指示した論文収集が、適格になされているかを判断しま

す。 

･その他 0  



授業コード Q13160300A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 宮澤 知之 シラバスグループ Q30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成のための準備。 

 

■授業の概要 

卒業論文は、学生一人一人テーマが異なるので、みな同じというわけにはいかないが、論

文作成にむけて準備するために、共通する文献の調べ方、工具書の使い方、図書館・資料

室の利用の仕方、文献の分類などを述べる。中国史が中心。各人の受講時点での卒業論文

の取り組み状況を発表する。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文が、学術的に作成できるよう、必要な事柄を身につける。 

 

■到達目標 

本格的な卒論作成のための準備を完了すること。参考文献のリストを作ること。

可能な限り入手すること。読んで要点をまとめること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100 授業の 後で発表したものを文章化する。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q13170300A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 李 昇燁 シラバスグループ Q30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文執筆の作法 

 

■授業の概要 

本講義では、受講生各自が設定している卒業論文の内容を手がかりに、論文作成の際の注

意点を確認しつつ、受講生相互の議論を通じて各自の論文執筆に取り組む目的を明確化す

る。そのためこの講義では、教室での講義ばかりではなく、教室外（図書館や PC エリア

など）で論文作成のための情報収集等の学習にも取り組む。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文は、リポートとは異なり、先行研究を前提として自らのオリジナルな見解を提示

することが必要である。この点では、学術論文と変わるところがない。そこで本講義では、

論文作成の際の注意点、特に先行研究の検索・収集と史料の取り扱いを中心に、論文執筆

の基本的な方法を習得することを目的とする。 
 

■到達目標 

①先行研究を適切に検索・収集することができる。|②論文関連史料を適切に扱

うことができる。|③上記二つの点を前提として、卒業論文の論点を提示できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30 スクーリングによって得た知識・技能が自身のものとして、どの

程度身に付いたかによって判断する。 

･授業内発表 30 先行研究・論文の検索・収集、およびそれに基づく問題点の理解

度について、途中での報告および 後のまとめ報告の到達度に応

じて判断する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 先行研究・史料等の検索・収集についての知識・技能の習熟度で

判断する。 

･その他 0  



授業コード Q23020200A （認定科目名：西洋古代・中世史特講２） 

授業科目 西洋古代・中世史特講２ 単位 1 

担当者 上山 益己 シラバスグループ Q20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

フランスから見た中世ヨーロッパ史の展望 

 

■授業の概要 

フランスを中心とした中世ヨーロッパの歴史的展開について基本的な知識を確認し、中世

ヨーロッパ社会についての理解を深める。|そのうえで本講義では、中世盛期フランスの政

治・社会において重要な役割を果たした「諸侯」を考察の対象としてとくに取り上げ、そ

の権力のあり方を、具体的な史料などを用いて考察していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

中世ヨーロッパ史の概要を確実に把握する。|中世ヨーロッパ史に関する専門的な用語や概

念についての知識を深める。|中世フランスの諸侯をめぐる諸問題を、 近の研究などをふ

まえて理解する。 
 

■到達目標 

中世ヨーロッパ史の基礎を確実に身に付ける。|そこからさらに中世ヨーロッパ

史についての専門的な知識を得る。|近年の中世フランス史の研究動向を理解す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 基本的には、筆記試験の評点をそのまま成績に反映する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q23040100A （認定科目名：西洋近世史特講２） 

授業科目 西洋近世史特講２ 単位 1 

担当者 塚本 栄美子 シラバスグループ Q10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世ヨーロッパのアイデンティティと歴史 

 

■授業の概要 

中世を通じて西欧社会は、教会という場を通じて共同体の結束を強めるなど、宗教や政治

のみならず生活全 般においてローマ・カトリック教会と不可分に形成されてきた。教会

は、さまざまな価値の源泉として機能し、西 欧においてある意味「一元的な世界」を作り

上げたとも言われる。しかしながらヨーロッパ社会は、宗教改革に 伴い、非公式の場面だ

けでなく公的にも多様な価値を認める社会へと移行していく。そこで本講義では、中世 後

期から近世にかけて、神聖ローマ帝国内の地域を中心にヨーロッパ社会のあり様を概観し

た上で、宗教改 革運動やその後の宗派化が、政治・経済・社会・文化・人びとの生活や心

性に与えた影響を多角的に検討し、 宗教改革の歴史的意義を再考する。その際、旧来の伝

統を守ろうとする者も、新しい信仰に立つ者も、少なか らずアイデンティティの危機にさ

らされたことに留意し、その葛藤の過程を検討しながら、同時代の人びとの価 値観の基盤

について考察する。   | 
  

■授業の目的・ねらい 

宗教改革と宗派化の時代におけるアイデンティティの形成について考察し、ヨーロッパ近

世における社会 の特質を明らかにすることが目的である。 | 

 

■到達目標 

近世ヨーロッパについて基本的なことを説明することができる。|講義で扱われ

た史料や事例を通じて、史料や事例との向き合い方について理解することがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 70 スクーリングの 終授業時間に簡単な論述試験を行い、授業内容

の理解度をはかる。 

･授業内課題 30 授業時間内での問いかけに対する発言や、自ら質問をした内容か

ら、授業への理解度をはかる。積極的な発言がない場合は、コメ

ントシートを利用する場合もある。 

･その他 0  



授業コード Q23060100A （認定科目名：西洋近代史特講２） 

授業科目 西洋近代史特講２ 単位 1 

担当者 田中 晶子 シラバスグループ Q10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近現代のドイツ文化の歴史的展開と文化史の基礎的な方法論を学ぶ 

 

■授業の概要 

現代のドイツ文化は歴史的にどのように形成され、変化してきたのでしょうか？近世の都

市を舞台とする近代的な時間観念の誕生、19 世紀後半、万国博覧会と「世界旅行」の時代

のドイツ・オーストリアと日本の文化交流、戦後西ドイツにおける労働者の消費と生活文

化の変容まで、3 つのトピックをとりあげ時代順に考察します。クラシック音楽や古典的

なドイツ文学に代表される伝統的な「ドイツ文化」のイメージに収まりきらない、多元的

なドイツ文化のあり方を理解することが、講義の目的です。授業では 18~20 世紀の個別の

文化現象を扱うと同時に、文化史の視点と方法論についても解説します。日記や旅行記、

広告、映画などのメディアや消費文化を、どのように歴史研究では史料として調査・分析

するのか、文化史の基礎的な方法について学びます。 
  

■授業の目的・ねらい 

近現代のドイツにおける多元的な文化・社会の歴史的形成を理解し、文化史の基本的な視

点と方法論を学ぶことが目的です。個別の文化現象を同時代のドイツ社会や文化のなかで

考察し、理解することが授業のねらいです。 
 

■到達目標 

（1）近現代のドイツ文化・社会の歴史的展開を理解し、自分自身の言葉で説明

できる。（2）文化史の基礎的な方法論と視点を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 講義終了時に実施する試験で到達目標の達成度を測り、

評価します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 出席状況と授業に対する積極的な取組み（質問や議論へ

の参加）を評価します。 



授業コード Q23080300A （認定科目名：西洋宗教史特講２） 

授業科目 西洋宗教史特講２ 単位 1 

担当者 庄子 大亮 シラバスグループ Q30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代ギリシア・ローマにおいて語られた神話・伝説の、意味や影響を読み解く。 

 

■授業の概要 

古代ギリシア・ローマの神話・伝説をめぐる様々な言説や表象に着目し、そうした史料だ

からこそ見えてくる、社会と文化の深層について考察していく。「毎回の授業のテーマ」参

照。ただし、受講者の知識や関心等を考慮して、取り上げる内容の一部や順序は変更にな

る可能性もある。 
  

■授業の目的・ねらい 

古代ギリシア・ローマの神話・伝説と社会との関係性、古代文化の後世への影響、神話の

イメージや理解についての古代と現代との相違点や共通点について理解し、歴史的・文化

的知見を得る。 
 

■到達目標 

神話・伝説と社会との歴史的な関わりについて各自の見解も形成する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 終授業時間内に実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 授業時に、内容に関する問題を出題する。知っているかどうかと

いう知識、表面的な正解を評価するのではなく、思考の過程や、

表現の仕方などを視野に入れ、授業参加の程度を総合的に評価す

る。 

･その他 0  



授業コード Q23100200A （認定科目名：東西交流史特講２） 

授業科目 東西交流史特講２ 単位 1 

担当者 大西 吉之 シラバスグループ Q20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世におけるアジア諸地域とヨーロッパ勢力との接触、対立、交流の有り様を探る。 

 

■授業の概要 

オランダ東インド会社のアジア進出を題材に、日本や東南アジア諸地域におけるオランダ

人の勢力拡大、海賊行為、奴隷貿易および奴隷所有、ヨーロッパ人とアジア人女性との婚

姻について詳述する。 
  

■授業の目的・ねらい 

歴史学研究の 新成果を踏まえ、文化交流や貿易のほか、暴力や支配を伴った東西交流の

負の側面について詳しく学び、多面的に理解すること。 

 

■到達目標 

学術的な議論や成果を踏まえて、近世アジアの奴隷制と異文化交流について正

しく説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内容を踏まえて教員の質問に的確に答えたり、質問

をするなど、授業参加の積極性を評価します。 



授業コード Q23110200A （認定科目名：西洋古代・中世史料講読） 

授業科目 西洋古代・中世史料講読 単位 1 

担当者 貝原 哲生 シラバスグループ Q20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

西洋古代・中世の史料を読む 

 

■授業の概要 

「ローマ帝国のキリスト教化」をテーマに、西洋古代・中世の歴史を学ぶ上で不可欠な史

料を読解する能力を養います。歴史研究において史料を読み、解釈することは必須の作業

であり、それゆえにその取り扱い方には細心の注意が必要です。本講読では、コンスタン

ティヌス 1 世（在位 306-337 年）やテオドシウス 1 世（在位 379-395 年）といった諸皇

帝の事績を中心に、様々な種類の史料を講読しながら、帝国にキリスト教が浸透していく

様子と史料読解における留意点を学びます。 
  

■授業の目的・ねらい 

ローマ帝国のキリスト教化に関する史料を読み解きながら、歴史研究に必要なスキルを習

得することを目指します。 

 

■到達目標 

史料類型ごとの特徴を把握し、史料を解釈する能力を身につけることに加えて、

ローマ帝国のキリスト教化について理解を深め、自分自身で考察できるように

なることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 ただし全日全講時への出席を前提とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q23120200A （認定科目名：西洋近世史料講読） 

授業科目 西洋近世史料講読 単位 1 

担当者 紫垣 聡 シラバスグループ Q20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世ヨーロッパの経済・文化とアジア 

 

■授業の概要 

ベヴリ・ルミア「インド綿貿易とファッションの形成、1300～1800 年」を講読する。論

文内容の読解とともに、関連する歴史研究の方法論や問題について説明する。 

  

■授業の目的・ねらい 

インド綿の流通と消費の実態を通して、近世ヨーロッパにおける物質文化の変容を、アジ

アとの相互作用の表れとして理解する。こうした具体的事例から、グローバル・ヒストリ

ーとよばれる世界史の新しい見方を学ぶ。 
 

■到達目標 

①歴史学の専門論文・専門書を読んで理解する力を身につける。|②近世ヨーロ

ッパの社会や文化の特徴とその変化を、具体的に説明できる。|③西欧の物質文

化や工業化について、世界的な相互関連をふまえて論じることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 50 第 9 回授業でテスト（論述形式）を行う。授業内容の理解度をも

とに評価する。 

･授業内課題 50 各回の授業について質問・意見・コメントを提出してもらう。授

業への積極的な関心、取り組みを評価する。 

･その他 0  



授業コード Q23130300A （認定科目名：西洋近代史料講読） 

授業科目 西洋近代史料講読 単位 1 

担当者 水田 大紀 シラバスグループ Q30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本におけるイギリス近代史研究の潮流を学ぶ 

 

■授業の概要 

 イギリス近代史の分野に関し、1950 年代以降に刊行された『史学雑誌』5 号「回顧と展

望」のなかから、４本程度の解説文を取り上げる。まず当時の日本社会の状況を講義で確

認し、続いてテキストを読解することで時代ごとの論点や研究目的を把握することを通じ

て、イギリス近代史研究の変遷を理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 イギリス近現代史研究の史学史に関する事項や論点を把握する。 新の研究テーマが以

前の論争点を批判的に乗り越え、時代状況に即した問題関心として現れてきたことを、具

体的な事例を通して学ぶ。 
 

■到達目標 

 到達目標は以下のとおりである。|（1）イギリス近代史研究の学術的潮流につ

いて、時代ごとの論点を解説できる。|（2）卒業論文の作成に向け、自身の手で

先行研究をまとめ、研究史を作成する必要性について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  ただし受講人数が多い場合には、授業内課題の割合を下げ、授

業内発表の比率を上げる場合もある。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  成績評価は主に授業内課題と 終課題で行う。おおよその目安

としては、授業内課題 40％（テキスト内容のまとめなど）、教室

試験 60％。ただし、いずれかひとつが 0%である場合、単位を取

得できないことがある。また授業への主体的な参加がみられない

場合には、欠席に準ずる扱いとする。 

･その他 0  



授業コード Q23140200A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 塚本 栄美子 シラバスグループ Q20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

西洋史分野で卒業論文を書くための「第一歩」 

 

■授業の概要 

西洋史分野で卒業研究ならびに卒業論文執筆を進めるにあたって、学術論文とは何か、を

理解し、自らの研究テーマの設定の第一歩を踏み出すために、必要なスキルの概略をつか

めるようにゼミを進める。まずは、研究を進めるにあたって先行研究がいかに重要である

かに焦点をあてる。そのうえで、具体的に、自らの研究を進める場合に不可欠な文献検索、

手配の仕方、読み方（辞書、事典、データベースの使い方）など基本的なスキルの指導も

行う。限られた時間のなかで、問題意識をもってこれらの作業を進めてもらうために、あ

らかじめおのおのが卒業研究で取り扱いたいと考えているテーマをいくつか考え、それに

したがって選択した研究書をもとに、発表レジュメを作成して来てもらう。それを土台に

レジュメの作成法や卒業研究の報告の進め方についても説明する。なお、すでに卒業研究

を進めている学生については、自らのテーマにそくし、その研究の進捗状況に合わせて、

当該の課題に取り組むことが望ましい。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業を通じて、歴史研究への取り組み方の基本を身につけ、自らの研究テーマ設定の第一

歩を踏み出すことが目的である。歴史研究のテーマとして適切な課題を探究しはじめるこ

とが期待される。 
 

■到達目標 

(1)関心のある研究テーマについて必要な学術文献を検索し入手することがで

きる。|(2)関心のある研究テーマについて研究史を知るために、研究ハンドブッ

クや史学雑誌の『回顧と展望』を利用することができる。|(3)必要な学術文献を

読み、その内容についてレジュメを作成し、発表することができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード Q23150200A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 水田 大紀 シラバスグループ Q20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究法演習 

 

■授業の概要 

 卒業研究を進展させていくために、本講義では主に個別研究の発表、および討論を行う。

研究内容の検討を通じて、個別研究の課題を客観的にみつめなおすとともに、他者の意見

や論理を正しく理解する力の養成を目指す。また講義への参加により、史料や先行研究の

重要性、課題設定や論理構築の際の注意点など、各自で研究を進めていくうえで必須とな

る歴史学の方法論について再確認し、研究上の具体的な課題や現在の研究潮流についての

考察に、一層の精緻化を図る。 
  

■授業の目的・ねらい 

 歴史学研究を行ううえでの課題への取り組み方を理解し、習得することを目的とする。

本講義では、授業を通じて、西洋史の分野で卒業論文の執筆を行うために必要な知見を身

につけ、それを他者に正確に伝えるための論理的な立論の方法や技術を培う。 
 

■到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|① 卒業論文に向け、自身が取り組む地域、時

代、歴史事象（対象）を明示できる。|② 史料や先行研究を踏まえて課題を設定

し、その研究に必要な文献をみつけることできる。|③ 文献の情報を正確に理解

し、その情報を使って論理的に発表することができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  具体的には、授業への主体的な取り組み（授業における発言、

課題への取り組み、発表）を総合的に評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q23160300A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 江川 温 シラバスグループ Q30220 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究方法実地演習 

 

■授業の概要 

各受講生はそれぞれの関心に従い精読した研究文献2点についてあらかじめレジュメを用

意し、授業でその内容と評価について報告する。その後、それについて全員で討論する。

また各受講生はそれぞれ卒業論文作成のための個別研究について、現時点での内容をレジ

ュメを用意して報告する。これについてもその後、全員で討論する。 
  

■授業の目的・ねらい 

歴史研究の方法と技術は、抽象的に語ってもなかなか理解が行き届かないところがある。

研究のテーマや時代、地域、史料のあり方によっても可能な方法、技術を選択する必要が

ある。したがってそれらは、自らのテーマに沿って研究成果を報告し、それが他者に対し

てどれだけの説得力を持ちうるかを実地に検証し、何が欠けているか、いかなる改善の余

地があるかを認識する中で体得していくべきものである。 
 

■到達目標 

他者の発表を聴き、質疑に参加することにより、卒業論文がどのようなものか

理解し、自分の研究内容について客観的な把握ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 授業における発言、質問を評価 

･その他 0  



授業コード Q23170100A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 江川 温 シラバスグループ Q10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究方法実地演習 

 

■授業の概要 

各受講生はそれぞれの関心に従い精読した研究文献2点についてあらかじめレジュメを用

意し、授業でその内容と評価について報告する。その後、それについて全員で討論する。

また各受講生はそれぞれ卒業論文作成のための個別研究について、現時点での内容をレジ

ュメを用意して報告する。これについてもその後、全員で討論する。 
  

■授業の目的・ねらい 

歴史研究の方法と技術は、抽象的に語ってもなかなか理解が行き届かないところがある。

研究のテーマや時代、地域、史料のあり方によっても可能な方法、技術を選択する必要が

ある。したがってそれらは、自らのテーマに沿って研究成果を報告し、それが他者に対し

てどれだけの説得力を持ちうるかを実地に検証し、何が欠けているか、いかなる改善の余

地があるかを認識する中で体得していくべきものである。 
 

■到達目標 

他者の発表を聴き、質疑に参加することにより、卒業論文がどのようなものか

理解し、自分の研究内容について客観的な把握ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 授業における発言、質問を評価 

･その他 0  



授業コード Q50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を見越した個人研究の準備 −「研究計画書」の有効活用 

 

■授業の概要 

通信教育課程における卒業研究は、「研究計画書」の提出・許可を経て草稿へと進んでいく

が、「研究計画書」提出の段階で、あるいは草稿提出の段階で、次のステップへと進めず足

踏みをする学生が多い。こうした学生の多くは、自らの研究の内容を十分に考えないまま

に計画書を執筆していることが多く、入学以来学んできたはずの内容を十分に生かし切れ

ていないようである。|本講義では、各自の「研究計画書」の内容（「計画書」に記述しよう

と予定している内容）にもとづき、研究内容を具体化するための手立てを学ぶ。とりわけ、

研究の中心となる事項を具体化し研究上の課題として明確にすること、収集した参考文献

や史資料をどう研究に用いるのかを考えることに力を入れたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸事項の調査

ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 |4:研究に用いる参考

文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 
 

■到達目標 

1:研究課題の明確化と具体化ができる。|2:人物や地理情報など研究に必要な諸

事項の調査ができる。|3:研究課題を考察する上で必要な史資料を明示できる。 

|4:研究に用いる参考文献を収集し、研究課題との関連を考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード Q50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 西川 利文 シラバスグループ Q30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

日本史・東洋史・西洋史の分野を問わず、大学における歴史学研究を進めるにあたって、

必要なことをガイダンスする。従って、歴史学研究とは何か、歴史学論文とはどういうも

のかについて概略を述べたうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践

的なスキルの習得を目指す。図書館や資料室の利用に始まり、歴史学研究のための文献の

探し方、入手方法などを学ぶ。また、文献を読んだり、史資料の分析に際して役立つデー

タベースの利用についても解説する。講義内では、自分の研究に必要な文献を探し、文献

リストの作成を行い、実際にそれらの文献を入手することを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業論文執筆に向けて、歴史学研究の第一歩を踏み出すことを目的とする。 

 

■到達目標 

歴史学研究とは何かを理解する。|歴史学研究に必要な文献を探索・入手し、辞

書等の工具類を使いながら読み進めることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q51070200A （認定科目名：京都学入門１） 

授業科目 京都学入門１ 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ Q20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代・中世の政治・文化と都のすがた 

 

■授業の概要 

この授業では、歴史学の観点から京都の地域的な特色を考えます。日本の都となった京都

は、政治・経済・文化の中心地として繁栄を極めるとともに、都市化のなかで様々な問題

をも抱えてきました。古代・中世の京都において、人々が如何なる問題に直面し、克服し

てきたのかを考えたいと思います。|また、京都の市街地は現在も平安京以来の碁盤目状の

都市構造を特徴としていますが、長い歴史の中で、都のすがたは時代の変遷とともに、為

政者の、そして民衆の力によって、大きく変容しました。政治や文化の力によって、都市

の姿がどのように変化してきたのか、史料を読み進め、絵巻や図版を参照しながら具体的

に検討してゆきたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都をみつめる視点を養うことを目指し、特に古代・中

世における京都の地域的特徴を理解することを目標とします。 

 

■到達目標 

・京都の古代・中世の歴史についての基礎的事項を理解し、説明できる。|・日

本の歴史における京都の位置づけを理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 課題について、根拠を明確にしながら的確な内容が記されている

か、また論理的に叙述されているかを評価します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード Q51080200A （認定科目名：京都学入門２） 

授業科目 京都学入門２ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と京都学 

 

■授業の概要 

平安京の衰退とともに成立した「京都」は、その後いかなる歴史を歩んできたのだろうか。

いわゆる「京都」の成立は、歴史的には平安時代の終わり頃とされるが、現代京都に通ず

る「京都」の成立はさらに時代を下り、室町・戦国期を待たねばならない。|本授業では、

現代の京都へのつながりに留意しながら、室町戦国以降の「京都」について都市史的な観

点から考える。あわせて「京都」を学習・研究の対象とする「京都学」についても、地域

学の観点から考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義を通じて以下の諸点を理解したい。|(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のな

かで理解する|(2)「京都」において展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理

解する 
 

■到達目標 

(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のなかで理解する|(2)「京都」にお

いて展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20  



授業コード Q52140300A （認定科目名：日本近世史特講２/日本史特講（近世）２） 

授業科目 日本史特講（近世）２ 単位 1 

担当者 片山 正彦 シラバスグループ Q30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世初期（戦国・織豊期）の政治史を考える。 

 

■授業の概要 

本授業では、主に戦国・織豊期の政治史にかかわる史料（くずし字のものを含む）をとり

あげ、|その特徴を考えていきたいと思います。 

  

■授業の目的・ねらい 

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康など、比較的なじみの深い人物に関わる史料を読んでいき、

その|上で論理的な思考を身に付けていただきたいと考えています。そして将来的には、本

授業で身に|付けたものを卒業論文・リポートを執筆する際に活かしていただきたいと思い

ます。 
 

■到達目標 

本授業で学んだことを基にして、オリジナリティのある卒業論⽂・リポートの

作成に役⽴ててほしい。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験にて実施する。授業内で学んだことをリポートして

いただきます。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 受講者数によってグループあるいは個人で報告をしていただく

予定です。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 課題を設定しますので、自主的に取り組むようにしてください。 

･その他 0  



授業コード 
Q52150200A （認定科目名：日本古代・中世史特講２/日本史特講（古

代・中世）２） 

授業科目 日本史特講（古代・中世）２ 単位 1 

担当者 今堀 太逸 シラバスグループ Q20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中世武家法の研究 

 

■授業の概要 

武家により制定され、運用された「武家法」は、体系的ではないが事実的な先例としての

性格が色濃い。武家社会の規律を学び、政治を基礎づけた思想を検討する。また、漢文史

料が苦手な受講生のため、日本史の漢文史料講読の手ほどきをする。 
  

■授業の目的・ねらい 

武家社会の 初の成文法である「御成敗式目」と「追加法」を講読する。難読・難解語、

人名、地名に注を付けるとともに、注目点・意義・歴史的背景について解説を加える。 

 

■到達目標 

武家政治と社会についての理解を深め、研究能力を養成する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q52150300A （認定科目名：日本古代・中世史特講２/日本史特講（古

代・中世）２） 

授業科目 日本史特講（古代・中世）２ 単位 1 

担当者 野地 秀俊 シラバスグループ Q30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

室町時代史研究 

 

■授業の概要 

いくつか区分されている時代の中で「室町時代」というのは、始まりと終わりさえ諸説あ

るなど、つかみどころのない時代と認識されている。本講義では、室町幕府や将軍権力の

推移を追うことによって、室町時代の始まりと終わりを中心に、時代の変化のポイントと

室町時代の特徴を概説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

①日本史の中における室町時代の位置づけを理解する。|②室町時代の始まりと終わりの画

期を理解する。|③室町幕府や将軍の権力構造について理解する。 

 

■到達目標 

①室町時代の大まかな流れを説明できる。|②室町時代の特徴を説明できる。|③

室町幕府や将軍権力の推移を説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 講義内容に即した記述式の試験。講義を正確に理解しているかで

評価。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Q52160100A （認定科目名：日本近・現代史特講２/日本史特講（近代・

現代）２） 

授業科目 日本史特講（近代・現代）２ 単位 1 

担当者 林 美帆 シラバスグループ Q10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本近・現代の公害と市民運動 

 

■授業の概要 

日本近代の工業化は、富の蓄積や発展をもたらしたが、その裏面に公害という負の側面を

生じさせることとなった。公害は日本近代社会の矛盾点ということができる。|戦前の足尾

鉱山の鉱毒事件や、別子銅山の亜硫酸ガスの排煙問題といった鉱山に関わる公害や、大阪

にみられる工業都市化と公害は、戦争との関係が深い。|戦後の水俣病やイタイイタイ病、

大気汚染公害といった健康被害を伴う公害は高度経済成長に伴って発生している。|公害の

歴史を通じて、法制度や住民運動、裁判、企業の経営体質の変化について見る。|特に、市

民運動が果たした役割について着目し、近代日本の矛盾点とその解決策を明らかにしてい

く。 
  

■授業の目的・ねらい 

〈学習内容の目的とねらい〉|・日本の近代化と公害について考察する。|・公害の解決と民

主主義の関係性を明らかにする。|〈到達度〉|公害を取り巻く社会構造を把握できたか。|

〈成績評価の基準〉|試験と平常点（出席など）をふまえて評価する。 
 

■到達目標 

公害によって引き起こされる状況について理解する。|ＳＤＧｓのベースとなっ

ている「権利ベースアプローチ」を理解し、市民運動の意義を理解する。|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.10000000000000001  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
Q52160200A （認定科目名：日本近・現代史特講２/日本史特講（近代・

現代）２） 

授業科目 日本史特講（近代・現代）２ 単位 1 

担当者 本間 千景 シラバスグループ Q20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

韓国「併合」前、大韓帝国は日本の保護下にあった。日本の主導による新たな学校制度が

敷かれたが、私立学校における民族教育も盛んに行われていた。しかしながら、韓国学部

は歴史教科書を編纂しなかったため、官公私立初等教育機関で使用される歴史教科書は、

検定を通らなければ使用することができなかった。本講義では、当時民間で出版され検定

に申請された三冊の歴史教科書を分析する。検定に合格した教科書、不合格になった教科

書の日韓関係部分を韓国学部の検定方針に照らしながら比較・分析し、なぜ検定に合格し

たのか、あるいは不合格になった 
 

■授業の概要 

朝鮮近代教育史と日本の関わりを概観し、韓国が日本の保護国となる過程、また、保護国

期の教育行政について、史料を通し考察する。|また、検定合格および不合格となった歴史

教科書を分析・考察・発表し、議論することにより、編纂者および検定する側の意図につ

いて検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

孤独になりがちな通信課程であるが、共に講義を受ける仲間たちと互いに協力し合いなが

ら、日本の保護国下にあった大韓帝国期の歴史教科書内容を分析し、議論を重ねて考察を

深めるのが目的である。成績評価の基準は、分析・議論の結果を自分なりに結論づけられ

ているかということである。 
 

■到達目標 

大韓帝国が日本の保護国となる過程、その後の日本主導による新教育制度の導

入、教育制度が実施される過程での民間韓国人の反応を学んだ上で、韓国人に

より編纂された歴史教科書を分析することにより、韓国保護国期の教育状況と

日韓の緊張関係を理解すること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
Q52180100A （認定科目名：日本仏教史特講２/日本史特講（宗教・文

化）２） 

授業科目 日本史特講（宗教・文化）２ 単位 1 

担当者 坪井 剛 シラバスグループ Q10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代（飛鳥～平安時代）の仏教史を読みなおす 

 

■授業の概要 

 日本史上の多くの時代において、仏教は常に社会に大きな影響を与えており、仏教的世

界観は昔の人々にとって実態あるものとして捉えられていました。そして、その痕跡は現

代社会の様々な所に見出すことができます。日本仏教の流れを理解することは日本文化を

理解する上で、重要な視点となるといえるでしょう。本授業では、仏教伝来から平安時代

に至るまで、様々な史料を再検討しながら、各時代における仏教の位置付けを再考します。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本講義では、古代仏教に関連する多くの史料を提示し、解釈していきます。断片的な史

料から史実を把握できるようになることが目標です。そして、それらの史料の解釈が、こ

れまでの研究でどのように変化してきたのかという点を理解することも目的です。 
 

■到達目標 

 古代の仏教史研究の変遷について、史料に基づいて理解できるようになる。

史料を様々な視角から解釈する姿勢を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード Q52200200A （認定科目名：古文書講読２） 

授業科目 古文書講読２ 単位 1 

担当者 野地 秀俊 シラバスグループ Q20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古文書(くずし字)を読む 

 

■授業の概要 

本講義では、史料原典を直接読み解く力を養うため、中世から近世の定型の文書を例に、

古文書(くずし字)の解読を初歩から学びます。講義中にくずし字を各自で解読する作業時

間を設けますので承知ください。 
  

■授業の目的・ねらい 

中世の史料、とりわけ室町戦国期から近世・近代にかけての史料は活字化されていないも

のが多くあります。こうした史料を研究に用いようとする場合、史料の読解に先立ち、原

文の史料（文書や記録）を読み解く作業が必須となりますが、筆による記述が日常的では

ない現代にあって、和紙に墨書された原文の史料（くずし字）の解読は、相当の習熟を要

する作業です。したがって、本講義を受講すればすぐにくずし字が読めるようになるわけ

ではありませんが、まずはくずし字に触れるきっかけとなり、今後の自学自習の手がかり

をつかむことがねらいです。 
 

■到達目標 

古文書の解読は、その能力の段階としていくつかのレベルが設定できますが、

本講義の到達点として、以下の諸点を目指します。| 1)定形の文言を把握し、

表記のブレを確認する。| 2)簡単な文書を翻刻できるようになる。 | 3)古文

書の様式的特徴を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 古文書の解読 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 講義中の古文書解読作業に対する取り組み態度。 



授業コード Q52210200A （認定科目名：日本古代・中世史料講読） 

授業科目 日本古代・中世史料講読 単位 1 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中世史料の講読と解釈 

 

■授業の概要 

日本史を研究する上で必要不可欠なことの一つに、史料を読むということが挙げられる。

本講義においては、古代史・中世史を学ぶ上で必要な漢文史料（日本漢文）の講読を行い、

史料に対する理解を深めるとともに、基礎的な解釈方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

漢文史料（日本漢文）になれることが重要ですが、以下の点を特に重点的な課題としたい

と思います。|1:史料の読解とは|2:史料の読み方の基本|3:史料の解釈の基本| 

 

■到達目標 

(1)史料読解の意義を理解する|(2)漢文（日本漢文）史料の基本的な読み方を理解

する|(3)史料の解釈を試みる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 授業中および復習時の課題 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52220300A （認定科目名：日本近世史料講読） 

授業科目 日本近世史料講読 単位 1 

担当者 高橋 大樹 シラバスグループ Q30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世地域史料（地方・村方文書）を読む 

 

■授業の概要 

 近世社会は文書行政が進展した時代ともいわれます。幕府や大名、天皇・公家や寺社な

どの領主は、全国約 63,000（天保年間）の村々を統治し、年貢収取（納税）を中心に、命

令や通達などを文書を通じて行いました。一方で村側では、それら行政支配に対応し、ま

た自治の円滑化を図るため、庄屋・年寄など村役人を中心に様々な文書・記録を作成し、

さらに後々の参照や訴訟における証拠保全のため、大切に保管してきました。| 本講義で

は、それら近世地域史料（地方・村方文書）の講読を通じて、頻出する慣用句や用語、あ

るいは漢文に慣れ、そこにあらわれる領主支配・身分秩序・組織（村役人）の文書管理の

諸相から、近世社会と史料に関する基礎的・総体的な理解を深めることを目的とします。

| なお、テキストとして、主に近江国の地域史料（地方・村方文書）の中から、納税・訴

願・争論を中心に、基礎的な文書・記録を用います。また、講義の中で原文（くずし字）

の解読もおこないます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

（１）近世地域史料（文書・記録類）の解読を通じて、近世文書・記録に関する基礎的知

識を習得すること。|（２）近世文書・記録の読み方（近世の漢文・候文）が概ね解読でき

るようになること。|（３）史料読解のために必要な調査項目を判断できるようになること。 
 

■到達目標 

（１）近世地域社会において文書・記録がどのように生成され機能したかを考

えることができるようになること。|（２）近世文書の漢文・候文を読み下し、

自身で意味が理解できるようになること。|（３）くずし字に慣れ、基本的なく

ずし字や頻出する文字・語句を解読することができるようになること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 グループ討議・作業など 



授業コード Q52230100A （認定科目名：日本近・現代史料講読） 

授業科目 日本近・現代史料講読 単位 1 

担当者 杉本 弘幸 シラバスグループ Q10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本近代史料演習 

 

■授業の概要 

主として、明治期の近代史料の講読を行う。事前配付した資料等の予習を行ってもらい、

読み下し文と史料解釈を 1 人ずつ指名して、順次発表してもらう。それに対して、担当講

師が読み下しや史料解釈を行う際のポイント、史料の背景、調べ方などのコメントをする。

受講生のレベルが許せば、近代の書簡や行政文書などのくずし字解読の基礎も行いたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本近代史料の読み下しや史料解釈の基礎的な力をつける。 

 

■到達目標 

日本近代史料の読み下し、解釈の基礎が理解でき、自分で調べながら読み進め

ることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 史料の読み下し、解釈の試験。なお、全出席しないと単位認定し

ない 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 史料の読み下し、解釈の発表。なお、全出席しないと単位認定し

ない 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52320200A （認定科目名：東洋古代史特講２） 

授業科目 東洋古代史特講２ 単位 1 

担当者 江 優子 シラバスグループ Q20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代中国の諸思想 

 

■授業の概要 

 古代中国において生まれた多くの思想や文化は、日本を含めた周辺地域に多大な影響を

及ぼし、独自の東アジア文化圏を形成した。またインドからの外来宗教である仏教は中国

文化の洗礼を経て変容し「中国仏教」として日本へ伝わり、現在に至る。日本文化の基礎

部分はこうした中国文化の作用のもとに築かれたのである。| 本講義では、なかでも強い

影響力を有していた儒教・道教、中国仏教などの諸思想について、時代を追ってわかりや

すく概説する。また中国思想の根幹的要素である祖先祭祀についても紹介する。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

東アジア文化圏における儒教・仏教・道教の存在は大きく、我々現代日本人のライフスタ

イルや精神性にも影響を与えています。これらの思想を学ぶことは自分自身の客観的理解

につながるでしょう。 
 

■到達目標 

一つのテーマについて、多様な切り口から考察し多面的に全体像を把握する能

力を培い、自文化・他文化双方に対する理解を深める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 配布資料と自筆ノートのみ参照可。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52340200A （認定科目名：東洋中・近世史特講２） 

授業科目 東洋中・近世史特講２ 単位 1 

担当者 川上 恭司 シラバスグループ Q20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

東洋貨幣史 

 

■授業の概要 

中国とその影響を受けた日本の貨幣を実態に即し、前年度とは異なる視座で概説 

  

■授業の目的・ねらい 

歴史をみていく上で必要な財政、経済、或いは貨幣観をさぐる 

 

■到達目標 

知られざる貨幣の意味 意義を探る手がかりを得る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52360100A （認定科目名：東洋近・現代史特講２） 

授業科目 東洋近・現代史特講２ 単位 1 

担当者 土田 秀明 シラバスグループ Q10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中国近代百年の政治・思想・文化 

 

■授業の概要 

 中国はアヘン戦争・太平天国を契機に洋務運動が起き、技術・科学を導入してきた。と

ころが、日清戦争の敗北により「洋務」の限界が明らかになる。そこから、変法運動など

により、改めて政治をはじめとする制度改革がはじめられたが、そこを一気に変革しよう

というのが辛亥革命であった。しかし、辛亥革命以降の政治反動化のなかで、改めて新文

化運動・五四運動・国民革命へと続いてゆくことになる。本講義では、短い時間ではある

が、こうした近代中国百年を概観してみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業では、激動する近代中国の時代精神といったものを考えたい。| 中国近代の時代的

変遷を辿る時、実は日本との密接な関係が見えてくる。近代中国はどういう国家を目指し

てきたのか、そのことを理解することにより、現代日本との関係、さらには複雑な現代中

国事情を的確に判断できる智慧を培ってゆく。 
 

■到達目標 

 本授業では、中国の近代化の過程を概観するもので、|・近代史の基本的な流

れが説明できること|・政治面では、辛亥革命の意義を正しく説明できること。

|・文化面では、五四運動の特色を正しく説明できること。|・思想面では、近代

百年を貫く精神について説明できること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 到達目標に掲げた事項に対する到達度で評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 興味を持った事項についての口頭報告してもらい、その

内容報告によって評価する。 

･その他 0  



授業コード Q52380100A （認定科目名：東洋宗教史特講２） 

授業科目 東洋宗教史特講２ 単位 1 

担当者 宮嶋 純子 シラバスグループ Q10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中国仏教史の概説 

 

■授業の概要 

本講義では、仏教の伝来から近現代に至るまでの、中国の仏教史を概観しながら、「中国仏

教」の特質について考察する。|インドで生まれた仏教は、主として西域（シルクロード）

を通じて中国に伝播し、中国の思想・文化に多大な影響を与えた。しかし、中国社会に受

容され発展した仏教は、インドの仏教そのままでなく、中国風に変容した仏教、すなわち

「中国仏教」であった。日本をはじめとする東アジア諸地域に展開した仏教は、基本的に

この「中国仏教」を承けたものである。したがって中国仏教のたどった歴史について学ぶ

ことは、中国のみならず東アジア漢字文化圏における仏教文化について理解を深める基礎

となるであろう。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義のねらいは、中国仏教史を手がかりに、東アジア諸地域における宗教史研究の様々

な視点や手法を学ぶことにある。| 

 

■到達目標 

中国における仏教の歴史について概要を理解するとともに、仏教史研究に関す

る史資料の知識を深める|東アジア地域における宗教史研究の視点や手法を身に

つける|| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 受講終了時に試験を行い、上記到達目標に対する理解度をはかる 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52400200A （認定科目名：東北アジア史特講２） 

授業科目 東北アジア史特講２ 単位 1 

担当者 川嵜 陽 シラバスグループ Q20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

植民地朝鮮における日本語普及政策 

 

■授業の概要 

日本帝国の植民地であった朝鮮では、1930 年代後半以降の「皇民化」政策期、朝鮮人に対

する「国語」＝日本語普及政策が強化された。この政策は単に言語の問題にとどまらず「国

民」意識とも関わるものであった。授業では韓国併合以来の朝鮮植民地政策の変遷を踏ま

えつつ、当該時期の日本語政策について着目し、それがどのような反応や軋轢を生み、ど

のような問いを「日本」や「現代」に返してくるのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

①日本と韓国・朝鮮との近代史をめぐる「歴史認識」問題の一端を知るために、日本語普

及政策を切り口として浮かび上がる諸問題について理解し、日本の植民地政策について説

明できるようにする。|②日本社会の「多民族」化が進む中で、過去の日本帝国が他民族と

結んだ関係について理解し、今後の社会にとって避けるべき方向性・望ましい方向性を考

えることができるようになる。 
 

■到達目標 

①日本帝国の植民地政策について説明できるようにする。|②「多民族社会」を

構築する上での方向性を主張できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 リポート試験にて実施する。|到達目標のいずれかについての到達

度によって評価する。期待値以上に達成できていれば 100～90

点、十分に達成できていれば 89～80 点、ほぼ達成できていれば

79～70 点、もう少し努力が必要な場合は 69～60 点、求める

低水準に達せず更なる努力が必要な場合は 59～0 点とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 事前配布した資料について、授業内で読み上げを求める。事前学

習としてわからない文字や用語について調べておくこと、わから

ない点については授業中に積極的に質問することを求める。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52410200A （認定科目名：東洋古代史料講読） 

授業科目 東洋古代史料講読 単位 1 

担当者 岡田 和一郎 シラバスグループ Q20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

両『唐書』倭国・日本伝を読む 

 

■授業の概要 

歴史学を学ぶためには、当時の人びとが残した史料（資料）を理解することが基本となる。

中国は、古くから日本や東アジアについての記述を残し研究してきた。その成果のひとつ

である両『唐書』（『旧唐書』と『唐書』）のうち倭国伝・日本伝をとりあげ、その読解方法

を学ぶ。さらに、そこからどのような歴史を読み取ることができるのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

両『唐書』倭国伝・日本伝には、著名な遣唐使に関する史料だけでなく、当該期の東アジ

ア諸地域に関わる記述が残されている。それを取り上げ、古代漢文の読解を学ぶとともに、

そこから歴史像の復元ができるようになる。| 漢文の初学者を主たる受講者と想定してい

る本講義では、①漢和辞典や辞典の使い方、②漢文の読解方法、③そこから歴史像を復元

するという３つの方法を身につけることに主眼をおく。| 
 

■到達目標 

①漢和辞典や辞典を適切に使えるようになる|②返り点つきの漢文を読解できる

ようになる|③漢文史料から歴史像を復元できるようになる| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52420300A （認定科目名：東洋中・近世史料講読） 

授業科目 東洋中・近世史料講読 単位 1 

担当者 與座 良一 シラバスグループ Q30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

五代後唐期の変革 

 

■授業の概要 

唐・宋王朝ともに約 300 年の間にあって、約 70 年の五代十国時代は、とかく分裂の時代

としてのみ捉えられがちである。しかしながら五代十国の時代は、つづく宋代以降の中国

社会の有り様を準備した時期として注目すべき点が多々ある。本講義では、そのような点

に留意しつつ、五代史の基本史料の一つである『資治通鑑』を読んでいきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、基本的な漢文訓読の方法を習得するとともに、五代以降の中国社会の変化を

考える。 

 

■到達目標 

基本的な漢文訓読の方法を習得するとともに、中国五代の社会概況を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.20000000000000001  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 80%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52430200A （認定科目名：東洋近・現代史料講読） 

授業科目 東洋近・現代史料講読 単位 1 

担当者 宮城 由美子 シラバスグループ Q20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

梁啓超「中国四十年来大事記（一名 李鴻章）1901 年 第 1 章 緒論」を読む 

 

■授業の概要 

本授業は、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて中国言論界に影響を与えた梁啓超の「中

国四十年来大事記（一名 李鴻章）1901 年 第 1 章 緒論」を講読する。李鴻章は、中

国の近代国家の建設を目指して軍事・外交などに活躍した洋務派官僚であるが、『中国四十

年来大事記』は、李鴻章が亡くなって僅か 2 ヵ月後に書かれたものである。「緒論」では内

憂外患に苦しむ中国にあって、李がこの困難に一人立ち向かうに能う人材であったのかど

うかを、読み解くものである。 
  

■授業の目的・ねらい 

東洋近・現代史料講読は、漢文史料に慣れ、いかに日本語に訳していくのかにある。その

ため、以下の点が重要である。|①漢和辞典や現代中国語辞典を使いこなせるようになるこ

と。|②近・現代史の史料は、古典からの引用が多い。史料に書かれている内容は、どこか

ら引用されているのか、引用されている史料を探して書かれている内容を理解する。|③東

アジアだけでなく欧米をはじめ世界各国との関係も深くなるため、人物名、地名などにも

慣れるようにする。|| 
 

■到達目標 

①漢文はあくまで中国語であることを念頭に置き、漢和辞典・中国語辞典を使

って漢文史料を読解し、翻訳できる力をつける。|②史料に書かれている時代背

景と、梁啓超の描いた人物像を理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 授業における読解力と、スクーリングを通して得られた知識を試

験において与えられた課題に的確に答えられているかによって

判定する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%| 事前配付資料を授業で皆さんに読んでもらいますので、受講まで

にできる範囲で良いので訳しておくこと。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 受講後の復習と予習 



授業コード Q52520200A （認定科目名：西洋古代・中世史特講２） 

授業科目 西洋古代・中世史特講２ 単位 1 

担当者 上山 益己 シラバスグループ Q20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

フランスから見た中世ヨーロッパ史の展望 

 

■授業の概要 

フランスを中心とした中世ヨーロッパの歴史的展開について基本的な知識を確認し、中世

ヨーロッパ社会についての理解を深める。|そのうえで本講義では、中世盛期フランスの政

治・社会において重要な役割を果たした「諸侯」を考察の対象としてとくに取り上げ、そ

の権力のあり方を、具体的な史料などを用いて考察していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

中世ヨーロッパ史の概要を確実に把握する。|中世ヨーロッパ史に関する専門的な用語や概

念についての知識を深める。|中世フランスの諸侯をめぐる諸問題を、 近の研究などをふ

まえて理解する。 
 

■到達目標 

中世ヨーロッパ史の基礎を確実に身に付ける。|そこからさらに中世ヨーロッパ

史についての専門的な知識を得る。|近年の中世フランス史の研究動向を理解す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 基本的には、筆記試験の評点をそのまま成績に反映する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52540100A （認定科目名：西洋近世史特講２） 

授業科目 西洋近世史特講２ 単位 1 

担当者 塚本 栄美子 シラバスグループ Q10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世ヨーロッパのアイデンティティと歴史 

 

■授業の概要 

中世を通じて西欧社会は、教会という場を通じて共同体の結束を強めるなど、宗教や政治

のみならず生活全 般においてローマ・カトリック教会と不可分に形成されてきた。教会

は、さまざまな価値の源泉として機能し、西 欧においてある意味「一元的な世界」を作り

上げたとも言われる。しかしながらヨーロッパ社会は、宗教改革に 伴い、非公式の場面だ

けでなく公的にも多様な価値を認める社会へと移行していく。そこで本講義では、中世 後

期から近世にかけて、神聖ローマ帝国内の地域を中心にヨーロッパ社会のあり様を概観し

た上で、宗教改 革運動やその後の宗派化が、政治・経済・社会・文化・人びとの生活や心

性に与えた影響を多角的に検討し、 宗教改革の歴史的意義を再考する。その際、旧来の伝

統を守ろうとする者も、新しい信仰に立つ者も、少なか らずアイデンティティの危機にさ

らされたことに留意し、その葛藤の過程を検討しながら、同時代の人びとの価 値観の基盤

について考察する。   | 
  

■授業の目的・ねらい 

宗教改革と宗派化の時代におけるアイデンティティの形成について考察し、ヨーロッパ近

世における社会 の特質を明らかにすることが目的である。 | 

 

■到達目標 

近世ヨーロッパについて基本的なことを説明することができる。|講義で扱われ

た史料や事例を通じて、史料や事例との向き合い方について理解することがで

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 70 スクーリングの 終授業時間に簡単な論述試験を行い、授業内容

の理解度をはかる。 

･授業内課題 30 授業時間内での問いかけに対する発言や、自ら質問をした内容か

ら、授業への理解度をはかる。積極的な発言がない場合は、コメ

ントシートを利用する場合もある。 

･その他 0  



授業コード Q52560100A （認定科目名：西洋近代史特講２） 

授業科目 西洋近代史特講２ 単位 1 

担当者 田中 晶子 シラバスグループ Q10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近現代のドイツ文化の歴史的展開と文化史の基礎的な方法論を学ぶ 

 

■授業の概要 

現代のドイツ文化は歴史的にどのように形成され、変化してきたのでしょうか？近世の都

市を舞台とする近代的な時間観念の誕生、19 世紀後半、万国博覧会と「世界旅行」の時代

のドイツ・オーストリアと日本の文化交流、戦後西ドイツにおける労働者の消費と生活文

化の変容まで、3 つのトピックをとりあげ時代順に考察します。クラシック音楽や古典的

なドイツ文学に代表される伝統的な「ドイツ文化」のイメージに収まりきらない、多元的

なドイツ文化のあり方を理解することが、講義の目的です。授業では 18~20 世紀の個別の

文化現象を扱うと同時に、文化史の視点と方法論についても解説します。日記や旅行記、

広告、映画などのメディアや消費文化を、どのように歴史研究では史料として調査・分析

するのか、文化史の基礎的な方法について学びます。 
  

■授業の目的・ねらい 

近現代のドイツにおける多元的な文化・社会の歴史的形成を理解し、文化史の基本的な視

点と方法論を学ぶことが目的です。個別の文化現象を同時代のドイツ社会や文化のなかで

考察し、理解することが授業のねらいです。 
 

■到達目標 

（1）近現代のドイツ文化・社会の歴史的展開を理解し、自分自身の言葉で説明

できる。（2）文化史の基礎的な方法論と視点を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 講義終了時に実施する試験で到達目標の達成度を測り、

評価します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 出席状況と授業に対する積極的な取組み（質問や議論へ

の参加）を評価します。 



授業コード Q52580300A （認定科目名：西洋宗教史特講２） 

授業科目 西洋宗教史特講２ 単位 1 

担当者 庄子 大亮 シラバスグループ Q30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

古代ギリシア・ローマにおいて語られた神話・伝説の、意味や影響を読み解く。 

 

■授業の概要 

古代ギリシア・ローマの神話・伝説をめぐる様々な言説や表象に着目し、そうした史料だ

からこそ見えてくる、社会と文化の深層について考察していく。「毎回の授業のテーマ」参

照。ただし、受講者の知識や関心等を考慮して、取り上げる内容の一部や順序は変更にな

る可能性もある。 
  

■授業の目的・ねらい 

古代ギリシア・ローマの神話・伝説と社会との関係性、古代文化の後世への影響、神話の

イメージや理解についての古代と現代との相違点や共通点について理解し、歴史的・文化

的知見を得る。 
 

■到達目標 

神話・伝説と社会との歴史的な関わりについて各自の見解も形成する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 終授業時間内に実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 授業時に、内容に関する問題を出題する。知っているかどうかと

いう知識、表面的な正解を評価するのではなく、思考の過程や、

表現の仕方などを視野に入れ、授業参加の程度を総合的に評価す

る。 

･その他 0  



授業コード Q52600200A （認定科目名：東西交流史特講２） 

授業科目 東西交流史特講２ 単位 1 

担当者 大西 吉之 シラバスグループ Q20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世におけるアジア諸地域とヨーロッパ勢力との接触、対立、交流の有り様を探る。 

 

■授業の概要 

オランダ東インド会社のアジア進出を題材に、日本や東南アジア諸地域におけるオランダ

人の勢力拡大、海賊行為、奴隷貿易および奴隷所有、ヨーロッパ人とアジア人女性との婚

姻について詳述する。 
  

■授業の目的・ねらい 

歴史学研究の 新成果を踏まえ、文化交流や貿易のほか、暴力や支配を伴った東西交流の

負の側面について詳しく学び、多面的に理解すること。 

 

■到達目標 

学術的な議論や成果を踏まえて、近世アジアの奴隷制と異文化交流について正

しく説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内容を踏まえて教員の質問に的確に答えたり、質問

をするなど、授業参加の積極性を評価します。 



授業コード Q52610200A （認定科目名：西洋古代・中世史料講読） 

授業科目 西洋古代・中世史料講読 単位 1 

担当者 貝原 哲生 シラバスグループ Q20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

西洋古代・中世の史料を読む 

 

■授業の概要 

「ローマ帝国のキリスト教化」をテーマに、西洋古代・中世の歴史を学ぶ上で不可欠な史

料を読解する能力を養います。歴史研究において史料を読み、解釈することは必須の作業

であり、それゆえにその取り扱い方には細心の注意が必要です。本講読では、コンスタン

ティヌス 1 世（在位 306-337 年）やテオドシウス 1 世（在位 379-395 年）といった諸皇

帝の事績を中心に、様々な種類の史料を講読しながら、帝国にキリスト教が浸透していく

様子と史料読解における留意点を学びます。 
  

■授業の目的・ねらい 

ローマ帝国のキリスト教化に関する史料を読み解きながら、歴史研究に必要なスキルを習

得することを目指します。 

 

■到達目標 

史料類型ごとの特徴を把握し、史料を解釈する能力を身につけることに加えて、

ローマ帝国のキリスト教化について理解を深め、自分自身で考察できるように

なることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 ただし全日全講時への出席を前提とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Q52620200A （認定科目名：西洋近世史料講読） 

授業科目 西洋近世史料講読 単位 1 

担当者 紫垣 聡 シラバスグループ Q20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近世ヨーロッパの経済・文化とアジア 

 

■授業の概要 

ベヴリ・ルミア「インド綿貿易とファッションの形成、1300～1800 年」を講読する。論

文内容の読解とともに、関連する歴史研究の方法論や問題について説明する。 

  

■授業の目的・ねらい 

インド綿の流通と消費の実態を通して、近世ヨーロッパにおける物質文化の変容を、アジ

アとの相互作用の表れとして理解する。こうした具体的事例から、グローバル・ヒストリ

ーとよばれる世界史の新しい見方を学ぶ。 
 

■到達目標 

①歴史学の専門論文・専門書を読んで理解する力を身につける。|②近世ヨーロ

ッパの社会や文化の特徴とその変化を、具体的に説明できる。|③西欧の物質文

化や工業化について、世界的な相互関連をふまえて論じることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 50 第 9 回授業でテスト（論述形式）を行う。授業内容の理解度をも

とに評価する。 

･授業内課題 50 各回の授業について質問・意見・コメントを提出してもらう。授

業への積極的な関心、取り組みを評価する。 

･その他 0  



授業コード Q52630300A （認定科目名：西洋近代史料講読） 

授業科目 西洋近代史料講読 単位 1 

担当者 水田 大紀 シラバスグループ Q30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本におけるイギリス近代史研究の潮流を学ぶ 

 

■授業の概要 

 イギリス近代史の分野に関し、1950 年代以降に刊行された『史学雑誌』5 号「回顧と展

望」のなかから、４本程度の解説文を取り上げる。まず当時の日本社会の状況を講義で確

認し、続いてテキストを読解することで時代ごとの論点や研究目的を把握することを通じ

て、イギリス近代史研究の変遷を理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 イギリス近現代史研究の史学史に関する事項や論点を把握する。 新の研究テーマが以

前の論争点を批判的に乗り越え、時代状況に即した問題関心として現れてきたことを、具

体的な事例を通して学ぶ。 
 

■到達目標 

 到達目標は以下のとおりである。|（1）イギリス近代史研究の学術的潮流につ

いて、時代ごとの論点を解説できる。|（2）卒業論文の作成に向け、自身の手で

先行研究をまとめ、研究史を作成する必要性について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  ただし受講人数が多い場合には、授業内課題の割合を下げ、授

業内発表の比率を上げる場合もある。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  成績評価は主に授業内課題と 終課題で行う。おおよその目安

としては、授業内課題 40％（テキスト内容のまとめなど）、教室

試験 60％。ただし、いずれかひとつが 0%である場合、単位を取

得できないことがある。また授業への主体的な参加がみられない

場合には、欠席に準ずる扱いとする。 

･その他 0  



授業コード QA0100190A （認定科目名：歴史学研究基礎１） 

授業科目 歴史学研究基礎１ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ QA1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

歴史学研究の意義とその方法 

 

■授業の概要 

本科目では、歴史学研究法の基礎的な事項に関する理解をふりかえるなかで、高度かつ専

門的な歴史学研究に携わる者として、自らの研究方法を模索することをねらいとする。|本

科目がふりかえりの対象とする事項は、|1）歴史学および関連諸学の研究対象とその特徴

|2）研究テーマ移り変わりの社会的・学術的背景|3）歴史学研究の意義と社会的使命|以上

の３点とするが、実際の講義においては、各事項の下に課題（小テーマ）を設け、小テー

マについての講義と受講生のまとめによる議論を繰り返し理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

1) 「歴史学」という学問体系全体の特徴・特性について理解するとともに、ごく

近の「歴史学」の動向を知る。|*日本の史学研究において「マルクス主義的歴史学（唯

物史観）」が果たした意義|2) 過去（歴史）を探る学問である「歴史学」が研究対象とす

る分野や領域を理解するとともに、自らの研究の立脚点（立ち位置）を知る。|*その前提

として、歴史学研究のごく基本的なメソッド（考え方、まとめ方など）|3) 「 歴

史学」の（オーソドックスな）研究法を知り、自らが採る研究方法との関係を整理する。

|*文献史学の研究方法とその特徴、関連諸分野・領域の研究手法との関係|| 
 

■到達目標 

1)歴史学研究の変遷についてその概要を理解する。|2)歴史学研究の意義、社会

的使命について理解する。|3)歴史学研究の主たる方法を理解し、自らの研究方

法を模索する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード QA1100290A （認定科目名：歴史学史料演習１） 

授業科目 歴史学史料演習１ 単位 2 

担当者 青山 忠正 シラバスグループ QA2904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幕末期政治史史料の講読 

 

■授業の概要 

明治期に旧越前藩で編纂された、幕末期の春嶽の活動を中心とした記録『続再夢紀事』を

講読する。講読にあたっては、綱文はもとより、収録された一次史料の内容理解に重点を

置く。 
  

■授業の目的・ねらい 

候文（そうろう文）の正確な読解を第一とし、ついで内容を理解できるようになること。 

 

■到達目標 

①候文を正確に訓読できる。|②候文を的確に理解できる。|③候文の内容を理解

したうえで、史料として活用できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 終日に筆記試験を実施。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 毎時間、順番に沿って、テキストを読み進めてもらう。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA1100290B （認定科目名：歴史学史料演習１） 

授業科目 歴史学史料演習１ 単位 2 

担当者 山崎 覚士 シラバスグループ QA2905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『籌海図編』講読 

 

■授業の概要 

近世に中国で編纂された倭寇に関する史料『籌海図編』を講読する。講読にあたっては、

史料批判・内容の理解に重点を置く。 

  

■授業の目的・ねらい 

漢文史料の正確な読解、および他の史料との対比による史料批判ができるようになる。ま

た史料講読を通じて、当該期の歴史を考察することができるようになる。 

 

■到達目標 

①漢文を的確に読み下し文にできる。|②漢文を正確に現代語訳できる。|③漢文

の内容を理解したうえで、歴史を考察することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 授業で学修したことにもとづいて、適格に漢文を書き下し・現代

語訳できているかを基準にします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 しっかりとした事前学修に基づき、発表できているかを基準にし

ます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA1200290A （認定科目名：歴史学史料演習２） 

授業科目 歴史学史料演習２ 単位 2 

担当者 麓 慎一 シラバスグループ QA2907 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本近代史における史料の解読と解釈を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 学生が配布された史料を講読し、それを踏まえて史料の取り扱い方やその意義を考察す

る。 

  

■授業の目的・ねらい 

 本授業の目的とねらいは以下の３点である。|①日本近代の活字史料を解読する能力を向

上させる。|②日本近代の古文書史料（初級）を確実に講読できる能力を身に付ける。|③日

本近代の史料収集についての基本的な事柄を既知のものにする。たとえば、アジア歴史史

料センターなどの史料情報を既知のものとし、さらにそれらの利用について注意すべき点

を理解する。| 以上のことを習得し、自らの論文作成を迅速にそして正確にできるように

なる。 
 

■到達目標 

①授業で取りあげる史料を通じて日本近代史の史料の読み方を習得できる。②

近年、日本近代史における歴史史料がインターネットで利用できるようになっ

ている現状を踏まえ、それらを有効に自らの歴史研究に利用できるようなる。

③活字史料だけでなく、古文書史料（初級）を解読し、その歴史的意義を理解で

きる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 史料の読解についての試験を実施する。十分に達成して

いれば 80 点以上・ほぼ達成されていれば 60 点以上・求

める水準に到達していない場合は 59 点以下とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 教員の指示に従って史料を講読し、発問に回答する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA1200290B （認定科目名：歴史学史料演習２） 

授業科目 歴史学史料演習２ 単位 2 

担当者 李 昇燁 シラバスグループ QA2908 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 
『東亜日報』英⽂論説からみる朝鮮統治と民族運動 

 

■授業の概要 

日本統治下の朝鮮で発行された朝鮮語新聞『東亜日報』には、1924 年の一年間、ほぼ毎日

英⽂論 説が掲載されている。この授業では、その中の主なもの（史料的価値のあるもの）

を選んで講読 する。 
  

■授業の目的・ねらい 

『東亜日報』に掲載された英⽂論説を読むことにより、以下のことを目的とする。 ①東洋

史（朝鮮史）における英⽂史料利用のトレーニングを図る。 ②日本統治下の朝鮮人社会お

よび朝鮮民族運動が世界に発信しようとした主張を探る。 ③以上によって、国際関係の中

から近代朝鮮の歴史像を探る。|到達目標は下記の通りである。 ①英⽂史料の利用に慣れ

る。 ②当該時期の出来事について調査する方法を身につける。 ③世界史の脈絡で特定地

域の歴史を探る視点を得る。|成績評価は、授業中の輪読内容（英⽂の解釈、関連事項の調

査、内容に関する討論）を基準とす る。 
 

■到達目標 

（１）外国語史料（英文史料）の読解、歴史史料としての利用方法を知る。|（２）

日本の朝鮮植民地統治と朝鮮民族運動の諸相についての理解を高める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 予習、読解の程度で評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA1500290A （認定科目名：歴史学特殊研究３） 

授業科目 歴史学特殊研究３ 単位 2 

担当者 麓 慎一 シラバスグループ QA2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本の近代史研究における基本的な論文と史料の講読。 

 

■授業の概要 

 日本近代史における基本的な論文を講読することで、戦後歴史学の基礎を学ぶ。後述の

「毎回の授業のテーマ」で示した内容を順次、学んでいき研究史の潮流を理解する。 

  

■授業の目的・ねらい 

戦後の日本近代史研究にはいくつかの研究潮流がある。たとえば、国民国家論はその一例

であるが、なぜ、どのようにそれが研究潮流の一つとなったのかを理解できるようにする。 

 

■到達目標 

 授業でとりあげたテーマについて学ぶことで、歴史研究にはいくつかの潮流

があることを理解できるようになる。自らが論文を作成するさいにもそのこと

を意識して研究を進めることができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 試験にて実施する。試験は以下の点から採点する。|①授

業の内容を踏まえている。|②自らの意見が明確に記され

ている。|③文献の出典が明確にされている（たとえば

「  氏の説によれば」など）。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 教員の指示に従って文献を講読し、討論に参加すること。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA1600290A （認定科目名：歴史文化資料演習１） 

授業科目 歴史文化資料演習１ 単位 2 

担当者 鈴木 文子 シラバスグループ QA2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

歴史をフィールドワークする―植民地研究と民族誌（エスノグラフィー） 

 

■授業の概要 

植民地研究は、これまで各々の植民地における公文書の分析等で行われてきたものが多

い。本演習では、歴史人類学的、民族誌的方法論により、日本国内からみた植民地、主と

して朝鮮半島をめぐる「普通の人々」の植民地経験を考察する方法論を、講義や受講者の

発表などをまじえ検討する。帝国日本と植民地の生活をモノ、ヒトの移動、統計、口述資

料、映像、地域誌をキーワードとし、その関連資料を読み、受講者とディスカッションし、

フィールドワークによる近現代の歴史の研究方法を学修する。テーマは、植民地経験であ

るが、歴史文化的事象を研究をしようとする人々のために、必要な民族誌的視点を学修す

るものである。 
  

■授業の目的・ねらい 

①歴史をフィールドワークする方法や民族誌（エスノグラフィー）的視点を学修する。 |

②口述資料、映像、個人の日記、地域資料などのフィールドワークによって収集された資

料と公文書、文献資料との差異や共通点、利用方法を理解する。|③授業を通して、身近な

地域における植民地研究、歴史研究の可能性を認識する。 
 

■到達目標 

①身近な地域における関連資料を探すことができるようになる。|②歴史人類学

的、民族誌的地域研究の視点を理解する。|③口述資料、映像、個人の日記、地

域資料などのフィールドワークによって収集された資料の特徴を理解し、説明

できる。|④公文書や文献資料とフィールドデーターの差異や共通点を理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30 授業中で得た内容、事前学習の資料等を使用してまとめたもの。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 事前学習の発表、授業内課題の発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 DVD や資料を見て分析をおこなう作業等 

･その他 20 事前準備 



授業コード QA1700290A （認定科目名：歴史文化資料演習２） 

授業科目 歴史文化資料演習２ 単位 2 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ QA2906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

考古資料による歴史の構成 

 

■授業の概要 

考古資料を主体として、文献史料・民俗資料その他の関連資料を参照して、考察を行い、

事実を|元にして歴史を構成する方法を学習する。講義の種別が演習であるため、受講生各

自に、このよ|うな方法を用いて、受講生に発表をしてもらい、考古資料と民俗資料・文献

史料など異種の史・|資料を用いた研究方法を実地に試行してもらう。あわせて、考古資料

そのものの観察を行い、そ|の知見を提示する方法も体験する。1 日目は教員による時代別・

対象別の考古資料による歴史構|成の講義と受講生によるワークショップを一つの講義単

位として、数講時を行う。 |2 日目は小テーマを題材として、受講者による簡単な発表と

討議を行う。発表内容は事前に送付|した発表課題集から受講生各自が選択し、発表資料を

作成し、初日に持参すること。発表時間は|各自 30～40 分程度とし、その後、適宜、討議

を行う(討議の時間等は受講生の人数によって随時|変更する可能性がある)。3 日目はまず、

考古資料の観察とその記述を体験し、その後、前日の発|表内容（他の受講生の発表）をま

とめた小リポートの作成を行う。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

目的とねらい |1 考古資料を用いて歴史を考察する方法を学修する。 |2 考古資料の

もつ特性を認識する。 |到達目標 |1 考古資料を用いた歴史叙述を体験する。 |2 考

古資料を観察する基礎的な方法を学修する。 |成績評価の基準 |1 初日のワークショッ

プでの討論（20 点） |2 2 日目の発表（30 点）と討論（10 点） |3 3 日目の 1 考古

資料の観察（30 点）と、2 前日の発表内容に対する小リポート（10 点） 
 

■到達目標 

1 考古資料を用いた歴史叙述を体験する。 |2 考古資料を観察する基礎的な

方法を学修する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 10 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60  

･その他 0 上記の成績評価の詳細は次のようになります。|1 初日のワーク

ショップでの討論（20 点） |2 2 日目の発表（30 点）と討論

（10 点） |3 3 日目の 1 考古資料の観察（30 点）と、2 前日

の発表内容に対する小リポート（10 点） 



授業コード QA2000290A （認定科目名：歴史文化特殊研究３） 

授業科目 歴史文化特殊研究３ 単位 2 

担当者 渡邊 秀一 シラバスグループ QA2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

歴史研究における「図」と「地」 

 

■授業の概要 

 歴史上のある事象あるいは出来事はすでにないが、変更不可能な事実の一つとして確か

にあった。その事実を歴史的事実と呼ぶと、歴史的事実へのアプローチには複数のルート

があるはずである。なぜなら、歴史的事実は通時的な、そして共時的な他の事実と無関係

に、孤立的に生成消滅したとは考えることができないからである。| 心理学では視覚対象

を「図（figure）」、その後景を「地（ground）」と表現することがある。この対象と後景と

いう関係は、視覚的な世界だけのものではない。一般的に各学問領域は固有の考察対象を

もっている。ある研究領域にとっての前景（考察対象）は「図」であり、その他は「地」

という後景（背景）に退いているが、他の学問領域の視点に立てば、「地」のなかにあった

ものが「図」になることもある。その意味で、歴史研究は数多くの学問領域が関わり合い

ながら進むものであろう。| 以上のような認識に立った時、あらためて注目されてよいの

は古島敏雄（1967）『土地に刻まれた歴史』である。そこでこの授業では古島敏雄が提示

したビジョンを出発点にして、その今日的意味、歴史上の事象あるいは出来事をめぐる歴

史学とそのほかの学問領域との協働関係について、現時点における具体的な研究事例を通

して成果と課題を考えていく。| 
  

■授業の目的・ねらい 

① 歴史研究に対する視野を広げ、新しい流れについて理解を深めること。|②

 歴史研究に関わる諸分野の方法の長所・短所を理解すること。|③ 歴 史

研究に関わる多様な資料の長所・短所を理解すること。|④ 歴史研究に関する諸学問

分野の協働のあり方について考えること。| 
 

■到達目標 

① ある歴史的事象（出来事）に対して多面的な理解ができる。|②

 ある歴史的事象（出来事）に対して多角的なアプローチができる。|③

 ある歴史的事象（出来事）を多面的に、あるいは多角的に説明できる。

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 到達目標 1①～③に対する到達度により判定します。また、説明

の正確さおよび論理性を重視します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA4100390A （認定科目名：歴史学フィールドワーク） 

授業科目 歴史学フィールドワーク 単位 2 

担当者 網島 聖 シラバスグループ QA3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

人文地理学のフィールドワークに関する講義と近隣での地場産業に関するフィールドワ

ーク実習 

 

■授業の概要 

地域の歴史や地理を正しく理解するためには、フィールドワークを適切に行うことが欠か

せない。この講義では、人文地理学のフィールドワークにおいて留意すべき諸注意点につ

いて学んだ上で、実地での巡見調査を体験する。まず、初日にはフィールドワークの理念

や方法論について概説した上で、各種地図資料や文献資料を用いた事前の下調べについて

座学で学ぶ。その上で、2 日目には京都市の代表的地場産業の一つである清水焼をテーマ

に実地のフィールドワークを体験し、テーマに沿ったフィールドワークの計画と実施につ

いて考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義の目的は、人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論について学習す

ることで、フィールドワークの意義を正しく理解し、適切に実施する能力を涵養すること

にある。これにより、受講者各人がそれぞれの研究課題に対して適切なフィールドワーク

を計画できるようになることを目指す。したがって、受講者には常に学んだ内容を自身の

関心や興味の対象に当てはめて応用する視点を持って参加していただきたい。成績評価に

ついては、フィールドワークへの参加状況、およびリポートによって評価する。 
 

■到達目標 

①人文地理学のフィールドワークにおける理念を理解している。|②人文地理学

のフィールドワークにおける方法を適切に用いることができる。|③自身の研究

課題に対して、適切にフィールドワークを計画し、実施することができる。。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 フィールドワークへの積極的な参加状況を評価します。 



授業コード QA4200190A （認定科目名：外国語文献研究） 

授業科目 外国語文献研究 単位 2 

担当者 水田 大紀 シラバスグループ QA1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

英語で書かれた専門書を読む 

 

■授業の概要 

 イギリス近現代史に関連した専門書・研究書を会読し、そこで注目されているテーマや

論点について理解する。本演習では、英語の逐語訳を通じた読解能力の向上とともに、背

景となる歴史的知識や専門用語の調べ方など、英語文献を読む際に必要な技術についても

説明する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 授業の目的は以下のとおりである。|① 外国語で歴史学の研究文献を読解でき、得られ

た情報を自身の言葉で摘記・別言・分類できる。|② 過去の歴史の中で、一つあるいはそ

れ以上の時代について詳細な知識を得る。|③ 特定の時代の文献を研究するのに必要な特

別な手段について知識を持ち、それを活用することができる。 
 

■到達目標 

 到達目標は以下のとおりである。|① 歴史学に関連した文献の読解が適切に行

えるようになる。|② 文献の内容から論点を的確に把握できるようになる。|③ 

工具書が適切に使えるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  成績評価は、受講終了後の課題レポートにおいてテキストの内

容・論点を体系的に把握できているかなど、講義の理解度を測り、

それに講義への意欲的な取り組み（特に授業内発表）を踏まえて、

総合的に評価する。 

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード QA4600390A （認定科目名：歴史情報資源論） 

授業科目 歴史情報資源論 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ QA3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

歴史資料と民俗資料－民俗資料とは何か？ 

 

■授業の概要 

歴史資料と民俗資料の比較を通して、特に民俗資料とは何か？ ひいては「民俗」とは何

かについて、受講生全員で考える。 

  

■授業の目的・ねらい 

歴史資料と民俗資料の基本的な相違について理解するとともに、民俗資料とは何か、「民

俗」とは何かについて、具体的な事例から考える力を養う。 

 

■到達目標 

歴史資料と民俗資料の基本的な相違は何か。民俗資料とは何か。「民俗」とは何

かについて考える力を修得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード R07232200A （認定科目名：博物館資料論Ⅱ/博物館学Ⅲ） 

授業科目 博物館学Ⅲ 単位 1 

担当者 比佐 陽一郎 シラバスグループ X20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館資料の保存修復と活用 

 

■授業の概要 

博物館で扱われる資料は文化財とほぼ同義と位置づけられる。文化財は元来、生活の中で

生み出され、それを必要とする人々によって受け継がれてきた。しかし、明治期の大きな

社会変革に伴い文化財を取り巻く環境は激変し、現在は新たな保護のシステムによって守

られ、博物館もその一部を担っている。 |博物館における適切な資料の取り扱いのため、

まずは文化財保護の仕組みを知ってもらい、その上で歴史系博物館で多く取り扱われる埋

蔵文化財（考古資料）の事例を中心とした資料の保存方法、修復、二次資料の在り方等に

ついて、実例を中心に解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本では多くの博物館が存在するが、資料の保存を専門とする学芸員が常勤する博物館は

限られる。この様な現状においては、専門の如何に関わらず、学芸員が資料の保存に関す

る課題に対処する必要が生じる可能性があり、日常における資料の取り扱いや展示の中

で、どの様な保存の処置が資料に対して行われているかを理解しなければ、適切な活用が

果たせない場合も少なくない。 |本講義は、博物館資料（文化財）の保存処理や修復、二

次資料の作成といった作業に関する専門的な内容を主とするが、それは学芸員として直接

これらの作業を行う技術を習得するためのものではなく、資料の保存に関する基本を知る

とともに、トラブルに直面した際に、解決の手掛かりが得られることを目的とするもので

ある。|学芸員としての業務において、資料の保存修復や二次資料の活用という部分で、基

本的かつ新たな視点を提供できればと考えている。 
 

■到達目標 

博物館資料（文化財）の中で、特に歴史資料（埋蔵文化財）を中心に、保存処理

や修復、あるいは二次資料の作成、活用についての基礎的な内容を学ぶ。それ

によって、現代の博物館における資料の保存や活用に関する課題解決に向けた

手がかりとしてもらう。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード R07262200A （認定科目名：博物館実習Ⅱ） 

授業科目 博物館実習Ⅱ 単位 2 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務とその実際 

 

■授業の概要 

この講義は博物館・資料館などにおいて、講義で得た理論と知識を実地に見聞したり、体

験す|ることによって、博物館の事業や活動および具体的な学芸員の業務をより深く理解す

ることを目|的としています。 | 初日に実習についてのガイダンスや事前指導としての

講義を行い、2 日目から近隣の博物館や|資料館において、博物館の運営や学芸員の業務に

接し、その実際を見聞します。これに加えて学|内の実習施設で実習を行う場合もあります。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生各自が博物館の事業や活動、学芸員の業務の実際を見聞し、これを学習することを

目的と|しています。よって、講義記録および実習の内容を記述した実習簿の記載内容によ

って評価しま|す。これについては、事実記載の正確さ、記載内容の分類・整理の度合い、

記載内容の具体性、|博物館学の知識に対する一定程度の習熟などの基準を中心として評価

を行います。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 100 実習簿 記述内容が博物館学のテキスト等で示された専門的視点

に到達しているかを基準とする。 



授業コード S00010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育とは何かについて考える 

 

■授業の概要 

教師が抱える仕事は年々ますます多様化・複雑化している。本授業では、テキストにある

普遍的な教育の課題について学習を深め、近年の学校での「流行」であるアクティブラー

ニングを取り入れた能動学習も行い、教師の資質とは何か、教師として何を理解しなけれ

ばならないのかといったことを主体的に学ぶ場としたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育、教師とは何かを理解する 

 

■到達目標 

教師や教育に対する具体的なイメージが説明できる。|「どのような教師になり

たいか」という問いに対して、経験則だけではなく、理論的なことを交えなが

ら説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 授業中でのグループワークの活動、授業への積極性（質問、協働

作業の関わり等）、および課題リポートを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード S00010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育とは何かについて考える 

 

■授業の概要 

教師が抱える仕事は年々ますます多様化・複雑化している。本授業では、テキストにある

普遍的な教育の課題について学習を深め、近年の学校での「流行」であるアクティブラー

ニングを取り入れた能動学習も行い、教師の資質とは何か、教師として何を理解しなけれ

ばならないのかといったことを主体的に学ぶ場としたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育、教師とは何かを理解する 

 

■到達目標 

教師や教育に対する具体的なイメージが説明できる。|「どのような教師になり

たいか」という問いに対して、経験則だけではなく、理論的なことを交えなが

ら説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 授業中でのグループワークの活動、授業への積極性（質問、協働

作業の関わり等）、および課題リポートを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード S03010100A （認定科目名：教育学講読１） 

授業科目 教育学講読１ 単位 1 

担当者 山内 乾史 シラバスグループ S10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

教育の国際比較 

 

■授業の概要 

日本の教育を英米から途上国まで様々な国家の教育と比較して検討する。 

  

■授業の目的・ねらい 

日本の教育の特徴を、国際比較を通して学ぶことが目的である。 

 

■到達目標 

教育について、比較教育学的、ないしは教育社会学的な視点で捉えられるよう

になること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03010200A （認定科目名：教育学講読１） 

授業科目 教育学講読１ 単位 1 

担当者 赤沢 真世 シラバスグループ S20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学習指導要領の変遷および現代に求められる学力について考える 

 

■授業の概要 

教育課程やカリキュラムは、教育内容としての教材や子どもの学習経験を組織的に編成す

るために用意された教育計画のことを指します。本授業では、学習指導要領の歴史的展開

や社会状況の変化を踏まえて、教育課程の移り変わりやその影響をうける授業づくりの移

り変わりを見ていきます。また、２０２０年から始まる新しい学習指導要領や、主体的・

対話的で深い学びとその評価についても深めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

学習指導要領の変遷についてその社会的背景とともに理解する。|現代に求められる学力お

よび授業づくりについて理解する。 

 

■到達目標 

学習指導要領の変遷と新学習指導要領の求めるものやその内容について説明で

きる。|また、今後求められる評価法（パフォーマンス評価法）について説明で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S03020100A （認定科目名：教育学講読２） 

授業科目 教育学講読２ 単位 1 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学習指導要領の変遷について考える 

 

■授業の概要 

2020 年前後を境に学習指導要領は大きく転換します。とりわけ、「主体的・対話的で、深

い学び」といった教育方法にまで言及した改革は戦後初といってもよいと思います。今後

は教師が子どもたちの学力や深度を見据え、どのようにカリキュラムを考えるのかといっ

たカリキュラム・デザインを行う力が求められます。|この授業では主に小学校における学

習指導要領の変遷を概観し、学習課程がどのような原理で編成されているのか、諸外国の

カリキュラムは我が国とどのような点で異なるのかについて、配布資料をもとに学習しま

す。| 
  

■授業の目的・ねらい 

学習指導要領がどのような原理原則をもとに編成されているのかについて考える 

 

■到達目標 

学習指導要領の変遷と現行学習指導要領の求めるものやその内容について説明

できる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S03020200A （認定科目名：教育学講読２） 

授業科目 教育学講読２ 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「学び」について考える 

 

■授業の概要 

学習論についてのさまざまな資料や文献の購読を通して、「学び」のメカニズムについて理

解し、具体的な保育・教育実践などとの関係で解釈できるようにしていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

教科の学習等の前提となる「人が学ぶということ」、すなわち人はどのように物事を理解

し、行動し、「学び」を獲得していくかについて理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

各自の学習観や教育観をより深化させることができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03030200A （認定科目名：教育学講読３） 

授業科目 教育学講読３ 単位 1 

担当者 山内 乾史 シラバスグループ S20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

戦後日本における教育問題の展開 

 

■授業の概要 

戦後日本の教育問題の展開を考察することは、戦後日本の社会変動と子どもたち・学校と

の関係を見つめなおすことでもある。本講義では戦後 60 年の教育問題を当時の社会的風

潮との関連でとらえ、社会と教育との関連性にうちて理解を深め、これからの両者の関係

のあるべき姿について論議する。 
  

■授業の目的・ねらい 

近年、学歴社会論は衰えている。日本は学歴社会で亡くなったかのように論じられること

もしばしばである。しかし、一つ一つの資料やデータをつぶさに検証していけば、議論は

そう簡単ではないことがわかる。他国との比較を通じて日本はどの程度学歴社会なのかを

探ることが本講義の目的である。 
 

■到達目標 

学歴社会の諸問題について、個人的な教育経験を相対化して客観的なデータを

もとに議論できるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03030300A （認定科目名：教育学講読３） 

授業科目 教育学講読３ 単位 1 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

倉橋惣三を読み解く 

 

■授業の概要 

倉橋惣三は日本の幼児教育の父、日本のフレーベルとよばれた人物である。倉橋は子ども

たちを自発的に活動させ保育者がそれを誘い、促し、助けることが大切であると説いてい

る。この保育観の中心となる誘導保育を実際に体験しながら、倉橋の誘導保育理論を読み

解いていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

誘導保育を体験し、倉橋惣三の保育理論を理解する。 

 

■到達目標 

倉橋惣三の思想と理論を現代の保育現場に活かす道を明らかにする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード S03040200A （認定科目名：教育学講読４） 

授業科目 教育学講読４ 単位 1 

担当者 松戸 宏予 シラバスグループ S20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学校図書館における特別なニーズをもつ子どもへの支援 

 

■授業の概要 

現在、学校にはさまざまな児童生徒が在籍する。例えば、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ(注

意欠陥多動性障害)、高機能自閉症などの発達障害を含めた特別なニーズをもつ児童生徒で

ある。|  特別な支援とは、特別なニーズをもつ児童生徒ができないことであっても、ある

いは苦手なことであっても、授業の活動や学校生活への参加が促進されるような配慮や工

夫を指す。| では、学校図書館においては、特別なニーズをもつ児童生徒に対してどのよ

うな特別な支援ができるのか。事例紹介や文献の講読、そして、グループ討論を通して考

究する。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

目的：| 学校図書館を活用した体験の有無は個人によって差がある。特別なニーズをもつ

児童生徒、そ| して、学校教育を支える学校図書館機能を理解したうえで、特別なニーズ

をもつ児童生徒に対す| る学校図書館支援を考察すること。|ねらい：| 受講者がテーマ

に対して意識をもち考えを深めること。また、グループ討論を通して、多角的| なものの

見方、他者に自分の意見を伝える力を身につけること。| 
 

■到達目標 

 到達目標：| 1 事前課題として、3 つの文献を読み、解題を行うこと。| 2 事

例紹介や文献購読を通して、テーマに対して主体的な意見を持ち、その意見を

論述|    できること。| 3 グループ討論を通して、根拠に根ざした意見を他者

に伝えるスキルを身につけること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0 解題シート各 1 枚 10％✖3 枚 

･授業内課題 0.29999999999999999 ワークシート各 1 枚 10％✖3 枚 

･その他 0.20000000000000001 グループ討論への主体的な参加（積極的に他者の意見を

聞き、かつ自分の意見も述べているか）| 



授業コード S03040300A （認定科目名：教育学講読４） 

授業科目 教育学講読４ 単位 1 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

知識基盤社会に求められる「学び続ける教師」と学校 

 

■授業の概要 

 知識基盤社会の到来、グローバル化の進展、少子高齢化の進展など社会が大きく変化し

ている中、我が国が将来にむけて一層発展していくためには、様々な分野での質の高い人

材育成が不可欠であり、これは教職についても同様である。| 主体的に「学び続ける教師」

としての教職キャリアを支えるために、教職を高度専門職として捉え、基礎的な知識や技

能はもとより、従来から提言されてきた資質や能力加え、総合的な人間力等についても育

成する必要がある。| 講義では、新学習指導要領の趣旨に沿って、知識基盤社会における

これからの専門職教師のあるべき姿を教師論とともに考える。| また、国の教育改革の動

向、小・中・高連携、さらには高大接続の視点も含めて理解を深める。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 知識基盤社会における教師に求められる社会的なニーズを理解し、これからのグローバ

ル化、|情報化が進展する中で、学校と教師はどうあるべきかを考える。|| 

 

■到達目標 

到達目標：|１ 知識基盤社会では、「学び続ける教師」がなぜ求められているの

か、グループ| 討議を通じて考える。|２ グローバル化、情報化する社会に対

応できる資質とは何か、また、学校教育を| 通じて育成すべき新しいスキル（能

力）やキャリアについて理解を深める。|３ 自らが教壇に立ったときを想定し

て、「アクティブラーニング型の学習」を理| 解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004 終の時間に、リポート試験を課します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20% 講義中に、積極的に発言する姿勢を評価したいと考えて

います。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03050100A （認定科目名：教育学演習１） 

授業科目 教育学演習１ 単位 2 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

学校臨床学への招待 

 

■授業の概要 

昨今の教育界を賑わすいくつかの課題（いじめ、不登校、学力、発達障害、外国にルーツ

のある子ども、子どもの貧困、性の多様性など）について概観する。また、そうした教育

課題が展開される場としての学校教育そのものが暗黙のうちに備えているさまざまな社

会的・文化的機能に迫る。 
  

■授業の目的・ねらい 

グループでの活動を通して、文献研究の方法や論の立て方、教育学的なものの見方を身に

つけることをねらいとします。 

 

■到達目標 

教育学の理解を深める 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S03050100B （認定科目名：教育学演習１） 

授業科目 教育学演習１ 単位 2 

担当者 二澤 善紀 シラバスグループ S10031 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

算数・数学教育における課題 

 

■授業の概要 

全国学力・学習状況調査や PISA などの各種調査において，様々な課題が指摘されている。

これらの課題を考慮した教材研究と授業研究について考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

算数・数学教育における課題について理解する。|児童生徒が算数・数学の学習に主体的に

取り組めるような教材研究・授業作りの視点を理解し，実際に取り組むことができる。|評

価は，授業内の活動とリポートで行う。 
 

■到達目標 

算数・数学教育における課題について説明できる。|児童生徒が算数・数学の学

習に主体的に取り組めるような教材研究・授業作りの視点をもち，それを説明

できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 3 日間の内容を振り返りと考察を含めたリポートの評価。 

･授業内発表 20 班でまとめた内容の発表または模擬授業の評価。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業で提示した課題に対する評価。 

･その他 0  



授業コード S03050200A （認定科目名：教育学演習１） 

授業科目 教育学演習１ 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代のいじめ問題について考える 

 

■授業の概要 

2013 年の「いじめ防止対策推進法」の制定以来、学校ではいじめ問題の実態を把握する

ことが必要となっています。ただ、現状としていじめ問題は増加の一途をたどっており、

学校ごとにその発生要因も異なっています。本講義では、いじめ問題の現状、とりわけネ

ットいじめの実態について議論し、どのような方略をもって解決すればよいのかについて

発表することを目的としています。 
  

■授業の目的・ねらい 

いじめの定義の変遷やネットいじめの実態を正確に理解しておくと、授業の内容が理解し

やすくなります。平常の授業においてはアクティブ・ラーニングを前提としたグループ・

ディスカッションを行います。また、いじめ対策としてどのような方法があるのか、議論

を深めたことを発表してもらいます。また、リポート（リポート試験）においては語義の

正確な理解と実態の正確な把握を前提にした基本的な論述式の設題により理解力を見ま

す。 
 

■到達目標 

・いじめの現状について説明できる|・ネットいじめの特徴およびその対応につ

いて自分の考えをまとめることができる|・いじめを抑止するための方略につい

ていくつかの具体例をあげることができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03050200B （認定科目名：教育学演習１） 

授業科目 教育学演習１ 単位 2 

担当者 青砥 弘幸 シラバスグループ S20061 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

国語科授業とアクティブラーニング 

 

■授業の概要 

『新学習指導要領（平成 29 年度版学習指導要領）』では、これまで以上に子どもたちの「主

体的・対話的で深い学び」が求められています。しかしこれは単に、子どもたちに何か作

業をさせたり、グループ活動を多くさせるということではありません。この授業では、そ

の意味や具体について考えるとともに、教室で起こりがちな活動の不全について、協同学

習などの観点から考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

新学習指導要領で示される「主体的・対話的で深い学び」の考え方に基づいた国語科授業

についてのイメージをもつとともに、授業者としての留意点などについて理解すること。 

 

■到達目標 

国語科における「主体的・対話的で深い学び」の考え方や実践、その留意点など

について自分の言葉で説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03060100A （認定科目名：教育学演習２） 

授業科目 教育学演習２ 単位 2 

担当者 橋本 憲尚 シラバスグループ S10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもの自主性を育むおとなの養育・教育態度 

 

■授業の概要 

 日本の子どもたちの積極的な自主性の欠如が問題視されて久しいが、その背景をつきつ

めると、伝統的な「受容的勤勉性」を求める日本人独特の教育観に行き着くだろう。もは

や、この教育観に拘り続けてきたが故に、日本人の国際的競争力・評価が低下してきたこ

とは周知の事実である。| 本稿では、他国の教育との比較の視点からではなく、日本社会

における日常の子どもとおとなとのかかわり場面を取り上げ、子どもの自主性の育成につ

ながる養育・教育態度を模索する。具体的には、乳児期における愛着形成としつけ・幼児

期の自己主張と自己抑制・児童期の学習意欲に関する事例をとりあげつつ、それぞれ親・

保育者・教師のかかわり方について複眼的に考察を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 乳児と親との何気ないコミュニケーションが、互いの信頼感ひいては自己調整力を育

むこと を|  理解する。 ⇒「他者との充実したかかわりなくして自己の成長はない」こと

の互恵的意義に気づく。|② 幼児どうしの偏りのないかかわり経験が、仲間どうしの個性

の尊重につながることについて| 認識を深める。 ⇒日本人にとっての「自己主張」の意

味を問い直し、アサーティブな態度を心がける。|③ 児童の学習意欲が様々な要因からの

影響を受け、個性に配慮しつつ学級集団への要請を行う| ことの重要性を理解する。 ⇒

学習意欲とは単なる一時的感情ではなく、期待と価値に関する| 主観的判断にもとづく極

めて認知的要素を伴うことを踏まえて関わり方を考える。 
 

■到達目標 

① 資料の記述や映像から非言語的なコミュニケーションを読み取って、相互

の情緒的 | 交流を推測して説明する。|② ワークシートの設題について自分

なりの見解を明確に記述し、他受講生の意見との| 相違点を意識したうえで複

眼的な論述を行なう。|③ 授業で学んだ視点を自らが営む実践活動に活かそう

と考え、その視点の効用と| 限界について見通しをつけて整理を試みる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 25  ３日間の授業内容を総合した論述を求める。| 

･授業内発表 15  授業への参加態度を含め、各日 5 点満点。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 60  授業日ごとに、設定されたテーマに関する設題（A4 判ワーク

シート 2-3 枚ずつ）を課す。自らの経験や知識をもとに自由記述

を求めるもの、配布資料を参照しつつ論述を求めるものがある。 

･その他 0  



授業コード S03060100B （認定科目名：教育学演習２） 

授業科目 教育学演習２ 単位 2 

担当者 谷 芳恵 シラバスグループ S10041 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教員の子ども理解と関わりの有り様について考える 

 

■授業の概要 

教育現場では、子どもをめぐる様々な問題に遭遇する。この授業では、子どもを取り巻く

具体的な問題場面について、グループでのディスカッションを通して様々な角度から検討

していく。また、子どもと教員の関わりの有り様が問題理解と解決に与える影響を学び、

教員として私たちがどのよ うに問題に取り組んでいくことができるのかについて考えて

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの問題を理解するための多様な心理学的観点を学ぶ。|子ども理解・問題理解につい

ての現在の自分の考えを概観する。|グループワークにおいて、自分の意見を具体化したり

他者の意見を聞いたりすることで、より広い視野をもって問題解決に臨もうとするマイン

ドとスキルを身につけることを目指す。 
 

■到達目標 

子どもの心理や問題について、心理学的観点から説明することができる。|子ど

もの問題の理解・解決のために、子ども自身や他の教員等と協調的にコミュニ

ケーションを図ることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 20% グループワークへの参加態度の評価を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0.10000000000000001 ＨＷへの取り組み 



授業コード S03060200A （認定科目名：教育学演習２） 

授業科目 教育学演習２ 単位 2 

担当者 赤沢 真世 シラバスグループ S20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

児童・生徒を指導するための教育方法・技術について、これまでの著名な実践者や取り組

みから学ぶとともに、これから求められる授業における方法・技術についても検討する。 

 

■授業の概要 

本授業では、教育目標を実現するために何をどのように教えるかという教育方法の課題を

取り扱い、児童を指導するための方法・技術について学ぶ。発問などの指導言・教授行為、

教材の設定、そして評価の各側面から具体的な実践を検討しながら検討していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育方法に関する基本的な考え方や知識を修得し、授業実践での活用を考える。 

 

■到達目標 

教育方法に関する基本的な考え方や知識を修得することができる。|授業づくり

に際して教員が検討すべき課題を見出すことができ、現代に求められる授業づ

くりのポイントを説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 授業の１場面（１５分から２０分程度）の教師と子どものやり取

り、教材、活動についてのセリフ指導案を作成する。 

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S03060200B （認定科目名：教育学演習２） 

授業科目 教育学演習２ 単位 2 

担当者 松村 京子 シラバスグループ S20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもの発達と支援 

 

■授業の概要 

子どもの発達と支援の研究の進め方について学ぶ。子どもの発達を促す支援に関する一つ

の研究論文を例として、研究テーマの設定、文献検索、研究方法の検討、研究計画の作成、

データの収集、データの分析、結果のまとめ、考察までの一連の流れを演習を含めながら

追試する。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの発達と支援に関する研究の進め方について、一つの研究論文を例として具体的に

学習し、発達研究方法の実際を理解する。 

 

■到達目標 

一つの論文を追試することから、研究テーマの設定、文献検索、研究方法の検

討、研究計画の作成、データの収集、データの分析、結果のまとめ、考察までの

研究の進め方が分かる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S03070200A （認定科目名：教育学演習３） 

授業科目 教育学演習３ 単位 2 

担当者 杉本 均 シラバスグループ S20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育制度の国際比較 

 

■授業の概要 

教育制度は世界のどの国にも存在し、誰もが通過する社会システムであるが、それらの国

家を超えての連続性や互換性は思ったほど保証されているとは言えない。日本を含む世界

の各国において、教育を比較するためのどのような基準や尺度が存在するであろうか。ま

た教育を統計的に比較する場合にはどのようなことに注意すべきかなどについて検討す

る。具体的なトピックとしては、カリキュラム、学校文化・行事、教科書などを題材とす

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

私たちはこの国の教育制度のなかで育ってきたため、自国の教育についてはよく知ってい

ると思っている場合が多い。しかし世界の多くの国の教育問題を調べると、いままで意識

してこなかった日本の教育問題の特徴に気づくことができる。またそれらの国々の教育問

題への取り組みを知ることによって、いままで気づかなかった解決法や取り組みのヒント

を得ることができる場合もある。本授業ではそのような自らの教育への振り返りによっ

て、教育の世界観を広げることを目的としている。 
 

■到達目標 

日本や諸外国の教育問題について調べ、国際比較によって日本の状況の位置づ

けや問題の特徴について理解する。あわせて外国の取り組みのなかで日本の教

育問題の改善や解決に参考になるようなものがないかを考察して提起する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0.29999999999999999  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03070200B （認定科目名：教育学演習３） 

授業科目 教育学演習３ 単位 2 

担当者 矢野 智司 シラバスグループ S20081 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

物語による人間形成・物語のなかの人間形成・物語としての人間形成 

 

■授業の概要 

 子ども時代をふり返れば明らかなように、子どものときに出会った物語はこころの養分

となり、そのときどきの自分を支えてくれるだけでなく、新たな自分を発見し、未知なる

世界を開いてくれる。子どもにとっては、物語は食物と同じ生きるために必要なだけでな

く、よく生きるためにも欠かすことのできないものだ。しかし、それはどうしてなのだろ

うか。テキスト『大人が子どもにおくりとどける 40 の物語―自己形成のためのレッスン』

は、物語論をもとにした人間形成についての考察の本であり、かつ人間形成論をもとにし

た物語についての考察の本でもある。そして、この両方であることによって、物語を子ど

もにとどけようとする人への道しるべとなる本である。テキストは、ブルーナの幼児の絵

本世界からドストエフスキーの小説世界まで、40 の物語とその批評を駆け足で概観する

ことではじめて見ることのできる、成長していく人間の物語世界の自己組織化のダイナミ

ズムを、捉えようというのである。このように、物語を捉えるときの視点、問題の捉え方

が、 初の『ちいさなうさこちゃん』から、 後の『罪と罰』まで一貫している。そのた

め、それぞれの物語を語っていながら、個々の物語を貫いて、全体に内的なつながりが見

えるようになっている。どこからでも読めるブックガイドという性格も持ってはいるが、

初から読むと、幼児期から青年期までの人生の課題と、その人生の課題によって開かれ

る、自己と世界との在り方が理解できる。そうすることで、この考察自体が一冊の教養小

説のように、人間の自己形成の物語となっている。テキストは、タイトルだけ見ると優し

い読書案内のようだが、これは物語と人間形成との関係を考察した研究書である。このテ

キストの読解を中心にして物語と人間の成長との関係について考察を深める。| 
  

■授業の目的・ねらい 

１ 人は物語を通して自己理解を深め世界の意味を発見していくことを理解する。|２ 教

養小説が示すように、物語は人間の成長とはどのようなものであるかを理解するための優

れたメディアであることを理解する。|３ 人が自分について語るときとは、それは自己の

物語を語るときでもある。自己を物語ることによって自己が象られることを知る。自己と

は自己が語る物語であることを理解する。|４ このように人間の成長と物語との関係を理

解した上で、自分自身にとっての４０の物語を考えてみる。|成績評価は、授業への参加状

況と授業内発表、および提出リポートにより行う。 
 

■到達目標 

・人間と物語との関係を問い考えることで、教育学的思考とはどのようなもの

かを理解する。|・教育を問うことは自身のこれまでの成長のプロセスを反省す

ることでもある。自己理解が教育学の学習においても重要であることを学ぶ。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 ９コマの授業への参加、および後日提出のレポートにより総合的

に評価します。 



授業コード S03070300A （認定科目名：教育学演習３） 

授業科目 教育学演習３ 単位 2 

担当者 相馬 伸一 シラバスグループ S30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育的態度を考える 

 

■授業の概要 

私たちは生まれてから今まで多くの教育を受ける機会を得てきました。ですから、教育に

ついて何か言うように求められれば、何か言うことができます。しかし、その多くは「教

育を受ける側」としての意見です。そして、高度消費社会を生きる私たちは、教育を受け

ることをサービスのように見なし、受ける側の満足度を高めるように求めがちです。ゆえ

に、そうした意見は「教育をする側」「教育を何とかしようとする側」の意見とはずれてし

まいがちです。この演習では、親・教師・先輩といった広い意味での教育者としての責任

を担おうとするとき、どのような態度をとることが望ましいかを考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育においては、まったなしの対応が求められます。すべてを予測することはできません

が、さまざまなケースを想定して、自分の考えをまとめておくことは無駄ではありません。

心理学者のピアジェがいうとおりならば、私たちの行動は手持ちのシェマ（スキーム）に

左右されます。私たちの素朴な教育へのシェマを見直すきっかけを得てもらえたらと思い

ます。 
 

■到達目標 

①教育的態度をとるのに必要な論点を考えることができる。|②協働して学び、

自己の意見を振り返ることができる。|③これから自身が教育者としての役割を

担う際の留意点を考察できる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 60 演習への出席 40%、グループワーク参加の相互評価 20% 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03070300B （認定科目名：教育学演習３） 

授業科目 教育学演習３ 単位 2 

担当者 青砥 弘幸 シラバスグループ S30041 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育とユーモア 

 

■授業の概要 

教室という場所で起こるユーモアや笑いが、授業・学級に大きな影響を与えるものである

ことは、多くの人によって経験的に支持されるであろう。本講座では、そのような「教室

ユーモア」の意味や意義、効果や危険性などについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

教室で起こる笑いやユーモアについて理解を深めるとともに、指導方略としての笑いにつ

いて知ること。 

 

■到達目標 

教室ユーモアに関する理解を深め、その学びについて自分の言葉で説明するこ

とができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03080200A （認定科目名：教育学演習４） 

授業科目 教育学演習４ 単位 2 

担当者 二澤 善紀 シラバスグループ S20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

算数・数学の授業研究 

 

■授業の概要 

算数・数学教育において，基礎的・基本的な知識・技能を活用する力を育成し，学ぶこと

の意義や有用性を実感できるような学習活動の充実が求められている。ここで重要になっ

てくることは，教員が指導内容の構造・体系を把握すること，児童生徒も学習内容のつな

がりを理解することである。そこで，指導内容の構造・体系を中心に考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

指導内容の体系を把握する。|指導内容の体系を意識した教材研究のあり方について理解す

る。|指導内容の体系をもとした授業づくりについて理解する。| 

 

■到達目標 

指導内容の体系把握できる。|指導内容の体系を意識した教材研究ができる。|指

導内容の体系をもとに授業づくりができる。|評価は，授業内の活動(個人・班)へ

の取り組みとリポートで行う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60 3 日間の内容を振り返りと考察を含めたリポートの評価。 

･授業内発表 20 班でまとめた内容の発表または模擬授業の評価。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業で提示した課題に対する評価。 

･その他 0  



授業コード S03080200B （認定科目名：教育学演習４） 

授業科目 教育学演習４ 単位 2 

担当者 杉本 均 シラバスグループ S20091 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育問題の国際比較 

 

■授業の概要 

近年日本でも様々な教育問題が論じられ教育改革の必要が検討されている。例えば、児童・

生徒の学力低下問題、イジメや不登校の問題、道徳と宗教教育の問題、英語教育の問題、

教員の養成と免許制度の問題、そして公立学校での才能教育の問題などがあげられる。こ

れらの問題において日本は世界の中でどのような状況なのか、日本だけの固有な問題なの

か、外国の取り組みや改革で、日本の問題解決・改善の参考になるものはないのか。日本

に閉じこもった狭い視野からは見えにくい性質について、世界的視野から国際的比較を通

じて考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

私たちはこの国の教育制度のなかで育ってきたため、自国の教育についてはよく知ってい

ると思っている場合が多い。しかし世界の多くの国の教育問題を調べると、いままで意識

してこなかった日本の教育問題の特徴に気づくことができる。またそれらの国々の教育問

題への取り組みを知ることによって、いままで気づかなかった解決法や取り組みのヒント

を得ることができる場合もある。本授業ではそのような自らの教育への振り返りによっ

て、教育の世界観を広げることを目的としている。 
 

■到達目標 

本や諸外国の教育問題について調べ、国際比較によって日本の状況の位置づけ

や問題の特徴について理解する。あわせて外国の取り組みのなかで日本の教育

問題の改善や解決に参考になるようなものがないかを考察して提起する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0.29999999999999999  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03080300A （認定科目名：教育学演習４） 

授業科目 教育学演習４ 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

児童文化財としての「パネルシアター」～入門から応用まで～ 

 

■授業の概要 

１．パネルシアターの実際|２．パネルシアターの制作（学校教育、幼児教育、生涯教育、

家庭教育等における活用を考えながら）|３．パネルシアターの発表 

  

■授業の目的・ねらい 

絵本、人形劇、影絵、紙芝居等の文化財との違いを確認し、パネルシアターを教育、保育

の場で活用できるように習得する。|発表を通して、パネルシアターの魅力にも気付いてほ

しい。 
 

■到達目標 

それぞれの校種でどのような活用ができるか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30% グループによる発表（30%） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 グループによる制作 

･その他 0  



授業コード S03080300B （認定科目名：教育学演習４） 

授業科目 教育学演習４ 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S30051 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

若者の就労と教育 

 

■授業の概要 

現代の若者の就労については、かつての安定した正社員雇用だけではなく、フリーターや

ニート、低賃金労働など、様々な形態があり、マスコミでも取り上げられている。しかし、

これらの概念は実は正確に理解されないまま論議だけが先走りしている傾向が見られる。

本講義では、これら若者の就職と教育について議論する。 
  

■授業の目的・ねらい 

フリーター、ニート、低賃金労働などの学術的な定義を正確に理解するとともに、その実

態を理解することです。また、ワーキング・プア、派遣労働者、個人請負など様々な、新

しい貧困層も近年論じられるようになってきている。これらの語義の正確な理解と実態の

把握も課題となります。|平常の授業においてアクティブ・ラーニングを前提としたグルー

プ・ディスカッションを行い、また指名して授業者の質問に応答することを求め、正確な

理解ができているかどうかを確認します。また、リポート（リポート試験）においては語

義の正確な理解と実態の正確な把握を前提にした基本的な論述式の設題により理解力を

見ます。 
 

■到達目標 

１．フリーターやニートの違いについて、学術的な見地のもとに説明できる。|

２．若年就労のどの点に問題があるのか、自分の意見を述べることができる。|

３．海外と日本の若年就労に対するとらえ方はどこに違いがあるのか説明でき

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03110100A （認定科目名：教育学特殊講義１） 

授業科目 教育学特殊講義１ 単位 1 

担当者 澤田 真弓 シラバスグループ S10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児教育を通して子どもの育ちを考える 

 

■授業の概要 

教育の現場に携わる者にとって、学校種を超えた連携や接続教育は大きな課題のひとつで

ある。|この授業では、受講生の問題意識を明確化することを目指し、現在の幼児教育やそ

の変遷を視座としながら各校種が行う教育活動について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児教育の変遷を理解し、現行教育についての問題意識を明確にする。|受講生各自が、こ

れから臨もうとする教育現場の多様な課題について考える。 

 

■到達目標 

現行の幼児教育について理解を深める。|自身が臨もうとする教育現場の課題を

意識する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード S03120100A （認定科目名：教育学特殊講義２） 

授業科目 教育学特殊講義２ 単位 1 

担当者 山本 桂子 シラバスグループ S10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

キャリア教育から教育の本質を探る 

 

■授業の概要 

人の成長とは何か、人が生きるとは何か、学びとは何かなど、キャリア教育の理論と哲学

を通して教育の本質を考える。職業指導・進路指導・キャリア教育の意義と目的、職業選

択理論および職業適応理論、職業的発達と自己概念の形成、キャリア教育の実践と課題に

ついて学び、今日、キャリア教育の充実が求められている理由を具体的に考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

キャリア教育および教育の本質についての理解を深めることを目的とし、（１）職業指導・

進路指導・キャリア教育の意義と目的についての理解、（２）職業選択理論および職業適応

理論、職業的発達等の基礎理論についての理解、（３）キャリア教育の充実のための今後の

課題について意見が述べられるようになることを目的とする。 
 

■到達目標 

職業指導・進路指導・キャリア教育の意義と目的、さらにそれらにかかわる諸

理論について理解すること、キャリア教育の充実のための実践について検討し、

今後の課題について意見が述べられるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 出席状況を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03130100A （認定科目名：教育学特殊講義３） 

授業科目 教育学特殊講義３ 単位 1 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

街中化石・石材探究 

 

■授業の概要 

 岩石・鉱物や化石について解説するとともに，身近にある岩石や化石について石材の視

点から概説し，野外調査（主に街中の石材を対象）を行う。身近な地域の地質概況を調べ，

特徴を解説することができるようにディスカッションや演習を交えて講義を進めていく。

|これらを総合して，地域素材の教材化を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

 街中に岩石・鉱物，化石を目にする機会のあることに気づくとともに，街中における地

質的素材を利用し教材化し，授業実践していこうとする素養を身につける。| 学習した内

容を 1～2 枚のレジュメにまとめ，プレゼンテーションを通して他者に伝える能力を身に

つける。 
 

■到達目標 

・街中における地質的素材を利用し教材化・実践していくことができる。|・理

解したことを端的に直感的にわかるようなプレゼンテーションを行う能力を身

につける。||・街中に岩石・鉱物，化石を目にする機会のあることに気づくとと

もに，街中における地質的素材を利用し教材化していくことも可能であること

を理解し，教材化・実践していくことができる。また，地域の地質に着目する観

点を身につけ，小学校や中学校の地質領域との関連を考察し教材化していくた

めの方法を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 街中化石・石材 FW 報告書等 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 プレゼンテーションの発表内容，討論の内容等 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 地域街中化石・石材の観察報告等 

･その他 0  



授業コード S03140100A （認定科目名：教育学特殊講義４） 

授業科目 教育学特殊講義４ 単位 1 

担当者 山内 乾史 シラバスグループ S10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学歴社会と学力問題 

 

■授業の概要 

日本の学歴社会は崩壊しつつある、あるいはすでに崩壊したと言われる。しかし現実には

どうなのかを様々なデータを通じて検討する。またこれとの関連で、近年盛んに繰り返さ

れてきた学力論争をとり上げ、その構造について論じる。 
  

■授業の目的・ねらい 

学力問題をただただ個人的な経験だけに基づいて論じる時、他者に対し独りよがりな議論

を強要するケースが、この種の議論においてはしばしばみられる。求められるのは自己の

個人的体験を少し突き放し、相対化して眺めなおし、大局的に論じる姿勢である。このよ

うな姿勢を身に着けることが授業の目的である。 
 

■到達目標 

個人的な教育経験を相対化し、客観的なデータに基づき教育を社会学的に論じ

るようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03150300A （認定科目名：教育学特殊講義５） 

授業科目 教育学特殊講義５ 単位 1 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

論理的なものの考え方と小論文の書き方 

 

■授業の概要 

各種メディアから送られる様々な情報や、うわさ、思い込み、価値判断の違いなどによっ

て、誤った考えや判断を行うことがある。欧米ではクリティカルシンキングが教育の中で

も重視されている。これは、批判的な思考と訳される場合もあるが、様々な偽の情報に惑

わされずに、慎重に、客観的に、また論理的に物事を考える能力のことである。本授業で

は、原因から結論、情報を基に判断するときに陥りやすい誤りと、誤りを防ぐための考え

方を学ぶ。また、これらの考えを基に、小論文を作成を演習として行いながら、論理的に

書く書き方を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

論理的なものの考え方は国際的な生徒の学習到達度調査（PISA）でも重視されているよう

に、社会において非常に重要なものである。論理的な考え方は直ぐに身につくものではな

いが、この授業を受けて、論理的に考えるには、どのような点に気をつけていけばよいか

を学ぶ。 
 

■到達目標 

論理的な思考、判断、表現ができるようになる。また小論文の書き方を学び、小

論文の書き方のポイントが習得でき、的確な小論文が書けるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03160300A （認定科目名：教育学特殊講義６） 

授業科目 教育学特殊講義６ 単位 1 

担当者 松瀬 留美子 シラバスグループ S30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

青年期の心と発達の課題―発達障害と性同一性 

 

■授業の概要 

 本講義では、学校教育現場における「発達障害」「いじめ」「性同一性」を題材とし、中

学校から大学を中心に青年期の課題を検討する。| 近年、教育現場で児童生徒や大学生に

関わるときに、発達障害と性同一性（性別違和、性的指向）の理解は不可欠である。文科

省による配慮要請・通知がなされているが、実際には、学齢期に理解されないままに大学

生になる例も少なくない。いずれのテーマも不登校に関連があるといえ、それらは社会に

出てからの生き方にも影響を及ぼすことがある。|本講義では前半から中盤にかけて、発達

障害の状態像や感覚特性、課題について DSM5 の概念を基に理解する。後半は、学校にお

けるいじめ問題、また、性別違和や性的指向といった性同一性のテーマを取り上げる。全

体を通して BR・DVD の映像資料を視聴して事例を理解し、理論と状態像、現状を総合的に

考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症の診断基準、状態像を理解し、学校教育（小学校か

ら大学）における問題を明確にする。教育現場の多様なこころの課題からは、いじめ問題

と性同一性（性別違和、性的指向）の課題について考える。当日配布する資料を読み込み、

映像資料で事例を理解し、学校教育や医療で、また自己理解に活用できる知識を習得する

ことを目的とする。 
 

■到達目標 

学校教職員や医療福祉現場の指導者として必要な青年期の「発達障害」の特性

を理解し、様々な事例を通じて、発達障害の課題と心理教育支援を学ぶ。また、

学校教育現場で近年、関心が高まっている「性同一性（性別違和・性的指向）」

の課題と現状を理解し、自分自身の考えをまとめる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0% 授業内課題に含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0 授業に指定されている受講日数・時間すべてに出席していること

を前提として課題を提示する。授業内発表を含む。 

･その他 0 授業に指定されている受講日数・時間すべてに出席していること

を前提とする。 



授業コード S03170200A （認定科目名：教育学特殊講義７） 

授業科目 教育学特殊講義７ 単位 1 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学力を考える ―21 世紀型学力と非認知能力― 

 

■授業の概要 

2019 年から学習指導要領が順次改訂され、「主体的・対話的で深い学び」が進められてい

る。また、社会の進展により、子どもたちに求めらる資質能力も単純な暗記・暗唱ではな

く、複雑な問題にじっくりと取り組み、多様な背景をもつ他者と協働する力が求められて

いる。|この授業では、こうした議論で大きく取り上げられることの多い「学力」について

考えてみたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では「学力」がどのようにとらえられているのか、就学前教育と小学校以降と大

きく２つの時期に分けて論じたいと思います。|就学前教育では「非認知能力」、小学校以

降では「３つの学力」について学習を進めます。|なぜこうした「学力」が求められてきた

のか、その経緯と学術的な視点を展開し、今後の教育に求められる力について考えてみた

いと思います。 
 

■到達目標 

１．３つの学力について、それらの特徴を説明することができる|２．非認知能

力とは何かを説明することができる|３．戦後間もない頃から現在まで、学力が

どのようにとらえられてきたか、概観することができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード S03180200A （認定科目名：教育学特殊講義８） 

授業科目 教育学特殊講義８ 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

被差別部落の現況と部落問題の今日的課題 

 

■授業の概要 

講義では「部落問題解決に向けて取り組まれてきた戦後の被差別部におけるまちづくりを

講義、人権資料館ツラッティ千本へのフィールドワークをとおして考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

『人権の世紀』とも言われる 21 世紀を迎えた今日の日本社会において、人権にかかわる

重大な問題として部落（同和）問題が存在している。1965 年の「同和問題の早急な解決は

国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策審議会答申以降、様々な行政的な施

策によって同和地区の実態や人々の人権意識は大きく前進した。|21 世紀に入り 30 年以上

取り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、

自治体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの

面で課題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強

く存在していることも否定しがたい事実である。|このような状況の中「インターネットな

ど部落差別が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談

体制の充実を図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消

の推進に関する法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行（2016 年４月の「障がいを理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律」が 5 月国会で成立）。|講義では「部落問題解決

に向けて取り組まれてきた戦後の被差別部におけるまちづくりを講義、人権資料館ツラッ

ティ千本へのフィールドワークをとおして考察する。|本学に学ぶ一人ひとりが、この部落

問題をはじめ今日の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての

人々が、そして自分が大切にされ、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。

|同和教育は、そうした部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、

一切の差別を許さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そし

てその実践は、今日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校

で確かな人権教育を実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければなら

ない。| 
 

■到達目標 

講義題目にあるように「部落問題と人権・同和教育の実際と今日的課題とは何

か？」を問題意識として講義に参加しながらリポート試験でまとめること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード 
S03210100A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容研究健康 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03210200A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容研究健康 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03210200B （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容研究健康 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03220200A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容研究環境 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S03220300A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容研究環境 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S03230200A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１(音楽表現) 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03230200B （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１(音楽表現) 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20141 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03230300A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１(音楽表現) 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03240200A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容研究表現２(絵画製作) 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
S03240300A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容研究表現２(絵画製作) 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
S03260100A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03260200A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03260200B （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S03270200A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「環境」 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S03270300A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「環境」 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S03280200A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03280200B （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20141 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03280300A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S03290200A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
S03290300A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード S03310200A （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03310200B （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20221 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03310200C （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20222 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03320100A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 音楽科教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S10130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03320201A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 音楽科教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03320202A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 音楽科教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03320300A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 音楽科教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03320520A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 音楽科教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S52010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03330100A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20251 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20252 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20253 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201E （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20254 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330201F （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20255 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330202A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330202B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20261 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330202C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20262 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330202D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20263 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330300A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03330530A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 図工科教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S53010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～４日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～4 日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03340201A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 体育科教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03340202A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 体育科教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03340300A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 体育科教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03340510A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 体育科教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S51010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03360200A （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03360200B （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20221 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03360200C （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20222 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S03370100A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S10130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03370201A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03370202A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03370300A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03370520A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S52010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S03380100A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20251 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20252 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20253 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201E （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20254 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380201F （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20255 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380202A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380202B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20261 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380202C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20262 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380202D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20263 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380300A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03380530A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S53010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～４日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～4 日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S03390201A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03390202A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03390300A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S03390510A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S51010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S05310100A （認定科目名：保育方法論） 

授業科目 保育方法論 単位 2 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児の生活を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

保育の方法論だけでなく、各年齢の発達の特徴を捉えたうえで、乳幼児の保育において保

育者が何をどのように伝えるのか、保育方法の事例をあげて保育所や幼稚園における指導

の在り方について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育は、保育対象者や子ども集団の規模などにあわせて具体的な方法を練り上げていくも

のである。それ故に子ども理解の知識や保育経験が、さらなる学びを深めるのでその一助

となる。|学習のねらいとしては、方法論だけでなく子どもの発達を深く捉えることを前提

として、保育を行う上で的確な子ども理解ができるようになることを目指す。| 
 

■到達目標 

講義内容を理解し、対象の子ども理解に見合った保育方法が導き出せる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S05510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
S05510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S05520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
S05520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S05530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
S05530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S05540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
S05540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S05540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
S05570200A （認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育

相談/保育相談支援） 

授業科目 幼児理解と保育相談 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

保育における相談支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育相談支援について理解する。保育相談支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の

重視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源

の活用と関係機関との連携等の理解を深める。保育相談支援の実践に関する技術を学習

し、グループワークにおける事例検討を通じて保育相談支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（1）保育相談支援の意義と原則につい

て理解する。|（2）保護者支援の基本を理解する。|（3）保育相談支援の実際を学び、内容

や方法を理解する。|（4）保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解

する。 
 

■到達目標 

保育相談支援の意義と原則について、保護者支援の基本について理解できる。

また、保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福

祉施設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S05580200A （認定科目名：保育の内容と方法/保育の内容及び方法） 

授業科目 保育の内容と方法 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼稚園教育の真諦 

 

■授業の概要 

幼稚園教育における指導の意味や方法について考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

幼稚園教育要領の理解のために倉橋惣三の保育を学ぶ。 

 

■到達目標 

保育者として、保育方法と保育内容を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード S05710200A （認定科目名：保育の内容と方法/保育の内容及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼稚園教育の真諦 

 

■授業の概要 

幼稚園教育における指導の意味や方法について考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

幼稚園教育要領の理解のために倉橋惣三の保育を学ぶ。 

 

■到達目標 

保育者として、保育方法と保育内容を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S05720200A （認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育

相談/保育相談支援） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

保育における相談支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育相談支援について理解する。保育相談支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の

重視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源

の活用と関係機関との連携等の理解を深める。保育相談支援の実践に関する技術を学習

し、グループワークにおける事例検討を通じて保育相談支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（1）保育相談支援の意義と原則につい

て理解する。|（2）保護者支援の基本を理解する。|（3）保育相談支援の実際を学び、内容

や方法を理解する。|（4）保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解

する。 
 

■到達目標 

保育相談支援の意義と原則について、保護者支援の基本について理解できる。

また、保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福

祉施設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード 
S06010100A （認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論

と方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容研究人間関係 単位 2 

担当者 佐藤 和順 シラバスグループ S10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育

の実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い

学びを実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保育を具体的に構想し、実

践する方法を身に付ける。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解

できる。|２．幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく

内容と指導上の留意点を理解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体

験との関連を考慮した教材研究や環境の重要性を理解し、保育構想に活用する

ことができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な保育を想定した指導案を

作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代的課題や保

育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内試験 20 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06020100A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容研究言葉１(言語) 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード 
S06020300A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容研究言葉１(言語) 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード 
S06030100A （認定科目名：保育内容研究言葉２(児童文化)/保育内容

の理論と方法「児童文化」） 

授業科目 保育内容研究言葉２(児童文化) 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～体育遊び、腹話術、音楽あそび、絵本～ 

 

■授業の概要 

1.体育遊び|・幼児期の体育遊びの意義|・ゲーム、表現活動の実際|2.腹話術|・腹話術の呼吸

法|・腹話術の実際|3.パネルシアター|・パネルシアターとは|・パネルシアターの実際|4.絵本

|・絵本の選び方、与え方|・絵本を読む 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の心と言葉をはぐくむ児童文化財の実際を経験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

保育者として児童文化財の活用方法を学ぶ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード S06380201A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20420 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S06380202A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20430 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S06380300A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S30290 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S06410201A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 内田 吉昭 シラバスグループ S20440 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

一筆書きの図形のように点と線からできている図形をグラフといいます。一筆書きの問

題・あみだ籤の問題、地図の色塗りなどを通してグラフの性質を学んでいきます。数学の

知識はあまり必要ありませんが、理論的な考え方は必要なので講義の中で考え方の練習を

行います。興味のある方は京都の路線バスの路線図で同じ路線を通らずにどれだけ長く移

動できるかを考えてください。少中高校の数学教員をする場合の，授業の参考になるよう

にオムニバス形式で行います．各々の話題については，必要に応じて深く各自で勉強して

ください． 
 

■授業の概要 

配布文書で授業を行います．一筆書きなどの図形を用いる授業なので黒板にプロジェクタ

ーで投影しながら行います． 

  

■授業の目的・ねらい 

小中高校の数学教員また数学の教養として知っておいてほしい数学の内容を講義します．

小中高校の教科書の拡張の内容になります．数学は計算だけでなく図形を書いたり 2 色で

色を塗る事も重要なことを認識することを目的とします． 
 

■到達目標 

教育に携わる者または数学に興味がある人にとって必要な知識を会得する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート提出・授業態度等を加味することがあります． 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S06410202A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 内田 吉昭 シラバスグループ S20450 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

一筆書きの図形のように点と線からできている図形をグラフといいます。一筆書きの問

題・あみだ籤の問題、地図の色塗りなどを通してグラフの性質を学んでいきます。数学の

知識はあまり必要ありませんが、理論的な考え方は必要なので講義の中で考え方の練習を

行います。興味のある方は京都の路線バスの路線図で同じ路線を通らずにどれだけ長く移

動できるかを考えてください。少中高校の数学教員をする場合の，授業の参考になるよう

にオムニバス形式で行います．各々の話題については，必要に応じて深く各自で勉強して

ください． 
 

■授業の概要 

配布文書で授業を行います．一筆書きなどの図形を用いる授業なので黒板にプロジェクタ

ーで投影しながら行います． 

  

■授業の目的・ねらい 

小中高校の数学教員また数学の教養として知っておいてほしい数学の内容を講義します．

小中高校の教科書の拡張の内容になります．数学は計算だけでなく図形を書いたり 2 色で

色を塗る事も重要なことを認識することを目的とします． 
 

■到達目標 

教育に携わる者または数学に興味がある人にとって必要な知識を会得する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート提出・授業態度等を加味することがあります． 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S06410300A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S30300 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

集合と写像、ユークリッド空間内の図形 

 

■授業の概要 

高校までの数学にある「平面」「空間」とは 2 次元及び 3 次元のユークリッド空間である。

その一般化としてのユークリッド空間とユークリッド距離について説明する。また、「図

形」とはユークリッド空間の部分集合であるので、集合間の写像を用いて「同値関係」を

つくり、図形の「合同」「相似」を再考する。論理記号と距離を用いた写像の連続性の定義

をすると、もう一つの図形の同値関係「位相同型」を考察することができる。 
  

■授業の目的・ねらい 

集合・写像・同値関係・距離などについて概念を知り、説明・解説と証明は同じではない

ことを理解することがねらいである。証明方法はひととおりではないので、できるだけ多

くの演習問題にあたり、論理的に正しいかを判断できるようになることが目標である。 
 

■到達目標 

集合・写像・同値関係・距離などについて概念を知り、説明・解説と証明は同じ

ではないことを理解することがねらいである。証明方法はひととおりではない

ので、できるだけ多くの演習問題にあたり、論理的に正しいかを判断できるよ

うになることが目標である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S06440201A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S20460 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S06440202A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S20470 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S06440300A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S30310 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S06460201A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S20480 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S06460202A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S20490 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S06460300A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S30320 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S06490201A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20500 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06490201B （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20501 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06490202A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20510 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06490450A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06500201A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20520 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できることが目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得することである。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復

処理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06500201B （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20521 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できることが目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得することである。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復

処理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06500202A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20530 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できる事が目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復処

理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングがで

きるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06500450A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できる事が目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復処

理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングがで

きるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06510201A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20540 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになるこ

とが第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知

識をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになって

ほしい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06510201B （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20541 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになるこ

とが第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知

識をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになって

ほしい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06510202A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20550 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになる事

が第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知識

をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになってほ

しい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S06510450A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになる事

が第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知識

をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになってほ

しい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
S06521100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521200A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521300A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521411A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521412A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 生田 義久 シラバスグループ S41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。|大学での「知」と教育現場での「実践」を論理的に往還しながら、

自己の学びを整理する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。||①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521440A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521S10A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS1010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521S20A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ SS2030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06521S40A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522201A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522202A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。| ・明確になった課題に基づき、今後の学習

の見通しを立てることができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522301A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522302A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522451A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06522452A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06710100A （認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論

と方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「人間関係」 単位 2 

担当者 佐藤 和順 シラバスグループ S10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育

の実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い

学びを実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保育を具体的に構想し、実

践する方法を身に付ける。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解

できる。|２．幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく

内容と指導上の留意点を理解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体

験との関連を考慮した教材研究や環境の重要性を理解し、保育構想に活用する

ことができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な保育を想定した指導案を

作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代的課題や保

育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内試験 20 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S06720100A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード 
S06720300A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード 
S06730100A （認定科目名：保育内容研究言葉２(児童文化)/保育内容

の理論と方法「児童文化」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「児童文化」 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～体育遊び、腹話術、音楽あそび、絵本～ 

 

■授業の概要 

1.体育遊び|・幼児期の体育遊びの意義|・ゲーム、表現活動の実際|2.腹話術|・腹話術の呼吸

法|・腹話術の実際|3.パネルシアター|・パネルシアターとは|・パネルシアターの実際|4.絵本

|・絵本の選び方、与え方|・絵本を読む 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の心と言葉をはぐくむ児童文化財の実際を経験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

保育者として児童文化財の活用方法を学ぶ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード S07160100A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160201A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160202A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160300A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160410A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160440A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160451A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160452A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160S20A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS2010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160S30A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS3010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07160S40A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習研究（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260100A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260201A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20340 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260202A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20350 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260300A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30190 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260410A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S41040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得| 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学修した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。 
 

■到達目標 

保育者としての資質や能力を知るとともに、自身に不足している点等を認識で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260440A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S44030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260451A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07260452A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習研究（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S07360452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07810200A （認定科目名：社会教育課題研究/社会教育課題研究１） 

授業科目 社会教育課題研究 単位 4 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S20560 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

我が国における生涯学習・社会教育のあり方と課題について考える 

 

■授業の概要 

Ⅰ.２１世紀のキーワード探しと社会教育としての展開 | ２１世紀に突入し、少子高齢

化が進む中で、生涯学習気運の高まりはとどまることがありません。そうした生涯学習社

会の到来を見据えた社会教育のあり方が問われているともいえるでしょう。 | スクーリ

ングの場は京都です。この京都の２１世紀のキーとなるような社会教育プログラムづくり

を通して、どこの地域にでも通用するような普遍性のある力を培いましょう。また、みん

なで課題を提供し合い、力を合わせて考える楽しさを実感しましょう。 | グループを編

成して、グループ毎に京都をテーマにした「社会教育講座」を構成してもらいます。その

発表と討議で盛りあがりましょう。京都に関する事前学習をしておくとさらに議論に深ま

りが出てくるのではないでしょうか。 |Ⅱ.地域社会の諸活動とコミュニケーションのか

たち | 地域社会に参加し相互共同的に、学ぶという、社会教育本来の個と共同体の関係

に注目しつつ、今日的な課題について考えてみましょう。現代社会における地域での情報

発信のさまざまな方法とその効果を、具体的事例から検討していきます。また、実際に発

信者が参加を促す情報としてのミニコミ誌づくりを通して、インターネットやパソコンの

効果的な使用法も体験しましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか、理解すること。 |２．生涯学習型社会の

礼賛が必ずしもその展開にとって良いものではないという意味が理解できること。 |３．

グループごとに討論し、そのなかから社会教育に対する理解が深められていること。 |４．

グループを編成し、その相互交流を通して社会教育に対する理解が深められていくのと同

時に多様な学習スタイルに関する理解が深められること。 
 

■到達目標 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか説明できる。 |２．生涯学習型

社会のどの点に問題があるのか説明できる。 |３．グループ内で社会教育の課

題について意見をまとめることができる。 |４．多様な学習スタイルについて

理解し、それらのメリット・デメリットを説明できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S07931200A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 渡辺 真希子 シラバスグループ S20570 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

資料に基づく情報提供サービスの実際 

 

■授業の概要 

情報化社会における情報提供サービスの基本的考え方を概説し、資料に基づく情報提供の

実際を講義と演習を交えて行う。前半は利用者の情報探索行動と情報提供の特性について

説明する。中盤から後半はインターネット資源と各種レファレンスツールの検索法及び使

い方を演習を中心に行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

図書館における情報サービスの理論に基づいて、レファレンスサービスに必要な情報検索

の知識と技術を習得すること。 

 

■到達目標 

・ 図書館が所蔵する基本的レファレンスツールを理解する|・ インターネッ

ト資源における特性を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード S07931300A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S30330 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

レファレンスの内容・方法を理解し、必要な情報源の利用法を習得する。また、レファレ

ンス質問を想定した課題演習を行うことで、レファレンスライブラリアンとしての実践的

な技能力を育てる。 
 

■授業の概要 

１．レファレンスサービスについて  |２．様々な情報源の調べ方|  １）情

報の流通と情報検索|  ２）分野別情報の探し方|     (1)図書情報の調べ方|  

(2)雑誌および雑誌記事の調べ方|        (3)新聞記事の調べ方 |        (4)事物事象の調

べ方|        (5)歴史・日時の調べ方 |        (6)地理・地名の調べ方 |  ３）佛教大図書

館レファレンスコレクションの評価|３．情報検索の基礎|４．電子ジャーナル |５．電子化

情報の取り扱い|    ・引用と参考文献の書き方|      ・著作権との関係|６．発信型情報

サービス |      ・パスファインダーについて|      ・パスファインダーの作成|| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）問題解決プロセスの流れを通して、情報検索スキルを養う。|２）レファレンスコレク

ションにおける印刷メディア、ネットワーク系メディアを駆使して情報の検索、選択、評

価を行い、課題事例に対して回答ができるようになる。|３）レファレンスインタビューの

事例を体験しながら、利用者とのコミュニケーションを確立できるようになる。|| 
 

■到達目標 

１）レファレンスサービスの基本を学び、特定テーマについて実践的な情報検

索を行いレポート作成ができる。|２）論理演算子、トランケーションを理解し、

特定テーマについて情報検索を行う際に、適切な検索式を作成することができ

る。|３）適切なデータベースを選択し、適切なプロセスで情報検索を行うこと

により、利用者の情報要求を満たすことができる。|４）情報サービス論、情報

サービス演習 II、図書館情報技術論をあわせて履修することにより、（一社）情

報科学技術協会主催「検索技術者検定 3 級」に合格できる実力を身に着ける。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 35 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 図書館実習 レファレンスブックの利用 

･授業内試験 0  

･授業内課題 55 パスファインダーの作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S07932200A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S20580 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報検索・主題索引の基礎およびデータベースを利用した情報検索サービスの演習 

 

■授業の概要 

１．情報検索の基礎 |２．主題索引・シソーラス |３．分野別情報の探し方 |  (1)公的情報

（自治体・官公庁サイト）の情報検索 |  (2)人物についての情報検索|  (3)統計データの情

報検索|  (4)学術文献情報（雑誌論文・電子ジャーナル）の情報検索 |  (5)科学・医学分野

の情報検索 |  (6)企業についての情報検索|  (7)法令・判例の情報検索|４．情報の戦略的

活用|     ・引用分析・評価について|５．著作権・特許情報について|６．文献解題とは、

文献解題の作成| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）図書館司書として、利用者に対して行う情報検索サービスを演習を通して理解する。

|２）自身が情報検索を行う知識と技術を身につけ、特定テーマについて実践できるように

なる。|３）著作権をはじめとする知的財産権について理解し、情報化社会に対応できるグ

ローバルな情報センスを習得する。| 
 

■到達目標 

１）情報検索要求に対して、適切な情報源の選択、効率よい検索、適確な情報の

取得ができる。   |２）検索結果について情報交換しながら回答の評価がで

きる。|３）個々の質問事例に対して、テーマの設定から情報検索および評価ま

でのスキルを養う。|４）情報サービス論、情報サービス演習Ⅰ、図書館情報技

術論をあわせて履修することにより、（社）情報科学技術協会主催の検索技術者

検定 3 級（可能ならば 2 級まで）に相当する実践的な検索技術能力を養う。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60 文献解題作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S07932300A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S30340 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報検索・主題索引の基礎およびデータベースを利用した情報検索サービスの演習 

 

■授業の概要 

１．情報検索の基礎 |２．主題索引・シソーラス |３．分野別情報の探し方 |  (1)公的情報

（自治体・官公庁サイト）の情報検索 |  (2)人物についての情報検索|  (3)統計データの情

報検索|  (4)学術文献情報（雑誌論文・電子ジャーナル）の情報検索 |  (5)科学・医学分野

の情報検索 |  (6)企業についての情報検索|  (7)法令・判例の情報検索|４．情報の戦略的

活用|     ・引用分析・評価について|５．著作権・特許情報について|６．文献解題とは、

文献解題の作成| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）図書館司書として、利用者に対して行う情報検索サービスを演習を通して理解する。

|２）自身が情報検索を行う知識と技術を身につけ、特定テーマについて実践できるように

なる。|３）著作権をはじめとする知的財産権について理解し、情報化社会に対応できるグ

ローバルな情報センスを習得する。| 
 

■到達目標 

１）情報検索要求に対して、適切な情報源の選択、効率よい検索、適確な情報の

取得ができる。   |２）検索結果について情報交換しながら回答の評価がで

きる。|３）個々の質問事例に対して、テーマの設定から情報検索および評価ま

でのスキルを養う。|４）情報サービス論、情報サービス演習Ⅰ、図書館情報技

術論をあわせて履修することにより、（社）情報科学技術協会主催の検索技術者

検定 3 級（可能ならば 2 級まで）に相当する実践的な検索技術能力を養う。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60 文献解題作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S07961200A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 高畑 悦子 シラバスグループ S20590 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「情報資源組織論」で学んだ情報資源の組織化の実際を学ぶ。|『日本目録規則(NCR)1987

年版改訂 3 版』を使用して、記述対象や書誌単位、書誌事項を学び書誌データの作成を行

い、実践的能力を養成する。| 
 

■授業の概要 

多様な例題を用いて情報資源の書誌データ作成を行う。書誌記述は『日本目録規則 1987

年版改訂 3 版』を使用する。 

  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、演習を通して多様な情報資源の書誌的記録を作成

する。具体的には各種情報資源（資料）の書誌データの作成について実践的な能力を養う 

 

■到達目標 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、説明できる。|演習を通して多様な情報

資源の書誌的記録を作成することができることようになる。|書誌データの作成

について理解し実践的な能力を養うことで、情報資源の検索および利用の支援

ができる知識をもつ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 60  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S07961450A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 森 美由紀 シラバスグループ S45170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報資源組織演習(日本目録規則 1987 年版改訂 3 版に沿って目録を作成) 

 

■授業の概要 

本講義は、『日本目録規則(NCR)1987 年版改訂 3 版』を用いて、目録の書誌記述の方法に

ついて学ぶ。図書館現場での目録作成は、コンピュータによる目録作成が主流である。そ

のため、書誌ユーティリティ環境下、具体的には NACSIS-CAT の教育サーバーを活用した

目録作成の実際について、理解を深める。さらにカード目録との比較を行い、記述や標目

の基礎を学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織論で学習した目録の意義を基礎に、書誌記述の方法、書誌コントロール、書

誌ユーティリティの利用等の演習を通して、目録作成の実践的能力・技術を修得すること

が目的である。具体的には、下記を到達目標とする。  |■到達目標 |（1）『日本目録規

則(NCR)1987 年版改訂 3 版』を活用して和図書の基本的な目録作成ができるよう技術を習

得する。 |（2）書誌ユーティリティ環境下で目録作成の流れを体感し、コンピュータ目

録のしくみや作成に関わる留意点などを説明することができる。 |（3）集合書誌単位と

単行書誌単位の記述の違いを把握し、説明することができる。 |（4）著者名典拠レコー

ドの必要性を理解し、その意義を説明することができる。 |■成績評価の基準 |成績評価

は、講義終了後に試験を実施(パソコンは使用しない)。授業で講義した内容がしっかり理

解できているかを確認する。また、講義への積極性も加味し、総合的に評価する。 
 

■到達目標 

（１）『日本目録規則 1987 年版改訂 3 版』に準拠し、基本的な和図書の書誌作

成ができる。|（２）書誌ユーティリティ環境下で、コンピュータで作成された

目録データの同定識別を、的確に判断することができる。|（３）著者名典拠レ

コードを作成し、理解することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 終日に試験を実施します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S07962200A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 高畑 悦子 シラバスグループ S20600 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「情報資源組織論」で学んだ情報資源の組織化の実際を学ぶ。|主題の組織化として分類法

と件名法を学ぶ。分類作業では、『日本十進分類法新訂 10 版』を使用して、主題からの検

索に対応すべく情報資源の主題分析及び分類記号付与の実際を演習する。件名標目の付与

は『基本件名標目表 第 4 版』を使用して、件名標目表の構造を理解し、件名標目の付与

を実際に演習する。 
 

■授業の概要 

多様な例題を用いて情報資源の主題組織化を行う。|分類作業では、『日本十進分類法新訂

10 版』を使用して、主題からの検索に対応すべく情報資源の主題分析及び分類記号付与の

実際を演習する。件名標目の付与は『基本件名標目表 第 4 版』を使用して、件名標目表

の構造を理解し、件名標目の付与を実際に演習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、演習を通して多様な情報資源の書誌的記録を作成

する。具体的には『日本十進分類法新訂 10 版』を使用して、主題からの検索に対応すべ

く情報資源の主題分析及び分類記号付与、ならびに『基本件名標目表第 4 版』を使用した

件名標目付与を行い、実践的な能力を養う。 
 

■到達目標 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、主題の組織化の方法について説明でき

る。|分類および件名作業の演習を通して多様な情報資源の主題目録を作成する

ことができるようになる。|作成方法について理解し実践的な能力を養うことで、

情報資源の検索および利用の支援ができる知識をもつ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 60  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S07962450A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 森 美由紀 シラバスグループ S45180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報資源の主題分析および分類記号・件名付与の実際 

 

■授業の概要 

情報資源組織論で学習した分類の意義や目的を背景として、『日本十進分類法（NDC）』を

用いて情報資源の主題分析及び分類記号付与の実際を行う。また同じく、言葉による統制

語と『基本件名標目表（BSH）第 4 版』の基本構造について理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織論で学習した分類の意義を基礎に、書架分類と書誌分類への理解、分類付与

の実践的能力・技術を習得することが目的である。 

 

■到達目標 

(1)『日本十進分類法』の体系を理解し、各類の特徴について説明することがで

きる。|(2)『日本十進分類法』を活用して、基本的な分類記号が付与できる技術

を習得する。|(3)図書記号や別置記号について理解する。|(4)件名法の意義や基本

構造について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 終日に試験を実施します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08020100A （認定科目名：社会福祉援助技術） 

授業科目 社会福祉援助技術 単位 2 

担当者 増井 香名子 シラバスグループ W10270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの理解と保育者のソーシャルワーク実践 

 

■授業の概要 

保育士は、子どもを保育するだけでなく同時に家庭に対するソーシャルワーカーの役割を

担っている。|本授業では、ソーシャルワークの理論を学ぶとともに、保育現場（保育所・

児童養護施設など）を中心としたソーシャルワークの理論や方法について考察する。|併せ

て、グループワークや事例からソーシャルワークを実践的に学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ソーシャルワークの理論と方法について理解し、実践場面で活用できる力をつける。 

 

■到達目標 

ソーシャルワークの体系について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 論述試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード S08110450A （認定科目名：乳児保育/乳児保育２） 

授業科目 乳児保育 単位 2 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08140200A （認定科目名：教科内容研究音楽） 

授業科目 教科内容研究音楽 単位 2 

担当者 長井 典子 シラバスグループ S20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼児の豊かな感性や表現力を育む保育表現技術 

 

■授業の概要 

学習者が音楽的なあそびの実践を通し、保育に必要である基礎的な音楽理論を理解し、技

術や指導法を習得する。|・子どもの歌唱表現を引き出す様々な種類の歌を知る。|・楽曲を

構成している音楽の要素(拍・拍子・リズムなど)に気付き、子どもの表現活動を導く指導

法を身に付ける。|・基礎的な伴奏法を習得し、弾き歌いができるようにする。| 
  

■授業の目的・ねらい 

・本講義の内容を理解するだけでなく、習得した知識や技術を保育の実践的な音楽活動に

活かせるようにすることが目的である。| 

 

■到達目標 

・保育における音楽活動に不可欠な保育表現技術について理解できたか。|・講

義の中で行う様々な身体表現活動に意欲的に参加し、自身の表現能力を高める

ことができたか。|・子どもの歌に簡易伴奏を付ける方法を習得し、弾き歌いが

できるようになったか。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08150200A （認定科目名：教科内容研究図画工作） 

授業科目 教科内容研究図画工作 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

図画工作の目的と造形活動の構成について 

 

■授業の概要 

「表現」領域（造形分野）では、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通

して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」ことを目的としている。こ

のように自己表現という視点が明確になるにつれて、ものに挑む、空間に挑むなど、素材

を通して環境に関わり、作ったものを使って遊んだり、見立てたり、ごっこ遊びに使用し

たりという経験を重視する活動に転換してきている。であるならば、教材を扱う保育者も

教材特性を理解しておかなければ、目的を踏まえた価値ある活動は展開できないことにな

る。この講義では、様々な教材の特性を捉えて、保育活動にどのように活かすかという点

を中心に講義を進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

造形領域のねらいを実技を通して体感する 

 

■到達目標 

・教材の特性を理解する|・教材の特性を活かした保育構成を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード S08160200A （認定科目名：教科内容研究体育） 

授業科目 教科内容研究体育 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

「運動遊び」を自分のものにを原点におこう。  | 

 

■授業の概要 

 体育（健康）は身体そのものの学習（養護）指導であり、あわせて身体活動や諸活動を

通しての心のありようの学習指導でもある。この大切な学習指導を進めるためには、子ど

もの心身の発育・発達の状況の十分な把握と子ども一人ひとりの実態をふまえた展開が重

要である。| また、健康の保持増進、コミュニケーション、レクリエーション等に不可欠

なのが体育（健康）の学習内容でもある。その基礎・基本を培う幼（保）・小学校期の体育

（健康）の学習体験は、一人ひとりの生涯スポーツのあり方に引き継がれる大切なもので

ある。そのためこの時期には、体育（健康）に自発的、積極的に取り組んでいこうとする

意欲をもたせるようにしたいものだ。その基本は、絶対に「体育（運動）ぎらい」を生み

出さないための学習指導の創意と工夫が求められる。| そのためには、学習指導を展開す

るものとしての指導（養護）のための資質の向上に常に心がける必要のあることを忘れて

はならない。| なお、小学校学習指導要領・幼稚園教育要領（指導書）・保育所保育指針を

手もとにおかれ、その学習と研究にしっかりと取り組んでください。 
  

■授業の目的・ねらい 

 体育は代表的な応用科学の分野だといわれています。そのために多様な視点からの学

習・研究が求められます。学習・研究の要点として、次にあげた諸点を大切にしながら取

り組んでください。|・保育所保育指針の「健康」の内容及び０〜２才児の健康に係わる内

容について。|・幼稚園教育指導要領の「健康」領域の目標やその内容のねらいについて。

|・幼児に戸外（自然環境の中や園庭等）での遊びに興味や関心を持たせるための方法やそ

のための留意事項について。|・幼児が積極的に取り組むであろう遊びの種類とその展開の

方法について。|・幼児のいろいろな場所、場面での行動の仕方を理解し、安全に気をつけ

て行動するようになるための指導上の留意点について。|・体育（運動）ぎらいを生みださ

ない学習指導のあり方の研究は大切です。|・体育実技（健康）を指導する者として、ぜひ

身につけておきたい考え方や資質とはどのようなことなのだろうか。自分自身の目指す方

向についても考えをまとめておきましょう。|・健康で安全な生活をおくるためには、日常

の生活の中で基本的な習慣や態度を身につけることが大切である。そのためには保育課程

でどのようなことに留意すべきか。|・幼児期は一般的に種々な感染症にかかりやすい。そ

れを防ぐには、幼児の一人ひとりのどのような点に留意して観察する必要があるのでしょ

う。 
 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「健康」について、ねらいと内容について理解する。

|２．幼児期の心身の発育発達の特徴や個人差と取り組みへの意欲などを理解す

る。|３．心を動かし、体を動かすあそびに則した環境構成、援助の在り方を一

緒に考えましょう。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08320100A （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2 

担当者 松村 京子 シラバスグループ S10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害児の心理学的特性と支援方法について理解を深める。 

 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。特に、知的障

害児の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達の数概念、記憶について学ぶ。

さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解する。特に、知的障害児

の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達、知的障害児への支援の概要につい

て理解することを目標とする。 
 

■到達目標 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解し、支援の概

要についても理解できたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08320300A （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2 

担当者 松村 京子 シラバスグループ S30230 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害児の心理学的特性と支援方法について理解を深める。 

 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。特に、知的障

害児の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達の数概念、記憶について学ぶ。

さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解する。特に、知的障害児

の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達、知的障害児への支援の概要につい

て理解することを目標とする。 
 

■到達目標 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解し、支援の概

要についても理解できたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08370100A （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害のある人の教育とくらし 

 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの多様な教育の場における教育

のあり方について学習する。具体的には知的障害教育の教育課程や教育方法、教員の役割

やかかわり方、問題行動の理解と支援、インクルーシブ教育などについて学ぶ。また、近

年施行された障害者差別解消法にかかわって、知的障害のある生徒の就労支援や生活をめ

ぐる社会的課題、国際的動向などについても検討する予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害教育の基本的知識の習得、およびそうした知識が教育実践のなかでいかに援用可

能であるかを十分にイメージできることがこの授業の目的です。 

 

■到達目標 

学んだことを通して具体的な教育のあり方を各自で模索できるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S08370300A （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S30240 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害のある人の教育とくらし 

 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの多様な教育の場における教育

のあり方について学習する。具体的には知的障害教育の教育課程や教育方法、教員の役割

やかかわり方、問題行動の理解と支援、インクルーシブ教育などについて学ぶ。また、近

年施行された障害者差別解消法にかかわって、知的障害のある生徒の就労支援や生活をめ

ぐる社会的課題、また国際的動向などについても検討する予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害教育の基本的知識の習得、およびそうした知識が教育実践のなかでいかに援用可

能であるかを十分にイメージできることがこの授業の目的です。 

 

■到達目標 

学んだことを通して具体的な教育のあり方を各自で模索できるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S08380100A （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

肢体不自由児教育における指導方法の基礎基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、

各教科の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や

配慮事項及び指導法及び基礎基本について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 肢体不自由児が就学する特別支援学校等の教育課程を理解する。|② 肢 体

不自由児に対する各教科等の指導の工夫や配慮事項を理解する。|③ 肢体不自由児に

対する自立活動における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢

体不自由児に対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び

指導法の基礎基本を理解する。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08380300A （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30250 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

肢体不自由児教育における指導方法の基礎基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、

各教科の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や

配慮事項及び指導法及び基礎基本について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 肢体不自由児が就学する特別支援学校等の教育課程を理解する。|② 肢 体

不自由児に対する各教科等の指導の工夫や配慮事項を理解する。|③ 肢体不自由児に

対する自立活動における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢

体不自由児に対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び

指導法の基礎基本を理解する。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08400100A （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2 

担当者 藤井 則之 シラバスグループ S10250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

視覚障害児の指導法 

 

■授業の概要 

視覚に障害のある児童生徒は、「見えにくい」または「見えない」という状態にある|いわ

ゆる弱視、盲といわれる児童生徒へ指導・支援を行う上で留意すべき基本的事項について

解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

視覚障害の生理・病理的および心理的特性を理解し、その障害特性を配慮した指導法につ

いて基本的な理解を図ることを目的とする。 

 

■到達目標 

視覚障害の特性を配慮した指導法の基礎基本を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験を 終時間で行い、講義の理解度を測る。時間は５０

分。７０点満点。講義を受けた範疇で解答すること。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリングの全講義に出席していること。 



授業コード S08400300A （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2 

担当者 藤井 則之 シラバスグループ S30260 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

視覚障害児の指導法 

 

■授業の概要 

視覚に障害のある児童生徒は、「見えにくい」または「見えない」という状態にある| い

わゆる弱視、盲といわれる児童生徒へ指導・支援を行う上で留意すべき基本的事項につい

て解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

視覚障害の生理・病理的および心理的特性を理解し、その障害特性を配慮した指導法につ

いて基本的な理解を図ることを目的とする。 

 

■到達目標 

視覚障害の特性を配慮した指導法の基礎基本を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験を 終時間で行い、講義の理解度を測る。時間は５０

分。７０点満点。講義を受けた範疇で解答すること。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリングの全講義に出席していること。 



授業コード S08410100A （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2 

担当者 菅原 伸康 シラバスグループ S10260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

聴覚障害の心理学的理解と支援方法について理解を深める 

 

■授業の概要 

 聴覚障害児に関する心理学的情報を提示し、聴覚障害児の心理的理解を促し、聴覚障害

児に対する係わり合い方を学ぶ| 

  

■授業の目的・ねらい 

 障害の概念や指導法、配慮点等について理解し、実際に具体的にかかわる際に役立つ実

践的知|識として学習することを目標とする。|| 

 

■到達目標 

聴覚障害児の心理特性を理解し、聴覚障害児に対する支援方法や指導方法につ

いて学ぶことができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08410300A （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2 

担当者 菅原 伸康 シラバスグループ S30270 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

聴覚障害の心理学的理解と支援方法について理解を深める 

 

■授業の概要 

 聴覚障害児に関する心理学的情報を提示し、聴覚障害児の心理的理解を促し、聴覚障害

児に対する係わり合い方を学ぶ| 

  

■授業の目的・ねらい 

 障害の概念や指導法、配慮点等について理解し、実際に具体的にかかわる際に役立つ実

践的知|識として学習することを目標とする。|| 

 

■到達目標 

聴覚障害児の心理特性を理解し、聴覚障害児に対する支援方法や指導方法につ

いて学ぶことができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08420100A （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

重複障害教育及び軽度発達障害教育における指導方法の基礎・基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法

の基礎・基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。

|| 
  

■授業の目的・ねらい 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就

学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教

科・自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用で

きる「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児

に対する各教科等における指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重 複

障害児や軽度発達障害児が就学する学校等の教育課程について理解する。|③

 重複障害児や軽度発達障害児に対する各教科等・自立活動等における

指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08420300A （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30280 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

重複障害教育及び軽度発達障害教育における指導方法の基礎・基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法

の基礎・基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。

|| 
  

■授業の目的・ねらい 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就

学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教

科・自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用で

きる「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児

に対する各教科等における指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重 複

障害児や軽度発達障害児が就学する学校等の教育課程について理解する。|③

 重複障害児や軽度発達障害児に対する各教科等・自立活動等における

指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08490100A （認定科目名：保育の心理学Ⅱ） 

授業科目 保育の心理学Ⅱ 単位 1 

担当者 小川 徳子 シラバスグループ W10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児期における心理的発達の理解と発達を支援する関わり方 

 

■授業の概要 

０～6 歳までの認知的発達・社会的発達の流れと、その発達的な変化はこども個人や集団

での言動にどのようあらわれるのかを知る。また、視聴覚資料によりこどもの行動を観察・

記録し、保育者がどのように関わることが、こどもひとりひとりの発達支援につながるの

かを、具体的に考えてみる。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育の現場において、こどもの心理的発達に即した保育実践を実現できる保育者となるた

め、次のことを学ぶ。|１．乳幼児期の認知的発達・社会的発達の流れを知る。|２．こども

それぞれの発達の状態を把握するための視点を知る。|３．発達に応じた関わり方を的確に

判断できるようになる。 
 

■到達目標 

１．「認知的・社会的に発達する」とは、どんな力を発揮できるようになること

なのか、発達の実態を理解する。|２．発達過程に応じた関わり方を把握し、年

齢や障害の有無にかかわらず、こどもひとりひとりへの発達に適した対応の仕

方を考えられるようになる。|３．保育者どうし、保育者と保護者とが連携する

ことの効果について、事例を通して知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード S08510200A （認定科目名：子どもの保健Ⅱ/子どもの健康と安全） 

授業科目 子どもの保健Ⅱ 単位 1 

担当者 永幡 玉枝 シラバスグループ W20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児のこころとからだを育む小児保健の実際 

 

■授業の概要 

１ 乳幼児の発育発達と育児|２ 子どもに多い病気と看護|３ 児童虐待の現状と課題|４ 

感染症と予防|５ 子どもの保健と関係法規、制度|６ 子どもを取り巻く環境  他| 

|以上、子どもの保健を事例や実習を取り入れながら学ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

1 子どもの保健関係法規を知る|２ 乳幼児の年齢に応じた発育発達を知る|３ 子ども

の病気や事故予防を知り応急手当てができる|４ 子どものこころを理解し虐待予防の視

点を学ぶ|５ 感染症の正しい知識を持ち対応できる  など||配布資料を読み正しく分析

し小児保健を理解できる 
 

■到達目標 

学習内容を理解し保育士等の心構えを養う| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 設題に対して論述式で回答 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10| グループディスカッションや発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 実技実習など 

･その他 10 授業態度など 



授業コード S08520200A （認定科目名：子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2 

担当者 小谷 清子 シラバスグループ W20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

子どもの栄養と食生活 

 

■授業の概要 

小児期は、生涯にわたる健康の基礎が形成され、その後の心と身体の健康を大きく左右す

る重要な時期である。 この科目では、乳児期、幼児期を中心に、小児の各段階に応じた健

全な発育・発達を促すために必要な事柄を、栄養と食生活の面から学ぶ。保育者として食

育や保護者への支援が出来る力を身に着ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの栄養と食生活が生涯にわたる健康の基礎であり、その後の心と身体の健康に影響

することを理解する。食品や栄養に関する基礎的知識を学び、子どもの発育・発達と食生

活の関連について理解する。家庭や児童養護施設における食生活の現状と課題について学

び、保育との関連のなかで、幼少期から成人にいたる一貫した食生活の意義、子どもに適

切な食事が提供できることの意義を理解する。家庭や地域との関連性、生活全般や環境の

望ましい姿を理解し、保育者として食育や保護者への支援ができる力を身に着ける。 
 

■到達目標 

1）食品や栄養に関する基本的知識を習得する|2）子どもの発育・発達に応じた

食生活を理解する|3）様々な子どもの現状を理解し、それらに配慮した適切な食

や栄養について理解する|4）食育の基本とその内容を、家庭、地域社会や文化と

のかかわりの中で理解する 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード S08540450A （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

障害の特徴も踏まえた子どもの発達的理解のありようを学ぶ。|障害のある子どもの保育の

実際について学ぶ。 

 

■授業の概要 

権利が平等に保障されるために追加の支援を必要とする子どもへの保育であることを理

解する。具体的には，障害の種別やその特性の理解はもちろんこと，何らかの支援を必要

とする子どもたちの実態も踏まえ，「権利の平等性」と「追加の支援」を統一的に理解して

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

障害のある子ども一人ひとりの実態に即した保育をおこなう際に必要となる発達的視点

に基づく子ども理解を踏まえた上で、一人ひとりを丁寧に見ることと集団づくりは決して

対立するものではないことを理解することを目的とする。こうした理解が、実践現場で出

会う多様な事例に対応する際の基盤となることを意図している。 
 

■到達目標 

①発達と障害の相互関係を念頭において子どもの行動を検討することができ

る。|②集団づくりにおける個人と集団の関係を、実践上の難しさも踏まえて説

明することができる。|③授業を通じた理解の深まりを自分なりの言葉で説明す

ることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標①②③の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内で実施するワーク等での気づきや理解に基づいて評価す

る 



授業コード S08550200A （認定科目名：社会的養護内容/社会的養護２） 

授業科目 社会的養護内容 単位 1 

担当者 奥井 菜穂子 シラバスグループ W20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護の実践を当事者の声とともに学ぶ 

 

■授業の概要 

社会的養護の実践の詳細を学び、その現状と課題を理解する。その際、社会的養護におけ

る支援者の実践を読み解くこと、当事者の声を聴きとることを重視する。社会的養護で育

つ子どもに必要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す機会にしていくことを目指している。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（１）社会的養護における子どもの権利

擁護や保育士等の倫理について具体的に学ぶ。|（２）施設養護および他の形態でなされる

社会的養護の実際について学ぶ。|（３）社会的養護の当事者の声から社会的養護における

ニーズを把握し、理解する。|（４）社会的養護を通し、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す。|評価については、リポート課題の提出を課す。 
 

■到達目標 

・社会的養護で育つ子どもの権利について学び、その保障と自立を支えるため

の理念と方法を学び、現状と課題を考察する。|・社会的養護で育つ子どもに必

要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、援

助観を多様な側面から問い直す。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード S08560100A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 60  

･その他 0  



授業コード S08560300A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード S08570100A （認定科目名：保育実践演習） 

授業科目 保育実践演習 単位 2 

担当者 中西 さやか シラバスグループ W10170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもを出発点とする保育のあり方を探究する 

 

■授業の概要 

これまでの学びを振り返り、「子どもとはどのような存在か」「保育士の専門性とは何か」

について自らの視点で探究する。また、グループワークをとおして保育をめぐる現代的な

課題を分析し、これからの保育について多様な視点から考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

これまでの学びをとおして形成された子ども観や保育観を振り返り、育つ主体としての子

どもを出発点とした保育のあり方を探究する。 

 

■到達目標 

・自らの保育観や子ども観を整理し、説明することができる。|・子どもを出発

点とする保育の意義を理解し、自分の言葉で語ることができる。|・保育の現代

的課題を分析し、これからの保育のあり方を展望することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08570450A （認定科目名：保育実践演習） 

授業科目 保育実践演習 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

保育記録をもとに保育を考察する 

 

■授業の概要 

この授業は、保育にかかわる現代的課題（地域における子育て支援、家庭と地域との連携、

乳児保育、異年齢の子どもの交流、長時間保育・夜間保育、乳幼児の虐待、道徳性の育成

など）を考慮しながら、保育の目標・内容・方法を実践に即しながら深く考察することを

課題としている。|本授業の受講生には、そうした課題を現実を踏まえて学習するために、

保育所・児童福祉施設における実際の経験が求められる。よって受講対象者は、すべての

保育実習を終えていることを条件とする。|授業の進め方については、全体的なガイダンス

のあと、保育の目標・内容・方法にかかわる事柄につき、保育実習で学んだ事実を踏まえ

て発表してもらい、これに基づいて討論を行う。そして、浮かび上がってきた問題や論点

について講義を行い、さらに討議を重ねて、保育の目標・内容・方法について実践的・理

論的に考察していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

（目的）|保育実践と保育理論は無関係のものではなく、実践から理論へという筋みちと、

理論から実践へという筋みちが絡み合って、実践も理論も豊かになっていくものである。

この授業では、前者の筋みちに沿って、各自が実習を通して行った実践を理論的に考察す

るという姿勢を形成することを目的とする。|（ねらい）|各自の実習ノートに記入された保

育記録を反省的に考察し、そこに現れた問題をつかみ出すことをねらいとする。 
 

■到達目標 

実習を通して経験した保育実践を省察する。|そこで抽出された課題を理論的に

検討・考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード S08580100A （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

充実した保育実習を行うための準備を行う 

 

■授業の概要 

本授業では、施設における保育実習の意義と目的を確認する。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に

関連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■到達目標 

受講生が施設での充実した保育実習を行うための準備をすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 20  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08580300A （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

充実した保育実習を行うための準備を行う 

 

■授業の概要 

本授業では、施設における保育実習の意義と目的を確認する。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に

関連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■到達目標 

受講生が施設での充実した保育実習を行うための準備をすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 20  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08590100A （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1 

担当者 平野 知見 シラバスグループ W10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育実習１の事後指導として、実習の総括と自己評価を行い、自らの課題を明らかにする。

また、保育実習３の事前指導として、児童福祉施設における生活と保育実習を取り上げる。

実習の意義と目的を明確化し、保育実習の内容や実習先の施設について調べ発表を行う。

さらに、実習のテーマを明確化し、実習計画書を作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会的養護について理解を深める。|２．保育実習１の成果をまとめる。|３．実習計画

書を作成する。 

 

■到達目標 

１．保育実習３の意義、目的、及び実習の内容と具体的事項を理解する。|２．

子ども理解、実習の展開・評価・改善の一連のプロセスの理解を深める。|３．

社会的養護に関する力量形成について学ぶ。|４．実習の成果とまとめを発表し、

保育士の業務内容や職業倫理についての理解を深める。|５．保育士としての自

己の課題を明確化する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 40  



授業コード S08590300A （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1 

担当者 大森 弘子 シラバスグループ W30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育実習１の事後指導として、実習の総括と自己評価を行い、自らの課題を明らかにする。

また、保育実習３の事前指導として、児童福祉施設における生活と保育実習を取り上げる。

実習の意義と目的を明確化し、保育実習の内容や実習先の施設について調べ発表を行う。

さらに、実習のテーマを明確化し、実習計画書を作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会的養護について理解を深める。|２．保育実習１の成果をまとめる。|３．実習計画

書を作成する。 

 

■到達目標 

１．保育実習３の意義、目的、及び実習の内容と具体的事項を理解する。|２．

子ども理解、実習の展開・評価・改善の一連のプロセスの理解を深める。|３．

社会的養護に関する力量形成について学ぶ。|４．実習の成果とまとめを発表し、

保育士の業務内容や職業倫理についての理解を深める。|５．保育士としての自

己の課題を明確化する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 10  



授業コード 
S08600100A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱・重複障害が就学対

象となる特別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童と

の関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに

教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、

教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）

と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあ

たる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 学習指導案作成において必要となる観点や留意

事項等の基本的事項を理解する。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600201A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20380 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600202A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20390 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600300A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600410A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S41060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600440A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S44050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600451A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08600452A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習研究（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08620200A （認定科目名：学校図書館情報サービス論） 

授業科目 学校図書館情報サービス論 単位 2 

担当者 佐久間 朋子 シラバスグループ S20610 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

学校図書館における情報サービスの意義と各種情報源の特性 

 

■授業の概要 

学校図書館の情報サービスについて解説し、DVD 視聴とパソコンを使用しての演習や課題

を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

学校図書館における情報サービスの種類や各種情報源の特性の理解を図るとともに、児童

生徒に資料・情報を適切に提供できる能力の育成を図る。||成績評価|原則として、スクーリ

ングでの受講態度と、その他課題及び講義への意欲的な取り組み状況を踏まえ、総合的に

評価する。| 
 

■到達目標 

学校図書館における情報サービスの意義や種類について理解を深める。|参考図

書やデータベースなどの各種情報源の内容や使用法の知識を得る。|パソコンを

使っての演習や課題を通して、学校図書館における情報サービスに必要な技能

を得る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード S08620410A （認定科目名：学校図書館情報サービス論） 

授業科目 学校図書館情報サービス論 単位 2 

担当者 佐久間 朋子 シラバスグループ S41080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

学校図書館における情報サービスの意義と各種情報源の特性 

 

■授業の概要 

学校図書館の情報サービスについて解説し、DVD 視聴とパソコンを使用しての演習や課題

を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

学校図書館における情報サービスの種類や各種情報源の特性の理解を図るとともに、児童

生徒に資料・情報を適切に提供できる能力の育成を図る。||成績評価|原則として、スクーリ

ングでの受講態度と、その他課題及び講義への意欲的な取り組み状況を踏まえ、総合的に

評価する。| 
 

■到達目標 

学校図書館における情報サービスの意義や種類について理解を深める。|参考図

書やデータベースなどの各種情報源の内容や使用法の知識を得る。|パソコンを

使っての演習や課題を通して、学校図書館における情報サービスに必要な技能

を得る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード 
S08640100A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱・重複障害が就学対

象となる特別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童と

の関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに

教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、

教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）

と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあ

たる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 学習指導案作成において必要となる観点や留意

事項等の基本的事項を理解する。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640201A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20380 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640202A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20390 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640300A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640410A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S41060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640440A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S44050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640451A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08640452A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740100A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740201A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20340 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740202A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20350 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740300A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30190 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740410A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S41040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得| 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学修した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。 
 

■到達目標 

保育者としての資質や能力を知るとともに、自身に不足している点等を認識で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740440A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S44030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740451A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08740452A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840100A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840201A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840202A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840300A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840410A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840440A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840451A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840452A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840S20A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS2010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840S30A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS3010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S08840S40A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S08940452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育とは何かについて考える 

 

■授業の概要 

教師が抱える仕事は年々ますます多様化・複雑化している。本授業では、テキストにある

普遍的な教育の課題について学習を深め、近年の学校での「流行」であるアクティブラー

ニングを取り入れた能動学習も行い、教師の資質とは何か、教師として何を理解しなけれ

ばならないのかといったことを主体的に学ぶ場としたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育、教師とは何かを理解する 

 

■到達目標 

教師や教育に対する具体的なイメージが説明できる。|「どのような教師になり

たいか」という問いに対して、経験則だけではなく、理論的なことを交えなが

ら説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 授業中でのグループワークの活動、授業への積極性（質問、協働

作業の関わり等）、および課題リポートを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード S50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 原 清治 シラバスグループ S30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教育とは何かについて考える 

 

■授業の概要 

教師が抱える仕事は年々ますます多様化・複雑化している。本授業では、テキストにある

普遍的な教育の課題について学習を深め、近年の学校での「流行」であるアクティブラー

ニングを取り入れた能動学習も行い、教師の資質とは何か、教師として何を理解しなけれ

ばならないのかといったことを主体的に学ぶ場としたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

教育、教師とは何かを理解する 

 

■到達目標 

教師や教育に対する具体的なイメージが説明できる。|「どのような教師になり

たいか」という問いに対して、経験則だけではなく、理論的なことを交えなが

ら説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5 授業中でのグループワークの活動、授業への積極性（質問、協働

作業の関わり等）、および課題リポートを総合的に評価します。 

･その他 0  



授業コード S52110100A （認定科目名：教育学特殊講義１） 

授業科目 教育学特殊講義１ 単位 1 

担当者 澤田 真弓 シラバスグループ S10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児教育を通して子どもの育ちを考える 

 

■授業の概要 

教育の現場に携わる者にとって、学校種を超えた連携や接続教育は大きな課題のひとつで

ある。|この授業では、受講生の問題意識を明確化することを目指し、現在の幼児教育やそ

の変遷を視座としながら各校種が行う教育活動について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児教育の変遷を理解し、現行教育についての問題意識を明確にする。|受講生各自が、こ

れから臨もうとする教育現場の多様な課題について考える。 

 

■到達目標 

現行の幼児教育について理解を深める。|自身が臨もうとする教育現場の課題を

意識する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード S52120100A （認定科目名：教育学特殊講義２） 

授業科目 教育学特殊講義２ 単位 1 

担当者 山本 桂子 シラバスグループ S10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

キャリア教育から教育の本質を探る 

 

■授業の概要 

人の成長とは何か、人が生きるとは何か、学びとは何かなど、キャリア教育の理論と哲学

を通して教育の本質を考える。職業指導・進路指導・キャリア教育の意義と目的、職業選

択理論および職業適応理論、職業的発達と自己概念の形成、キャリア教育の実践と課題に

ついて学び、今日、キャリア教育の充実が求められている理由を具体的に考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

キャリア教育および教育の本質についての理解を深めることを目的とし、（１）職業指導・

進路指導・キャリア教育の意義と目的についての理解、（２）職業選択理論および職業適応

理論、職業的発達等の基礎理論についての理解、（３）キャリア教育の充実のための今後の

課題について意見が述べられるようになることを目的とする。 
 

■到達目標 

職業指導・進路指導・キャリア教育の意義と目的、さらにそれらにかかわる諸

理論について理解すること、キャリア教育の充実のための実践について検討し、

今後の課題について意見が述べられるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 出席状況を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52130100A （認定科目名：教育学特殊講義３） 

授業科目 教育学特殊講義３ 単位 1 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

街中化石・石材探究 

 

■授業の概要 

 岩石・鉱物や化石について解説するとともに，身近にある岩石や化石について石材の視

点から概説し，野外調査（主に街中の石材を対象）を行う。身近な地域の地質概況を調べ，

特徴を解説することができるようにディスカッションや演習を交えて講義を進めていく。

|これらを総合して，地域素材の教材化を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

 街中に岩石・鉱物，化石を目にする機会のあることに気づくとともに，街中における地

質的素材を利用し教材化し，授業実践していこうとする素養を身につける。| 学習した内

容を 1～2 枚のレジュメにまとめ，プレゼンテーションを通して他者に伝える能力を身に

つける。 
 

■到達目標 

・街中における地質的素材を利用し教材化・実践していくことができる。|・理

解したことを端的に直感的にわかるようなプレゼンテーションを行う能力を身

につける。||・街中に岩石・鉱物，化石を目にする機会のあることに気づくとと

もに，街中における地質的素材を利用し教材化していくことも可能であること

を理解し，教材化・実践していくことができる。また，地域の地質に着目する観

点を身につけ，小学校や中学校の地質領域との関連を考察し教材化していくた

めの方法を身につける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 街中化石・石材 FW 報告書等 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 プレゼンテーションの発表内容，討論の内容等 

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 地域街中化石・石材の観察報告等 

･その他 0  



授業コード S52140100A （認定科目名：教育学特殊講義４） 

授業科目 教育学特殊講義４ 単位 1 

担当者 山内 乾史 シラバスグループ S10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学歴社会と学力問題 

 

■授業の概要 

日本の学歴社会は崩壊しつつある、あるいはすでに崩壊したと言われる。しかし現実には

どうなのかを様々なデータを通じて検討する。またこれとの関連で、近年盛んに繰り返さ

れてきた学力論争をとり上げ、その構造について論じる。 
  

■授業の目的・ねらい 

学力問題をただただ個人的な経験だけに基づいて論じる時、他者に対し独りよがりな議論

を強要するケースが、この種の議論においてはしばしばみられる。求められるのは自己の

個人的体験を少し突き放し、相対化して眺めなおし、大局的に論じる姿勢である。このよ

うな姿勢を身に着けることが授業の目的である。 
 

■到達目標 

個人的な教育経験を相対化し、客観的なデータに基づき教育を社会学的に論じ

るようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52150300A （認定科目名：教育学特殊講義５） 

授業科目 教育学特殊講義５ 単位 1 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

論理的なものの考え方と小論文の書き方 

 

■授業の概要 

各種メディアから送られる様々な情報や、うわさ、思い込み、価値判断の違いなどによっ

て、誤った考えや判断を行うことがある。欧米ではクリティカルシンキングが教育の中で

も重視されている。これは、批判的な思考と訳される場合もあるが、様々な偽の情報に惑

わされずに、慎重に、客観的に、また論理的に物事を考える能力のことである。本授業で

は、原因から結論、情報を基に判断するときに陥りやすい誤りと、誤りを防ぐための考え

方を学ぶ。また、これらの考えを基に、小論文を作成を演習として行いながら、論理的に

書く書き方を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

論理的なものの考え方は国際的な生徒の学習到達度調査（PISA）でも重視されているよう

に、社会において非常に重要なものである。論理的な考え方は直ぐに身につくものではな

いが、この授業を受けて、論理的に考えるには、どのような点に気をつけていけばよいか

を学ぶ。 
 

■到達目標 

論理的な思考、判断、表現ができるようになる。また小論文の書き方を学び、小

論文の書き方のポイントが習得でき、的確な小論文が書けるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52160300A （認定科目名：教育学特殊講義６） 

授業科目 教育学特殊講義６ 単位 1 

担当者 松瀬 留美子 シラバスグループ S30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

青年期の心と発達の課題―発達障害と性同一性 

 

■授業の概要 

 本講義では、学校教育現場における「発達障害」「いじめ」「性同一性」を題材とし、中

学校から大学を中心に青年期の課題を検討する。| 近年、教育現場で児童生徒や大学生に

関わるときに、発達障害と性同一性（性別違和、性的指向）の理解は不可欠である。文科

省による配慮要請・通知がなされているが、実際には、学齢期に理解されないままに大学

生になる例も少なくない。いずれのテーマも不登校に関連があるといえ、それらは社会に

出てからの生き方にも影響を及ぼすことがある。|本講義では前半から中盤にかけて、発達

障害の状態像や感覚特性、課題について DSM5 の概念を基に理解する。後半は、学校にお

けるいじめ問題、また、性別違和や性的指向といった性同一性のテーマを取り上げる。全

体を通して BR・DVD の映像資料を視聴して事例を理解し、理論と状態像、現状を総合的に

考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

自閉スペクトラム症、注意欠如多動症の診断基準、状態像を理解し、学校教育（小学校か

ら大学）における問題を明確にする。教育現場の多様なこころの課題からは、いじめ問題

と性同一性（性別違和、性的指向）の課題について考える。当日配布する資料を読み込み、

映像資料で事例を理解し、学校教育や医療で、また自己理解に活用できる知識を習得する

ことを目的とする。 
 

■到達目標 

学校教職員や医療福祉現場の指導者として必要な青年期の「発達障害」の特性

を理解し、様々な事例を通じて、発達障害の課題と心理教育支援を学ぶ。また、

学校教育現場で近年、関心が高まっている「性同一性（性別違和・性的指向）」

の課題と現状を理解し、自分自身の考えをまとめる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0% 授業内課題に含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0 授業に指定されている受講日数・時間すべてに出席していること

を前提として課題を提示する。授業内発表を含む。 

･その他 0 授業に指定されている受講日数・時間すべてに出席していること

を前提とする。 



授業コード S52170200A （認定科目名：教育学特殊講義７） 

授業科目 教育学特殊講義７ 単位 1 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

学力を考える ―21 世紀型学力と非認知能力― 

 

■授業の概要 

2019 年から学習指導要領が順次改訂され、「主体的・対話的で深い学び」が進められてい

る。また、社会の進展により、子どもたちに求めらる資質能力も単純な暗記・暗唱ではな

く、複雑な問題にじっくりと取り組み、多様な背景をもつ他者と協働する力が求められて

いる。|この授業では、こうした議論で大きく取り上げられることの多い「学力」について

考えてみたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では「学力」がどのようにとらえられているのか、就学前教育と小学校以降と大

きく２つの時期に分けて論じたいと思います。|就学前教育では「非認知能力」、小学校以

降では「３つの学力」について学習を進めます。|なぜこうした「学力」が求められてきた

のか、その経緯と学術的な視点を展開し、今後の教育に求められる力について考えてみた

いと思います。 
 

■到達目標 

１．３つの学力について、それらの特徴を説明することができる|２．非認知能

力とは何かを説明することができる|３．戦後間もない頃から現在まで、学力が

どのようにとらえられてきたか、概観することができる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.5  

･その他 0  



授業コード S52180200A （認定科目名：教育学特殊講義８） 

授業科目 教育学特殊講義８ 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

被差別部落の現況と部落問題の今日的課題 

 

■授業の概要 

講義では「部落問題解決に向けて取り組まれてきた戦後の被差別部におけるまちづくりを

講義、人権資料館ツラッティ千本へのフィールドワークをとおして考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

『人権の世紀』とも言われる 21 世紀を迎えた今日の日本社会において、人権にかかわる

重大な問題として部落（同和）問題が存在している。1965 年の「同和問題の早急な解決は

国の責務であり、国民的課題である」とした同和対策審議会答申以降、様々な行政的な施

策によって同和地区の実態や人々の人権意識は大きく前進した。|21 世紀に入り 30 年以上

取り組まれてきた同和（行政）施策が（国レベルでは）2002 年 3 月に終結し、その後、

自治体レベルにおいても完全に終結を見ている。しかし今なお、産業・就労・教育などの

面で課題が残されており、また、啓発面においても、被差別部落に対する差別観念が根強

く存在していることも否定しがたい事実である。|このような状況の中「インターネットな

ど部落差別が新たな状況にあること」を踏まえ「①国と地方公共団体の責務を定め②相談

体制の充実を図り③教育と啓発を行い④実態調査を行う」－を柱とした「部落差別の解消

の推進に関する法律（案）」が 2016 年 12 月に成立施行（2016 年４月の「障がいを理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の施行「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律」が 5 月国会で成立）。|講義では「部落問題解決

に向けて取り組まれてきた戦後の被差別部におけるまちづくりを講義、人権資料館ツラッ

ティ千本へのフィールドワークをとおして考察する。|本学に学ぶ一人ひとりが、この部落

問題をはじめ今日の人権問題の現状と課題について認識を深めることによって、すべての

人々が、そして自分が大切にされ、共に生きていく社会の実現への一歩となるのである。

|同和教育は、そうした部落問題の解決に向けた教育活動として、差別の現実から学びつつ、

一切の差別を許さず、人権文化の創造をめざして豊かな実践を積み重ねてきている。そし

てその実践は、今日の人権教育の創造・発展・展開を牽引するものである。すべての学校

で確かな人権教育を実践していくには、同和教育のあゆみをしっかりと学ばなければなら

ない。| 
 

■到達目標 

講義題目にあるように「部落問題と人権・同和教育の実際と今日的課題とは何

か？」を問題意識として講義に参加しながらリポート試験でまとめること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.10000000000000001  



授業コード 
S52210100A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S52210200A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S52210200B （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容の理論と方

法「健康」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「健康」 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20121 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

伝えよう健康の大切さを。 

 

■授業の概要 

健康で安全な生活を送るためには，心身の基礎を培い，生活に必要な習慣や態度を身につ

けることが必要である。幼児が日々の生活の中で活動し，充実感や満足感を得ながらすく

すく伸ばすためには健康であることが条件である。そこで第１に子どもの健康とは，第２

に生活習慣，第３に幼児の発育発達，第４に運動あそび（実技）を通し年令に適した内容

で健康指導を実施する。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。領域「健

康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援の仕方を総合的に

考えましょう。  | 
 

■到達目標 

幼児に健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養わせよう。

領域「健康」の内容を、幼児の発育・発達過程に則して理解し、そのための支援

の仕方を総合的に考えましょう。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.29999999999999999  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001  



授業コード 
S52220200A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「環境」 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S52220300A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容の理論と方

法「環境」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「環境」 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 領域「環境」のねらいを基に、幼児と身近な環境とのかかわりを通して、生きぬく力の

基礎を育てるための実践的指導方法を学ぶ。 

 

■授業の概要 

 幼稚園教育要領の領域「環境」について，ねらいと内容を理解し，その指導法を習得す

る。|乳幼児の発達・成長に人的環境や物的環境，自然環境や社会環境が重要な役割を果た

していることを理解し，自然環境を活かした実践方法や、環境構成の考え方や実践方法に

ついて学ぶ。|テキスト，視聴覚教材を中心とした講義、グループ討議、模擬指導，リポー

ト作成等を通して，実践的指導力を身につける。 
  

■授業の目的・ねらい 

 幼児教育における領域「環境」の指導（保育）計画・実践に本格的に取り組もうとする

意欲のある人材を育成することを目的とする。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「環境」のねらいと内容を理解し，人・物・自然・社

会環境等，子どもを取り巻く環境について理解する。|２．乳幼児期の育ちと環

境の関係を把握するとともに，幼児が自ら環境とかかわり，生活に取り入れて

いこうとする力を育てる環境のあり方の理論的背景および実践的指導法を理解

する。|３．保育内容「環境」の実践的指導法を身につける。|４．身近な自然（季

節と動植物等）とのかかわりに関する指導法（環境構成を含む）を体得する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード 
S52230200A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S52230200B （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20141 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S52230300A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S52240200A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
S52240300A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード S52310200A （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S52310200B （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20221 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S52310200C （認定科目名：理科教育法/初等理科教育法） 

授業科目 初等理科教育法 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20222 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校理科授業づくり 

 

■授業の概要 

 小学校理科教育の理論と実践について授業を進めます。A 区分：物質・エネルギー（エ

ネルギー，粒子），B 区分：生命・地球の観察や実験の授業を取り上げ，授業づくりの視点

や方法について学んでいきます。安全な観察・実験の方法を学びつつ，学習指導案を作成

し模擬授業を実施していきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 小学校教員として必要な理科における知識や技能を身につけ，観察や実験を伴った授業

展開ができる教員を目指します。あわせて理科学習論に基づいた授業設計ができ，学習指

導案を作成する力を身につけていきます。 
 

■到達目標 

 小学校教員として必要な理科における学習内容の知識や技能を身につけ，自

ら実践することができる。| 学習指導要領と理科学習論に基づいた授業設計を

行い，学習指導案を作成することができる。|１．理科という教科の意義・目標

を理解する。|２．理科の学習領域・内容を理解する。|３．理科における学力と

評価の在り方について理解する。|４．理科指導技術の基本を身につけている。|

５．理科指導に適した情報機器及び教材の活用能力を身につけている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.59999999999999998 観察・実験の実技や課題，模擬授業，学習指導案等 



授業コード S52320100A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S10130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52320201A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52320202A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52320300A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52320520A （認定科目名：音楽科教育法/初等音楽教育法） 

授業科目 初等音楽教育法 単位 2 

担当者 高見 仁志 シラバスグループ S52010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校における音楽教育法 

 

■授業の概要 

「音楽理論」・「音楽教育法」・「音楽専門」の 3 つの分野からなり、詳細は以下の通りです。

||「音楽理論」|音楽理論は講義形式で行います。内容的には楽典（記譜法・和声・楽式）を

中心に音楽教育という実践的な立場を考慮して、理論のための理論に終わることなく、現

場に役立つよう配慮しています。この音楽理論の学習到達目標として、移調と簡単な伴奏

付き楽曲（児童用）が創作できる程度の総合的な音楽能力を身につけることを目標として

います。||「音楽教育法」|音楽教育法では、指導者自身の音楽的能力の向上を基盤として、

音楽科授業づくりについて探究します。音楽科授業を展開する能力を、様々な側面から高

めることを目標にしています。音楽科授業をする上で必要となる要素を追求する過程にお

いて、浮かび上がってきた受講者各自の課題を明確にし、今後の学習に活かせるようにす

るとともに、音楽科の教科的特質をふまえた授業づくりについて論究します。また授業実

践の基礎となる模擬授業，今日的課題もふまえた指導案作成等，授業実践の力量形成を目

指した授業内容です。||「音楽専門」|音楽科の授業をつくり，模擬授業の力量を高めること

を目的とし、以下に示したいずれかのグレードに合格することが必要となります（ 低ラ

インが A。そして B から C へとレベルが上がる）。ただしスクーリング期間中は、レッス

ンを行う時間が十分に保障されているわけではありません。このことをしっかり認識して

ください。スクーリングに入るまでにどのくらい事前練習してきたかを、教員が確認しア

ドヴァイスすることが、主な学習内容となります。つまり、自分で事前の準備（練習）を

していない場合は、 低合格ライン（グレード A）に達することは難しく、十分な成果も

望めません。|また，弾き歌いにおける歌唱力を高めることも目的としています。併せて、

よりよい弾き歌いをめざして、表現上の留意点などについてアドヴァイスします。|||◇音楽

専門のピアノグレードについて|グレードは A・B・C の 3 段階に設定しています。各自適

切なグレードを選択し、設定された課題曲をスクーリング前に十分練習しておくこと。||グ

レードごとの課題曲は次の通りです。課題 1（ピアノ演奏）も課題 2（弾き歌い。前奏を

つけ、弾きながら同時に歌うこと）も両方必ずすること。|課題 2 にあたっては、「音楽概

論Ⅰ／初等教育内容音楽」のテキストを使用すること。||＜グレード A＞|〇課題 1・・・な

し|〇課題 2・・・|1 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『うみ』『日のまる』『かたつむり』

『ひらいたひらいた』|2 年生共通教材より各自 1 曲選ぶ 『かくれんぼ』『虫の声』『春が

きた』『夕やけこやけ』|以上、1 年生から 1 曲、2 年生から 1 曲、合計 2 曲選んで練習し

ておく（『日のまる』・『夕やけこやけ』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード B＞|〇課題 1・・・

バイエルピアノ教則本（各自で用意）標準版 52 番、62 番、73 番から 1 曲選んで練習し

ておく|〇課題 2・・・3 年生共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく 『うさぎ』『茶つ

み』『春の小川』『ふじ山』|       （『春の小川』は簡易伴奏譜も可）||＜グレード

C＞|〇課題 1・・・ソナチネ、ソナタの任意の曲第 1 楽章 ※楽譜は各自で用意|〇課題 2・・・

上記 1～3 年生の共通教材より各自 1 曲選んで練習しておく（簡易伴奏不可）||◎『こども

のバイエル』を使用される場合、曲番号が標準版バイエルと異なる場合があります。その

場合には、原書番号が記載されていますので、確認してください。||●３日間で音楽理論・

音楽教育法・音楽専門を行います。|●日程と講義時間は『スクーリングのしおり』を参照

してください。| 
  



■授業の目的・ねらい 

上記の授業概要を習得することにより，小学校学習指導要領に従って小学校音楽科授業を

創造できる力量を備える。 

 

■到達目標 

学習指導要領に基づいて、「教科の指導法」と「教科専門」の力量を融合させ，

小学校音楽科授業を創造できるようになることが到達目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 音楽理論、音楽教育法、音楽専門の授業内で、各分野全てにおい

て試験を行い総合評価とする。|音楽専門については、先に示した

グレード表に従って試験をする（いずれかのグレードに合格する

こと）。各分野の受験資格は、３日間の全講義に出席しているこ

とを前提とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S52330100A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20251 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20252 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20253 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201E （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20254 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330201F （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20255 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330202A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330202B （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20261 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330202C （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20262 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330202D （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S20263 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330300A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～３日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52330530A （認定科目名：図工科教育法/初等図画工作教育法） 

授業科目 初等図画工作教育法 単位 2 

担当者 波多野 達二 シラバスグループ S53010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

図画工作科指導に必要とされる知識と技能 

 

■授業の概要 

 表現及び鑑賞の活動を通して、子ども達が、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社

会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を高めることができる図画工作科指導や評

価のあり方、および小学校学習指導要領に示されている目標や内容に沿った授業のあり方

についての講義・実技を行う。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 履修に際しては、「体験から学ぶ」ことを大切にする。本講義・実技は、履修者本人が表

現・鑑賞活動の楽しさを充分味わいつつ、子どもの多様な個性的表現活動を支援し得るよ

うに、子どもがどのように形や色をとらえ、イメージをもち考えたり構成したり試行錯誤

しているのか理解すると共に、材料や用具を使ったり生かしたりするための基礎的・基本

的事項を充分身につけ、指導者としての資質・能力を養うことが目的である。| 
 

■到達目標 

 本講義・実技の学習内容の要点は、小学校教員として図画工作科を指導する

上で必要とされる子どもの発達段階を考慮した造形美術表現の基本的な態度と

知識・技能を習得することである。履修者本人が、造形的な見方・考え方を働か

せ、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わり、子どもの多様な個性的表現

活動を支援し得るように、教材・教具のもつ基礎的・基本的事項を身につける

とともに、指導者としての資質・能力を養うことが目標である。| 試験につい

ては、１日目～４日目午前・前半（試験前まで）の講義、実技すべての内容を出

題範囲とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  試験については、１日目～4 日目午前・前半（試験前まで）の

講義、実技すべての内容を出題範囲とする。（プリント・ノート類

の持ち込み・参照、一切不可）。100 点満点で 60 点以上を合格と

する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50  実技の作品や制作態度等を評価し、100 点満点で 60 点以上を

合格とする。 



授業コード S52340201A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S52340202A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S52340300A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード S52340510A （認定科目名：体育科教育法/初等体育教育法） 

授業科目 初等体育教育法 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ S51010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

小学校体育科における指導理論と実践 

 

■授業の概要 

小学校体育授業で学習する基本的・基礎的学習内容（体つくり運動，器械運動，陸上運動，

水泳運動，ボール運動，表現運動，保健）を理解することで教師として自己成長するため

の方法を探求する。学習指導案作成の留意点や体育科評価の視点について学び，指導のポ

イントを習得する。 
  

■授業の目的・ねらい 

小学校体育科の特質と目標，内容と指導方法についての知識や技能を習得する。 

 

■到達目標 

体育科の目標・内容を理解し学習指導案を作成することができる。体育授業を

行う上での留意事項を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード 
S54590200A （認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育

相談/保育相談支援） 

授業科目 幼児理解及び保育相談 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

保育における相談支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育相談支援について理解する。保育相談支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の

重視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源

の活用と関係機関との連携等の理解を深める。保育相談支援の実践に関する技術を学習

し、グループワークにおける事例検討を通じて保育相談支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（1）保育相談支援の意義と原則につい

て理解する。|（2）保護者支援の基本を理解する。|（3）保育相談支援の実際を学び、内容

や方法を理解する。|（4）保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解

する。 
 

■到達目標 

保育相談支援の意義と原則について、保護者支援の基本について理解できる。

また、保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福

祉施設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S54600200A （認定科目名：保育の内容と方法/保育の内容及び方法） 

授業科目 保育の内容及び方法 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼稚園教育の真諦 

 

■授業の概要 

幼稚園教育における指導の意味や方法について考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

幼稚園教育要領の理解のために倉橋惣三の保育を学ぶ。 

 

■到達目標 

保育者として、保育方法と保育内容を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
S55010100A （認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容の理論

と方法「人間関係」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「人間関係」 単位 2 

担当者 佐藤 和順 シラバスグループ S10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼児の人間関係の基本的構造を理解し、その構築を援助する力を身に付ける。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領に示された領域「人間関係」のねらい及び内容について、幼児の姿と保育

の実践を関連させて理解を深める。また、幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い

学びを実現する保育を具体的に構想し、実践する方法を身に付ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の発達にふさわしい主体的・対話的で深い学びを実現する保育を具体的に構想し、実

践する方法を身に付ける。 

 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「人間関係」のねらい・内容及びその位置づけを理解

できる。|２．幼児の発達や学びの過程を理解し、幼児が経験し身に付けていく

内容と指導上の留意点を理解する。|３．領域「人間関係」の特性及び幼児の体

験との関連を考慮した教材研究や環境の重要性を理解し、保育構想に活用する

ことができる。|４．指導案の構造を理解し、具体的な保育を想定した指導案を

作成及び評価することができる。|５．領域「人間関係」に係る現代的課題や保

育実践の動向を知り、保育構想の向上に取り組むことができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内試験 20 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S55020100A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード 
S55020300A （認定科目名：保育内容研究言葉１(言語)/保育内容の理

論と方法「言葉」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「言葉」 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

児童文化を学ぶ ～カード創り、,パネルシアター、音楽あそび、積み木遊び～ 

 

■授業の概要 

1.カード創り|・しかけの紹介|・カードを創る|2.パネルシアター|・パネルシアターの紹介|・

パネルシアターを使っての模擬保育|3.音楽あそび|・保育の中の音楽|・音楽あそびを楽しむ

|4.積み木遊び|・カプラとは何か|・カプラで遊ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

幼児の言葉を育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を学ぶ。 

 

■到達目標 

各文化財の保育における活用方法を習得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード S55110200A （認定科目名：保育内容の理解と方法１） 

授業科目 保育内容の理解と方法１ 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ W20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

幼児の心身の発達と身体表現・音楽表現に関する技術と知識を学ぶ。 

 

■授業の概要 

幼児の心身の発達と身体表現・音楽表現に関する知識や技術を学ぶ。具体的には、身体表

現において、見立て、ごっこあそび、劇あそびにみる子どもの経験ができる保育環境づく

り、音楽表現においては、身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽に親しむ経験がで

きる保育環境づくりを学ぶ。それらの経験に基づく表現活動と、音楽表現を結びつけるあ

そびに展開するために、習得した知識や技術を通して、模擬保育をすることで省察を深め

ていくことを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

将来の保育者としての身体表現や音楽表現の基礎知識を学習する。 

 

■到達目標 

保育者としての身体表現、音楽表現の基礎的知識を習得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S55120200A （認定科目名：保育内容の理解と方法２） 

授業科目 保育内容の理解と方法２ 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ W20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

幼児の心身の発達と児童文化に関する知識と技術を学ぶ。 

 

■授業の概要 

幼児の心身の発達と児童文化財に関する知識と技術を学ぶ。具体的には、児童文化財とし

て、子どもの心身の発達と絵本、紙芝居、素話、ペープサート、エプロンシアター、パネ

ルシアターなどに関する知識とと技術を学ぶ。それらの経験に基づく児童文化財を結びつ

けるあそびに展開するために、習得した知識や技術を通して、模擬保育をすることで省察

を深めていくことを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育者としての児童文化財の基礎知識を学習する。 

 

■到達目標 

保育者としての児童文化財の基礎知識を学習すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S55630201A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20420 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S55630202A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20430 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S55630300A （認定科目名：代数学演習） 

授業科目 代数学演習 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S30290 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

整数論入門 

 

■授業の概要 

「整数論」の基礎を学習します．整数に関する基礎知識の習得は算数/数学教育において

も重要ですが，代数学の発展的な概念を学ぶ上でも欠かせません．数とその四則演算の振

り返りからはじめて，整数に関するいくつかの話題を議論していきます．「割り算とその余

り」という既知の概念を再訪/熟考し，「整数の合同」という概念へと発展させます．多く

の具体例を援用しながら，代数学の奥深さを味わうことを目的とします． 
  

■授業の目的・ねらい 

「具体化」と「抽象化」を行き来する過程で，数学的思考力を高めることを目標とします．

「数とは何か」，「演算とは何か」からはじめて，これまで学んできた算数/数学を改めて見

つめ直す機会を提供したいと思います．数学教員として，今後，より高級な数学を学ぶ/研

究していくためのはじめの一歩となればと考えています．||成績は，講義資料に沿った内容

から出題する筆記試験（60 分，講義資料参照可）にて評価します． 
 

■到達目標 

・ 数の体系について理解できる．|・ 割り算とその余りを使った整数の分類や

構築について理解できる．|・ 合同式を理解し，それを様々な問題に具体的に運

用できる．|・ RSA 暗号システムが説明でき，暗号化，復号化ができる． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード S55680201A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 内田 吉昭 シラバスグループ S20440 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

一筆書きの図形のように点と線からできている図形をグラフといいます。一筆書きの問

題・あみだ籤の問題、地図の色塗りなどを通してグラフの性質を学んでいきます。数学の

知識はあまり必要ありませんが、理論的な考え方は必要なので講義の中で考え方の練習を

行います。興味のある方は京都の路線バスの路線図で同じ路線を通らずにどれだけ長く移

動できるかを考えてください。少中高校の数学教員をする場合の，授業の参考になるよう

にオムニバス形式で行います．各々の話題については，必要に応じて深く各自で勉強して

ください． 
 

■授業の概要 

配布文書で授業を行います．一筆書きなどの図形を用いる授業なので黒板にプロジェクタ

ーで投影しながら行います． 

  

■授業の目的・ねらい 

小中高校の数学教員また数学の教養として知っておいてほしい数学の内容を講義します．

小中高校の教科書の拡張の内容になります．数学は計算だけでなく図形を書いたり 2 色で

色を塗る事も重要なことを認識することを目的とします． 
 

■到達目標 

教育に携わる者または数学に興味がある人にとって必要な知識を会得する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート提出・授業態度等を加味することがあります． 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S55680202A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 内田 吉昭 シラバスグループ S20450 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

一筆書きの図形のように点と線からできている図形をグラフといいます。一筆書きの問

題・あみだ籤の問題、地図の色塗りなどを通してグラフの性質を学んでいきます。数学の

知識はあまり必要ありませんが、理論的な考え方は必要なので講義の中で考え方の練習を

行います。興味のある方は京都の路線バスの路線図で同じ路線を通らずにどれだけ長く移

動できるかを考えてください。少中高校の数学教員をする場合の，授業の参考になるよう

にオムニバス形式で行います．各々の話題については，必要に応じて深く各自で勉強して

ください． 
 

■授業の概要 

配布文書で授業を行います．一筆書きなどの図形を用いる授業なので黒板にプロジェクタ

ーで投影しながら行います． 

  

■授業の目的・ねらい 

小中高校の数学教員また数学の教養として知っておいてほしい数学の内容を講義します．

小中高校の教科書の拡張の内容になります．数学は計算だけでなく図形を書いたり 2 色で

色を塗る事も重要なことを認識することを目的とします． 
 

■到達目標 

教育に携わる者または数学に興味がある人にとって必要な知識を会得する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート提出・授業態度等を加味することがあります． 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S55680300A （認定科目名：幾何学演習） 

授業科目 幾何学演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S30300 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

集合と写像、ユークリッド空間内の図形 

 

■授業の概要 

高校までの数学にある「平面」「空間」とは 2 次元及び 3 次元のユークリッド空間である。

その一般化としてのユークリッド空間とユークリッド距離について説明する。また、「図

形」とはユークリッド空間の部分集合であるので、集合間の写像を用いて「同値関係」を

つくり、図形の「合同」「相似」を再考する。論理記号と距離を用いた写像の連続性の定義

をすると、もう一つの図形の同値関係「位相同型」を考察することができる。 
  

■授業の目的・ねらい 

集合・写像・同値関係・距離などについて概念を知り、説明・解説と証明は同じではない

ことを理解することがねらいである。証明方法はひととおりではないので、できるだけ多

くの演習問題にあたり、論理的に正しいかを判断できるようになることが目標である。 
 

■到達目標 

集合・写像・同値関係・距離などについて概念を知り、説明・解説と証明は同じ

ではないことを理解することがねらいである。証明方法はひととおりではない

ので、できるだけ多くの演習問題にあたり、論理的に正しいかを判断できるよ

うになることが目標である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S55730201A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S20460 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S55730202A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S20470 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S55730300A （認定科目名：解析学演習） 

授業科目 解析学演習 単位 2 

担当者 小坂 篤志 シラバスグループ S30310 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

2 変数関数の微分積分 

 

■授業の概要 

2 変数関数の微分積分をテーマとして講義を行う。特に、「偏導関数の定義・計算」「2 変

数関数のグラフの幾何学的性質」「2 重積分の定義とその計算」「2 重積分を用いた体積の

計算」「ガウス積分」に焦点を当て、その理解に必要な各種概念も併せて学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では 2 変数関数の微分・積分の基礎を学ぶことを目的とし、 終的には曲面の接平

面や図形の求積が行えるようになることを目的とする。それにより、様々な自然・社会現

象を取り扱うためのより高度な数学的手法を体得することが本講義のねらいである。 
 

■到達目標 

1 変数関数の微積分の知識をもとにして、2 変数関数の微積分の取り扱いを学

ぶ。特に、偏導関数の計算、接平面の計算、累次積分を用いた 2 重積分の計算

とその応用における具体的な計算力を身に着けることを第一の目標とする。加

えて、2 変数関数の数学的な諸概念を理解することに努める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 終日に試験を行う 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 毎日の講義終了時にリポート課題がある。翌日に提出すること。 

･その他 0  



授業コード S55750100A （認定科目名：子育て支援） 

授業科目 子育て支援 単位 1 

担当者 小田 美也子 シラバスグループ W10130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育における子育て支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

子育て支援について理解する。子育て支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の重

視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源の

活用と関係機関との連携等の理解を深める。|子育て支援の実践に関する技術を学習し、グ

ループワークにおける事例検討を通じて子育て支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の４つの視点における習慣と達成を重視する。|(１)子育て支援の意義と原則について理

解する。|(２)保護者支援の基本を理解する。|(３)子育て支援の実際を学び、内容や方法を

理解する。|(４)保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 
 

■到達目標 

子育て支援の意義と原則について、子育て支援の基本について理解できる。ま

た、子育て支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福祉施

設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S55780201A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S20480 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S55780202A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S20490 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S55780300A （認定科目名：確率論演習） 

授業科目 確率論演習 単位 2 

担当者 小林 雅子 シラバスグループ S30320 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

確率論の数学的な基礎用語と統計学の基本概念 

 

■授業の概要 

離散的確率と連続的確率について、数学的な考え方と計算方法の基礎を学ぶ。実際に多く

の演習問題を計算することによって理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

確率についての数学的な物の見方や考え方を養うと同時に、基本的な統計モデル及び各種

統計手法の基礎知識の習得を目的とする。確率と統計の基本的な概念を正しく理解して数

値計算を行い、その数値の読み取りができるようになることがねらいである。 
 

■到達目標 

確率の基本概念について計算ができる。また、その計算結果の数値について吟

味し、確率論的な意味を述べることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 到達目標の項目等についての到達度をみる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 演習問題に積極的に取り組んでいるかを見る。 

･その他 0  



授業コード S55820201A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20500 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55820201B （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20501 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55820202A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20510 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55820450A （認定科目名：プログラミング１） 

授業科目 プログラミング１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータプログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を用いて、数学的事象の解明やシミュレーシ

ョンを行う。アルゴリズムやプログラムの文法を理解すると同時に、実際に問題を解きな

がら、プログラミング能力の向上を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は IS 履修の S 履修にあたる科目である。したがって、I 履修の内容を進めた、さら

なるプログラムにおける文法やアルゴリズムを修得する事が目的である。実際的には、C

言語の配列と関数を取り上げて学習する。配列と関数は多くのプログラミング言語におい

ても共通の概念であり、C 言語だけに限らず、プログラミングにおいては重要なので、十

分に理解して欲しい。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、I 履修を通じて学習してきた、プログラ

ミングの規則、順次処理、分岐処理、反復処理に加え、スクーリングで扱う、1

元配列と 2 元配列、関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55830201A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20520 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できることが目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得することである。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復

処理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55830201B （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20521 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できることが目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得することである。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復

処理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングが

できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55830202A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20530 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できる事が目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復処

理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングがで

きるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55830450A （認定科目名：プログラミング２） 

授業科目 プログラミング２ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

オブジェクト指向型プログラミングの思考法の習得 

 

■授業の概要 

コンピュータプログラミングの手法と考え方を学習する。本科目プログラミング 2 につい

ては、プログラミング 1 とは異なり、オブジェクト指向型プログラミング言語を取り上げ、

文の構造やアルゴリズムを学ぶ。機能型のプログラミング言語と異なる部分を実感すると

同時に、近年のプログラミング言語の特徴を感じていただきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目で使用する言語は JavaScript である。この言語はブラウザ上で動作するため、事前

学習として、I 履修ではタグやスタイルシートを学習したが、JavaScript はタグやスタイル

シートの規則を取り入れているため、I 履修で学習した知識は必須である事を心にとめて

おいてほしい。本講義で JavaScript を一から学習するが、多くはプログラミング 1 で学習

する知識をそのまま使えるので、それほど苦労はないと思う。JavaScript プログラミング

の基礎を習得し、基本的なプログラムを作成できる事が目的である。 
 

■到達目標 

初等教育や中等教育においてプログラミング教育が重要視されている現在、本

講義を受講される方々の役割は決して小さくないだろう。これをふまえ、本講

義の受講生の方が目指す 低限の目標は、プログラミングに関する正しい知識

と考え方を習得する事である。つまり、その規則、順次処理、分岐処理、反復処

理に加え、配列や関数に関する知識を習得して、基本的なプログラミングがで

きるようになる事である。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55840201A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20540 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになるこ

とが第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知

識をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになって

ほしい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55840201B （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20541 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになるこ

とが第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知

識をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになって

ほしい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55840202A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S20550 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになる事

が第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知識

をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになってほ

しい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード S55840450A （認定科目名：データ解析演習） 

授業科目 データ解析演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ S45160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

コンピュータを用いた数値データの統計学的解析 

 

■授業の概要 

本科目では、数値情報を整理、分析するための統計学的理論を学習するとともに、コンピ

ュータを用いた演習を行うことによって、数値データの統計学的処理と、統計学的知見を

見出す手法を学習する。統計学の理論をベースに Excel を用いた数値処理を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、第一に統計学の基礎的理論を身につけること、そして、実際にその理論

を基にデータ処理ができるようになる事である。Excel を用いるので、I 履修の部分では

Excel の使い方について講義しているが、統計学的処理を Excel で行うための必要なスキル

であるので、忘れないでスクーリングに臨んでほしい。 
 

■到達目標 

統計学の基本理論を理解して、Excel を用いてデータ処理をできるようになる事

が第一の目的である。主に、推測統計の分野がメインとなるが、これらの知識

をきちんと習得して、それに応じたコンピュータ処理ができるようになってほ

しい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
S56011100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011200A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011300A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011411A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011412A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 生田 義久 シラバスグループ S41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。|大学での「知」と教育現場での「実践」を論理的に往還しながら、

自己の学びを整理する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。||①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011440A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011S10A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS1010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011S20A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ SS2030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56011S40A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012201A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012202A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。| ・明確になった課題に基づき、今後の学習

の見通しを立てることができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012301A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012302A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012451A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56012452A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭）（後半） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140100A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S10180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140201A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20340 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140202A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20350 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140300A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S30190 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140410A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S41040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得| 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学修した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。 
 

■到達目標 

保育者としての資質や能力を知るとともに、自身に不足している点等を認識で

きる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 到達目標の内容に対する到達度をはかり、評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140440A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S44030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140451A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56140452A （認定科目名：教育実習研究（幼）/教育実習指導（幼）） 

授業科目 教育実習指導（幼） 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

「充実した幼稚園実習のために」|教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学

んできたことの実践を図り、その事実を考察するところに意義がある。 

 

■授業の概要 

・幼稚園教育実習の意義|・教育実習の内容、方法|・幼児教育に関する留意事項|・教育実習

の心得 

  

■授業の目的・ねらい 

保育の実際を経験する中で、幼稚園の活動と園児の生活の実際を具体的に理解し、幼稚園

の意義及び保育者の責任を体得できるようにする。|大学で学習した知識や技能を総合的に

応用し、保育の本質的精神と保育技術を習得するとともに、保育者としての資質、能力、

使命感を身につける。| 
 

■到達目標 

保育者としての第一歩を歩みだすものとして、資質、能力を備えられたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240100A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240201A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240202A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240300A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240410A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240440A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240451A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240452A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240S20A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS2010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240S30A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS3010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56240S40A （認定科目名：教育実習研究（小）/教育実習指導（小）） 

授業科目 教育実習指導（小） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ SS4020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56340452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420100A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱・重複障害が就学対

象となる特別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童と

の関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学

習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに

教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、

教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）

と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあ

たる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 学習指導案作成において必要となる観点や留意

事項等の基本的事項を理解する。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420201A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20380 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420202A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S20390 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420300A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420410A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S41060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420440A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S44050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420451A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
S56420452A （認定科目名：教育実習研究（特支）/教育実習指導（特

支）） 

授業科目 教育実習指導（特支） 単位 1 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S45120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために特別支援学校における教育実習に必要な基本的事項を学ぶ。 

 

■授業の概要 

教育実習は自身の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。知的障害・肢体不自由・病弱が就学対象となる特

別支援学校における教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、児童生徒との関係

性・授業（学習指導）の在り方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授業（学習指導）

については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察ならびに教材研究・

学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を行い、教育実践力

を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S 履修）と、省察

のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

①教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。|②特別支

援学校の教育実習で行われる実習の仕組みや業務について理解する。|③学習指導案作成の

基本を理解する。 |④教育実習で得られた成果や課題を的確に確認する。| 
 

■到達目標 

① 特別支援学校の教育実習にむけて、準備すべき事項（実習の仕組みや

業務）について理解する。|② 教育課程（指導の形態等）、授業づくり（学習指

導案作成含む）において必要となる観点や留意事項等の基本的事項を理解する。 

| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56730100A （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2 

担当者 松村 京子 シラバスグループ S10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害児の心理学的特性と支援方法について理解を深める。 

 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。特に、知的障

害児の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達の数概念、記憶について学ぶ。

さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解する。特に、知的障害児

の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達、知的障害児への支援の概要につい

て理解することを目標とする。 
 

■到達目標 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解し、支援の概

要についても理解できたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56730300A （認定科目名：知的障害児の心理） 

授業科目 知的障害児の心理 単位 2 

担当者 松村 京子 シラバスグループ S30230 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害児の心理学的特性と支援方法について理解を深める。 

 

■授業の概要 

知的障害児の心理・行動特性について、定型発達を基盤として、学習する。特に、知的障

害児の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達の数概念、記憶について学ぶ。

さらに、知的障害児への支援の概要を理解する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解する。特に、知的障害児

の診断、知的障害児の行動特性、言語発達、認知発達、知的障害児への支援の概要につい

て理解することを目標とする。 
 

■到達目標 

知的障害児の心理・行動特性について定型発達を基盤として理解し、支援の概

要についても理解できたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56780100A （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害のある人の教育とくらし 

 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの多様な教育の場における教育

のあり方について学習する。具体的には知的障害教育の教育課程や教育方法、教員の役割

やかかわり方、問題行動の理解と支援、インクルーシブ教育などについて学ぶ。また、近

年施行された障害者差別解消法にかかわって、知的障害のある生徒の就労支援や生活をめ

ぐる社会的課題、国際的動向などについても検討する予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害教育の基本的知識の習得、およびそうした知識が教育実践のなかでいかに援用可

能であるかを十分にイメージできることがこの授業の目的です。 

 

■到達目標 

学んだことを通して具体的な教育のあり方を各自で模索できるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S56780300A （認定科目名：知的障害教育Ⅱ） 

授業科目 知的障害教育Ⅱ 単位 2 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S30240 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

知的障害のある人の教育とくらし 

 

■授業の概要 

昨今の特別支援教育の潮流を鑑み、知的障害のある子どもの多様な教育の場における教育

のあり方について学習する。具体的には知的障害教育の教育課程や教育方法、教員の役割

やかかわり方、問題行動の理解と支援、インクルーシブ教育などについて学ぶ。また、近

年施行された障害者差別解消法にかかわって、知的障害のある生徒の就労支援や生活をめ

ぐる社会的課題、また国際的動向などについても検討する予定である。 
  

■授業の目的・ねらい 

知的障害教育の基本的知識の習得、およびそうした知識が教育実践のなかでいかに援用可

能であるかを十分にイメージできることがこの授業の目的です。 

 

■到達目標 

学んだことを通して具体的な教育のあり方を各自で模索できるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S56790100A （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

肢体不自由児教育における指導方法の基礎基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、

各教科の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や

配慮事項及び指導法及び基礎基本について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 肢体不自由児が就学する特別支援学校等の教育課程を理解する。|② 肢 体

不自由児に対する各教科等の指導の工夫や配慮事項を理解する。|③ 肢体不自由児に

対する自立活動における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢

体不自由児に対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び

指導法の基礎基本を理解する。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56790300A （認定科目名：肢体不自由児の指導法） 

授業科目 肢体不自由児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30250 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

肢体不自由児教育における指導方法の基礎基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程及び肢体不自由の障害特性が、

各教科の学習に及ぼす影響について理解し、各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や

配慮事項及び指導法及び基礎基本について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 肢体不自由児が就学する特別支援学校等の教育課程を理解する。|② 肢 体

不自由児に対する各教科等の指導の工夫や配慮事項を理解する。|③ 肢体不自由児に

対する自立活動における指導法の基礎基本を理解する。| 
 

■到達目標 

①肢体不自由児が就学対象となる特別支援学校等の教育課程を理解する。|②肢

体不自由児に対する各教科・自立活動等の指導を行う際の工夫や配慮事項及び

指導法の基礎基本を理解する。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56810100A （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2 

担当者 藤井 則之 シラバスグループ S10250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

視覚障害児の指導法 

 

■授業の概要 

視覚に障害のある児童生徒は、「見えにくい」または「見えない」という状態にある|いわ

ゆる弱視、盲といわれる児童生徒へ指導・支援を行う上で留意すべき基本的事項について

解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

視覚障害の生理・病理的および心理的特性を理解し、その障害特性を配慮した指導法につ

いて基本的な理解を図ることを目的とする。 

 

■到達目標 

視覚障害の特性を配慮した指導法の基礎基本を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験を 終時間で行い、講義の理解度を測る。時間は５０

分。７０点満点。講義を受けた範疇で解答すること。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリングの全講義に出席していること。 



授業コード S56810300A （認定科目名：視覚障害教育総論） 

授業科目 視覚障害教育総論 単位 2 

担当者 藤井 則之 シラバスグループ S30260 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

視覚障害児の指導法 

 

■授業の概要 

視覚に障害のある児童生徒は、「見えにくい」または「見えない」という状態にある| い

わゆる弱視、盲といわれる児童生徒へ指導・支援を行う上で留意すべき基本的事項につい

て解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

視覚障害の生理・病理的および心理的特性を理解し、その障害特性を配慮した指導法につ

いて基本的な理解を図ることを目的とする。 

 

■到達目標 

視覚障害の特性を配慮した指導法の基礎基本を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 試験を 終時間で行い、講義の理解度を測る。時間は５０

分。７０点満点。講義を受けた範疇で解答すること。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 スクーリングの全講義に出席していること。 



授業コード S56820100A （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2 

担当者 菅原 伸康 シラバスグループ S10260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

聴覚障害の心理学的理解と支援方法について理解を深める 

 

■授業の概要 

 聴覚障害児に関する心理学的情報を提示し、聴覚障害児の心理的理解を促し、聴覚障害

児に対する係わり合い方を学ぶ| 

  

■授業の目的・ねらい 

 障害の概念や指導法、配慮点等について理解し、実際に具体的にかかわる際に役立つ実

践的知|識として学習することを目標とする。|| 

 

■到達目標 

聴覚障害児の心理特性を理解し、聴覚障害児に対する支援方法や指導方法につ

いて学ぶことができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56820300A （認定科目名：聴覚障害教育総論） 

授業科目 聴覚障害教育総論 単位 2 

担当者 菅原 伸康 シラバスグループ S30270 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

聴覚障害の心理学的理解と支援方法について理解を深める 

 

■授業の概要 

 聴覚障害児に関する心理学的情報を提示し、聴覚障害児の心理的理解を促し、聴覚障害

児に対する係わり合い方を学ぶ| 

  

■授業の目的・ねらい 

 障害の概念や指導法、配慮点等について理解し、実際に具体的にかかわる際に役立つ実

践的知|識として学習することを目標とする。|| 

 

■到達目標 

聴覚障害児の心理特性を理解し、聴覚障害児に対する支援方法や指導方法につ

いて学ぶことができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56830100A （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S10270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

重複障害教育及び軽度発達障害教育における指導方法の基礎・基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法

の基礎・基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。

|| 
  

■授業の目的・ねらい 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就

学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教

科・自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用で

きる「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児

に対する各教科等における指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重 複

障害児や軽度発達障害児が就学する学校等の教育課程について理解する。|③

 重複障害児や軽度発達障害児に対する各教科等・自立活動等における

指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S56830300A （認定科目名：重複障害・軽度発達障害児の指導法） 

授業科目 重複障害・軽度発達障害児の指導法 単位 2 

担当者 澤田 均 シラバスグループ S30280 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

重複障害教育及び軽度発達障害教育における指導方法の基礎・基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

重複障害児や軽度発達障害児の学び場と教育課程及び指導の実際から、それぞれの障害を

有する子どもに対する教育の現状と課題を理解し、双方の特別支援教育における指導方法

の基礎・基本を学ぶ。あわせて、重複障害と軽度発達障害の基礎的概念についても学ぶ。

|| 
  

■授業の目的・ねらい 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重複障害児が就

学する特別支援学校等の教育課程について理解する。|③ 重複障害児に対する各教

科・自立活動等における指導法の基礎・基本を理解する。|④ 軽度発達障害児が活用で

きる「通級による指導」の制度と教育課程について理解する。|⑤ 軽度発達障害児

に対する各教科等における指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■到達目標 

① 重複障害や軽度発達障害の基礎的概念を理解する。|② 重 複

障害児や軽度発達障害児が就学する学校等の教育課程について理解する。|③

 重複障害児や軽度発達障害児に対する各教科等・自立活動等における

指導法の基礎・基本を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S57161200A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 渡辺 真希子 シラバスグループ S20570 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

資料に基づく情報提供サービスの実際 

 

■授業の概要 

情報化社会における情報提供サービスの基本的考え方を概説し、資料に基づく情報提供の

実際を講義と演習を交えて行う。前半は利用者の情報探索行動と情報提供の特性について

説明する。中盤から後半はインターネット資源と各種レファレンスツールの検索法及び使

い方を演習を中心に行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

図書館における情報サービスの理論に基づいて、レファレンスサービスに必要な情報検索

の知識と技術を習得すること。 

 

■到達目標 

・ 図書館が所蔵する基本的レファレンスツールを理解する|・ インターネッ

ト資源における特性を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード S57161300A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S30330 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

レファレンスの内容・方法を理解し、必要な情報源の利用法を習得する。また、レファレ

ンス質問を想定した課題演習を行うことで、レファレンスライブラリアンとしての実践的

な技能力を育てる。 
 

■授業の概要 

１．レファレンスサービスについて  |２．様々な情報源の調べ方|  １）情

報の流通と情報検索|  ２）分野別情報の探し方|     (1)図書情報の調べ方|  

(2)雑誌および雑誌記事の調べ方|        (3)新聞記事の調べ方 |        (4)事物事象の調

べ方|        (5)歴史・日時の調べ方 |        (6)地理・地名の調べ方 |  ３）佛教大図書

館レファレンスコレクションの評価|３．情報検索の基礎|４．電子ジャーナル |５．電子化

情報の取り扱い|    ・引用と参考文献の書き方|      ・著作権との関係|６．発信型情報

サービス |      ・パスファインダーについて|      ・パスファインダーの作成|| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）問題解決プロセスの流れを通して、情報検索スキルを養う。|２）レファレンスコレク

ションにおける印刷メディア、ネットワーク系メディアを駆使して情報の検索、選択、評

価を行い、課題事例に対して回答ができるようになる。|３）レファレンスインタビューの

事例を体験しながら、利用者とのコミュニケーションを確立できるようになる。|| 
 

■到達目標 

１）レファレンスサービスの基本を学び、特定テーマについて実践的な情報検

索を行いレポート作成ができる。|２）論理演算子、トランケーションを理解し、

特定テーマについて情報検索を行う際に、適切な検索式を作成することができ

る。|３）適切なデータベースを選択し、適切なプロセスで情報検索を行うこと

により、利用者の情報要求を満たすことができる。|４）情報サービス論、情報

サービス演習 II、図書館情報技術論をあわせて履修することにより、（一社）情

報科学技術協会主催「検索技術者検定 3 級」に合格できる実力を身に着ける。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 35 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10 図書館実習 レファレンスブックの利用 

･授業内試験 0  

･授業内課題 55 パスファインダーの作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S57162200A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S20580 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報検索・主題索引の基礎およびデータベースを利用した情報検索サービスの演習 

 

■授業の概要 

１．情報検索の基礎 |２．主題索引・シソーラス |３．分野別情報の探し方 |  (1)公的情報

（自治体・官公庁サイト）の情報検索 |  (2)人物についての情報検索|  (3)統計データの情

報検索|  (4)学術文献情報（雑誌論文・電子ジャーナル）の情報検索 |  (5)科学・医学分野

の情報検索 |  (6)企業についての情報検索|  (7)法令・判例の情報検索|４．情報の戦略的

活用|     ・引用分析・評価について|５．著作権・特許情報について|６．文献解題とは、

文献解題の作成| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）図書館司書として、利用者に対して行う情報検索サービスを演習を通して理解する。

|２）自身が情報検索を行う知識と技術を身につけ、特定テーマについて実践できるように

なる。|３）著作権をはじめとする知的財産権について理解し、情報化社会に対応できるグ

ローバルな情報センスを習得する。| 
 

■到達目標 

１）情報検索要求に対して、適切な情報源の選択、効率よい検索、適確な情報の

取得ができる。   |２）検索結果について情報交換しながら回答の評価がで

きる。|３）個々の質問事例に対して、テーマの設定から情報検索および評価ま

でのスキルを養う。|４）情報サービス論、情報サービス演習Ⅰ、図書館情報技

術論をあわせて履修することにより、（社）情報科学技術協会主催の検索技術者

検定 3 級（可能ならば 2 級まで）に相当する実践的な検索技術能力を養う。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60 文献解題作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S57162300A （認定科目名：情報サービス演習） 

授業科目 情報サービス演習 単位 2 

担当者 岡 紀子 シラバスグループ S30340 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報検索・主題索引の基礎およびデータベースを利用した情報検索サービスの演習 

 

■授業の概要 

１．情報検索の基礎 |２．主題索引・シソーラス |３．分野別情報の探し方 |  (1)公的情報

（自治体・官公庁サイト）の情報検索 |  (2)人物についての情報検索|  (3)統計データの情

報検索|  (4)学術文献情報（雑誌論文・電子ジャーナル）の情報検索 |  (5)科学・医学分野

の情報検索 |  (6)企業についての情報検索|  (7)法令・判例の情報検索|４．情報の戦略的

活用|     ・引用分析・評価について|５．著作権・特許情報について|６．文献解題とは、

文献解題の作成| 
  

■授業の目的・ねらい 

１）図書館司書として、利用者に対して行う情報検索サービスを演習を通して理解する。

|２）自身が情報検索を行う知識と技術を身につけ、特定テーマについて実践できるように

なる。|３）著作権をはじめとする知的財産権について理解し、情報化社会に対応できるグ

ローバルな情報センスを習得する。| 
 

■到達目標 

１）情報検索要求に対して、適切な情報源の選択、効率よい検索、適確な情報の

取得ができる。   |２）検索結果について情報交換しながら回答の評価がで

きる。|３）個々の質問事例に対して、テーマの設定から情報検索および評価ま

でのスキルを養う。|４）情報サービス論、情報サービス演習Ⅰ、図書館情報技

術論をあわせて履修することにより、（社）情報科学技術協会主催の検索技術者

検定 3 級（可能ならば 2 級まで）に相当する実践的な検索技術能力を養う。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60 文献解題作成・分野別情報検索の実習 

･その他 0  



授業コード S57191200A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 高畑 悦子 シラバスグループ S20590 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「情報資源組織論」で学んだ情報資源の組織化の実際を学ぶ。|『日本目録規則(NCR)1987

年版改訂 3 版』を使用して、記述対象や書誌単位、書誌事項を学び書誌データの作成を行

い、実践的能力を養成する。| 
 

■授業の概要 

多様な例題を用いて情報資源の書誌データ作成を行う。書誌記述は『日本目録規則 1987

年版改訂 3 版』を使用する。 

  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、演習を通して多様な情報資源の書誌的記録を作成

する。具体的には各種情報資源（資料）の書誌データの作成について実践的な能力を養う 

 

■到達目標 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、説明できる。|演習を通して多様な情報

資源の書誌的記録を作成することができることようになる。|書誌データの作成

について理解し実践的な能力を養うことで、情報資源の検索および利用の支援

ができる知識をもつ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 60  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S57191450A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 森 美由紀 シラバスグループ S45170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報資源組織演習(日本目録規則 1987 年版改訂 3 版に沿って目録を作成) 

 

■授業の概要 

本講義は、『日本目録規則(NCR)1987 年版改訂 3 版』を用いて、目録の書誌記述の方法に

ついて学ぶ。図書館現場での目録作成は、コンピュータによる目録作成が主流である。そ

のため、書誌ユーティリティ環境下、具体的には NACSIS-CAT の教育サーバーを活用した

目録作成の実際について、理解を深める。さらにカード目録との比較を行い、記述や標目

の基礎を学習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織論で学習した目録の意義を基礎に、書誌記述の方法、書誌コントロール、書

誌ユーティリティの利用等の演習を通して、目録作成の実践的能力・技術を修得すること

が目的である。具体的には、下記を到達目標とする。  |■到達目標 |（1）『日本目録規

則(NCR)1987 年版改訂 3 版』を活用して和図書の基本的な目録作成ができるよう技術を習

得する。 |（2）書誌ユーティリティ環境下で目録作成の流れを体感し、コンピュータ目

録のしくみや作成に関わる留意点などを説明することができる。 |（3）集合書誌単位と

単行書誌単位の記述の違いを把握し、説明することができる。 |（4）著者名典拠レコー

ドの必要性を理解し、その意義を説明することができる。 |■成績評価の基準 |成績評価

は、講義終了後に試験を実施(パソコンは使用しない)。授業で講義した内容がしっかり理

解できているかを確認する。また、講義への積極性も加味し、総合的に評価する。 
 

■到達目標 

（１）『日本目録規則 1987 年版改訂 3 版』に準拠し、基本的な和図書の書誌作

成ができる。|（２）書誌ユーティリティ環境下で、コンピュータで作成された

目録データの同定識別を、的確に判断することができる。|（３）著者名典拠レ

コードを作成し、理解することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 終日に試験を実施します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S57192200A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 高畑 悦子 シラバスグループ S20600 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「情報資源組織論」で学んだ情報資源の組織化の実際を学ぶ。|主題の組織化として分類法

と件名法を学ぶ。分類作業では、『日本十進分類法新訂 10 版』を使用して、主題からの検

索に対応すべく情報資源の主題分析及び分類記号付与の実際を演習する。件名標目の付与

は『基本件名標目表 第 4 版』を使用して、件名標目表の構造を理解し、件名標目の付与

を実際に演習する。 
 

■授業の概要 

多様な例題を用いて情報資源の主題組織化を行う。|分類作業では、『日本十進分類法新訂

10 版』を使用して、主題からの検索に対応すべく情報資源の主題分析及び分類記号付与の

実際を演習する。件名標目の付与は『基本件名標目表 第 4 版』を使用して、件名標目表

の構造を理解し、件名標目の付与を実際に演習する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、演習を通して多様な情報資源の書誌的記録を作成

する。具体的には『日本十進分類法新訂 10 版』を使用して、主題からの検索に対応すべ

く情報資源の主題分析及び分類記号付与、ならびに『基本件名標目表第 4 版』を使用した

件名標目付与を行い、実践的な能力を養う。 
 

■到達目標 

情報資源組織化の目的と意義を理解し、主題の組織化の方法について説明でき

る。|分類および件名作業の演習を通して多様な情報資源の主題目録を作成する

ことができるようになる。|作成方法について理解し実践的な能力を養うことで、

情報資源の検索および利用の支援ができる知識をもつ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 60  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード S57192450A （認定科目名：情報資源組織演習） 

授業科目 情報資源組織演習 単位 2 

担当者 森 美由紀 シラバスグループ S45180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

情報資源の主題分析および分類記号・件名付与の実際 

 

■授業の概要 

情報資源組織論で学習した分類の意義や目的を背景として、『日本十進分類法（NDC）』を

用いて情報資源の主題分析及び分類記号付与の実際を行う。また同じく、言葉による統制

語と『基本件名標目表（BSH）第 4 版』の基本構造について理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

情報資源組織論で学習した分類の意義を基礎に、書架分類と書誌分類への理解、分類付与

の実践的能力・技術を習得することが目的である。 

 

■到達目標 

(1)『日本十進分類法』の体系を理解し、各類の特徴について説明することがで

きる。|(2)『日本十進分類法』を活用して、基本的な分類記号が付与できる技術

を習得する。|(3)図書記号や別置記号について理解する。|(4)件名法の意義や基本

構造について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 終日に試験を実施します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S57320200A （認定科目名：学校図書館情報サービス論） 

授業科目 学校図書館情報サービス論 単位 2 

担当者 佐久間 朋子 シラバスグループ S20610 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

学校図書館における情報サービスの意義と各種情報源の特性 

 

■授業の概要 

学校図書館の情報サービスについて解説し、DVD 視聴とパソコンを使用しての演習や課題

を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

学校図書館における情報サービスの種類や各種情報源の特性の理解を図るとともに、児童

生徒に資料・情報を適切に提供できる能力の育成を図る。||成績評価|原則として、スクーリ

ングでの受講態度と、その他課題及び講義への意欲的な取り組み状況を踏まえ、総合的に

評価する。| 
 

■到達目標 

学校図書館における情報サービスの意義や種類について理解を深める。|参考図

書やデータベースなどの各種情報源の内容や使用法の知識を得る。|パソコンを

使っての演習や課題を通して、学校図書館における情報サービスに必要な技能

を得る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード S57320410A （認定科目名：学校図書館情報サービス論） 

授業科目 学校図書館情報サービス論 単位 2 

担当者 佐久間 朋子 シラバスグループ S41080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

学校図書館における情報サービスの意義と各種情報源の特性 

 

■授業の概要 

学校図書館の情報サービスについて解説し、DVD 視聴とパソコンを使用しての演習や課題

を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

学校図書館における情報サービスの種類や各種情報源の特性の理解を図るとともに、児童

生徒に資料・情報を適切に提供できる能力の育成を図る。||成績評価|原則として、スクーリ

ングでの受講態度と、その他課題及び講義への意欲的な取り組み状況を踏まえ、総合的に

評価する。| 
 

■到達目標 

学校図書館における情報サービスの意義や種類について理解を深める。|参考図

書やデータベースなどの各種情報源の内容や使用法の知識を得る。|パソコンを

使っての演習や課題を通して、学校図書館における情報サービスに必要な技能

を得る。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002  

･その他 0  



授業コード S57410200A （認定科目名：社会教育課題研究/社会教育課題研究１） 

授業科目 社会教育課題研究１ 単位 2 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S20560 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

我が国における生涯学習・社会教育のあり方と課題について考える 

 

■授業の概要 

Ⅰ.２１世紀のキーワード探しと社会教育としての展開 | ２１世紀に突入し、少子高齢

化が進む中で、生涯学習気運の高まりはとどまることがありません。そうした生涯学習社

会の到来を見据えた社会教育のあり方が問われているともいえるでしょう。 | スクーリ

ングの場は京都です。この京都の２１世紀のキーとなるような社会教育プログラムづくり

を通して、どこの地域にでも通用するような普遍性のある力を培いましょう。また、みん

なで課題を提供し合い、力を合わせて考える楽しさを実感しましょう。 | グループを編

成して、グループ毎に京都をテーマにした「社会教育講座」を構成してもらいます。その

発表と討議で盛りあがりましょう。京都に関する事前学習をしておくとさらに議論に深ま

りが出てくるのではないでしょうか。 |Ⅱ.地域社会の諸活動とコミュニケーションのか

たち | 地域社会に参加し相互共同的に、学ぶという、社会教育本来の個と共同体の関係

に注目しつつ、今日的な課題について考えてみましょう。現代社会における地域での情報

発信のさまざまな方法とその効果を、具体的事例から検討していきます。また、実際に発

信者が参加を促す情報としてのミニコミ誌づくりを通して、インターネットやパソコンの

効果的な使用法も体験しましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか、理解すること。 |２．生涯学習型社会の

礼賛が必ずしもその展開にとって良いものではないという意味が理解できること。 |３．

グループごとに討論し、そのなかから社会教育に対する理解が深められていること。 |４．

グループを編成し、その相互交流を通して社会教育に対する理解が深められていくのと同

時に多様な学習スタイルに関する理解が深められること。 
 

■到達目標 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか説明できる。 |２．生涯学習型

社会のどの点に問題があるのか説明できる。 |３．グループ内で社会教育の課

題について意見をまとめることができる。 |４．多様な学習スタイルについて

理解し、それらのメリット・デメリットを説明できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S57560200A （認定科目名：社会教育課題研究/社会教育課題研究１） 

授業科目 社会教育課題研究 単位 2 

担当者 浅田 瞳 シラバスグループ S20560 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

我が国における生涯学習・社会教育のあり方と課題について考える 

 

■授業の概要 

Ⅰ.２１世紀のキーワード探しと社会教育としての展開 | ２１世紀に突入し、少子高齢

化が進む中で、生涯学習気運の高まりはとどまることがありません。そうした生涯学習社

会の到来を見据えた社会教育のあり方が問われているともいえるでしょう。 | スクーリ

ングの場は京都です。この京都の２１世紀のキーとなるような社会教育プログラムづくり

を通して、どこの地域にでも通用するような普遍性のある力を培いましょう。また、みん

なで課題を提供し合い、力を合わせて考える楽しさを実感しましょう。 | グループを編

成して、グループ毎に京都をテーマにした「社会教育講座」を構成してもらいます。その

発表と討議で盛りあがりましょう。京都に関する事前学習をしておくとさらに議論に深ま

りが出てくるのではないでしょうか。 |Ⅱ.地域社会の諸活動とコミュニケーションのか

たち | 地域社会に参加し相互共同的に、学ぶという、社会教育本来の個と共同体の関係

に注目しつつ、今日的な課題について考えてみましょう。現代社会における地域での情報

発信のさまざまな方法とその効果を、具体的事例から検討していきます。また、実際に発

信者が参加を促す情報としてのミニコミ誌づくりを通して、インターネットやパソコンの

効果的な使用法も体験しましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか、理解すること。 |２．生涯学習型社会の

礼賛が必ずしもその展開にとって良いものではないという意味が理解できること。 |３．

グループごとに討論し、そのなかから社会教育に対する理解が深められていること。 |４．

グループを編成し、その相互交流を通して社会教育に対する理解が深められていくのと同

時に多様な学習スタイルに関する理解が深められること。 
 

■到達目標 

１．社会教育の現代的な課題がどこにあるのか説明できる。 |２．生涯学習型

社会のどの点に問題があるのか説明できる。 |３．グループ内で社会教育の課

題について意見をまとめることができる。 |４．多様な学習スタイルについて

理解し、それらのメリット・デメリットを説明できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード S57690200A （認定科目名：子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2 

担当者 小谷 清子 シラバスグループ W20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもの栄養と食生活 

 

■授業の概要 

小児期は、生涯にわたる健康の基礎が形成され、その後の心と身体の健康を大きく左右す

る重要な時期である。 この科目では、乳児期、幼児期を中心に、小児の各段階に応じた健

全な発育・発達を促すために必要な事柄を、栄養と食生活の面から学ぶ。保育者として食

育や保護者への支援が出来る力を身に着ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの栄養と食生活が生涯にわたる健康の基礎であり、その後の心と身体の健康に影響

することを理解する。食品や栄養に関する基礎的知識を学び、子どもの発育・発達と食生

活の関連について理解する。家庭や児童養護施設における食生活の現状と課題について学

び、保育との関連のなかで、幼少期から成人にいたる一貫した食生活の意義、子どもに適

切な食事が提供できることの意義を理解する。家庭や地域との関連性、生活全般や環境の

望ましい姿を理解し、保育者として食育や保護者への支援ができる力を身に着ける。 
 

■到達目標 

1）食品や栄養に関する基本的知識を習得する|2）子どもの発育・発達に応じた

食生活を理解する|3）様々な子どもの現状を理解し、それらに配慮した適切な食

や栄養について理解する|4）食育の基本とその内容を、家庭、地域社会や文化と

のかかわりの中で理解する 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード S57710450A （認定科目名：乳児保育/乳児保育２） 

授業科目 乳児保育２ 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S57720200A （認定科目名：子どもの保健Ⅱ/子どもの健康と安全） 

授業科目 子どもの健康と安全 単位 1 

担当者 永幡 玉枝 シラバスグループ W20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児のこころとからだを育む小児保健の実際 

 

■授業の概要 

１ 乳幼児の発育発達と育児|２ 子どもに多い病気と看護|３ 児童虐待の現状と課題|４ 

感染症と予防|５ 子どもの保健と関係法規、制度|６ 子どもを取り巻く環境  他| 

|以上、子どもの保健を事例や実習を取り入れながら学ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

1 子どもの保健関係法規を知る|２ 乳幼児の年齢に応じた発育発達を知る|３ 子ども

の病気や事故予防を知り応急手当てができる|４ 子どものこころを理解し虐待予防の視

点を学ぶ|５ 感染症の正しい知識を持ち対応できる  など||配布資料を読み正しく分析

し小児保健を理解できる 
 

■到達目標 

学習内容を理解し保育士等の心構えを養う| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 設題に対して論述式で回答 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10| グループディスカッションや発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 実技実習など 

･その他 10 授業態度など 



授業コード S57730450A （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害の特徴も踏まえた子どもの発達的理解のありようを学ぶ。|障害のある子どもの保育の

実際について学ぶ。 

 

■授業の概要 

権利が平等に保障されるために追加の支援を必要とする子どもへの保育であることを理

解する。具体的には，障害の種別やその特性の理解はもちろんこと，何らかの支援を必要

とする子どもたちの実態も踏まえ，「権利の平等性」と「追加の支援」を統一的に理解して

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

障害のある子ども一人ひとりの実態に即した保育をおこなう際に必要となる発達的視点

に基づく子ども理解を踏まえた上で、一人ひとりを丁寧に見ることと集団づくりは決して

対立するものではないことを理解することを目的とする。こうした理解が、実践現場で出

会う多様な事例に対応する際の基盤となることを意図している。 
 

■到達目標 

①発達と障害の相互関係を念頭において子どもの行動を検討することができ

る。|②集団づくりにおける個人と集団の関係を、実践上の難しさも踏まえて説

明することができる。|③授業を通じた理解の深まりを自分なりの言葉で説明す

ることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標①②③の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内で実施するワーク等での気づきや理解に基づいて評価す

る 



授業コード S57740200A （認定科目名：社会的養護内容/社会的養護２） 

授業科目 社会的養護２ 単位 1 

担当者 奥井 菜穂子 シラバスグループ W20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護の実践を当事者の声とともに学ぶ 

 

■授業の概要 

社会的養護の実践の詳細を学び、その現状と課題を理解する。その際、社会的養護におけ

る支援者の実践を読み解くこと、当事者の声を聴きとることを重視する。社会的養護で育

つ子どもに必要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す機会にしていくことを目指している。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（１）社会的養護における子どもの権利

擁護や保育士等の倫理について具体的に学ぶ。|（２）施設養護および他の形態でなされる

社会的養護の実際について学ぶ。|（３）社会的養護の当事者の声から社会的養護における

ニーズを把握し、理解する。|（４）社会的養護を通し、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す。|評価については、リポート課題の提出を課す。 
 

■到達目標 

・社会的養護で育つ子どもの権利について学び、その保障と自立を支えるため

の理念と方法を学び、現状と課題を考察する。|・社会的養護で育つ子どもに必

要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、援

助観を多様な側面から問い直す。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード S57780100A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 60  

･その他 0  



授業コード S57780300A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード S81330200A （認定科目名：保育内容の研究/保育内容の指導法） 

授業科目 保育内容の研究 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児の感性を育む保育内容 

 

■授業の概要 

学習者自身が、さまざまな表現活動を意欲的に創造的に楽しみながら、幼児がいきいきと

活動する保育内容を修得する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・幼児のことばを育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を習得する。|・

講義で学んだことを実行するには、音楽的素養並びに歌う力、弾く力、音楽に反応する力

などの実技の能力が不可欠である。そのような実技の能力をベースとした保育方法を習得

する。|・自然への働きかけを通して保育内容環境についての知識・技能を習得する。 
 

■到達目標 

・保育における児童文化財・音楽活動・自然と環境の重要性について理解する

ことができたか。|・講義中のさまざまな活動に積極的に参加し、知識・技能の

伸長をはかったか。|・保育者としての力量形成の意義を実感しながら理解した

か。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S81330450A （認定科目名：保育内容の研究/保育内容の指導法） 

授業科目 保育内容の研究 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児の感性を育む保育内容 

 

■授業の概要 

学習者自身が、さまざまな表現活動を意欲的に創造的に楽しみながら、幼児がいきいきと

活動する保育内容を修得する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・幼児のことばを育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を習得する。|・

講義で学んだことを実行するには、音楽的素養並びに歌う力、弾く力、音楽に反応する力

などの実技の能力が不可欠である。そのような実技の能力をベースとした保育方法を習得

する。|・自然への働きかけを通して保育内容環境についての知識・技能を習得する。 
 

■到達目標 

・保育における児童文化財・音楽活動・自然と環境の重要性について理解する

ことができたか。|・講義中のさまざまな活動に積極的に参加し、知識・技能の

伸長をはかったか。|・保育者としての力量形成の意義を実感しながら理解した

か。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S81430200A （認定科目名：保育内容の研究/保育内容の指導法） 

授業科目 保育内容の指導法 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児の感性を育む保育内容 

 

■授業の概要 

学習者自身が、さまざまな表現活動を意欲的に創造的に楽しみながら、幼児がいきいきと

活動する保育内容を修得する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・幼児のことばを育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を習得する。|・

講義で学んだことを実行するには、音楽的素養並びに歌う力、弾く力、音楽に反応する力

などの実技の能力が不可欠である。そのような実技の能力をベースとした保育方法を習得

する。|・自然への働きかけを通して保育内容環境についての知識・技能を習得する。 
 

■到達目標 

・保育における児童文化財・音楽活動・自然と環境の重要性について理解する

ことができたか。|・講義中のさまざまな活動に積極的に参加し、知識・技能の

伸長をはかったか。|・保育者としての力量形成の意義を実感しながら理解した

か。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード S81430450A （認定科目名：保育内容の研究/保育内容の指導法） 

授業科目 保育内容の指導法 単位 1 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

幼児の感性を育む保育内容 

 

■授業の概要 

学習者自身が、さまざまな表現活動を意欲的に創造的に楽しみながら、幼児がいきいきと

活動する保育内容を修得する。 

  

■授業の目的・ねらい 

・幼児のことばを育む児童文化財を実際に体験することで、児童文化の心を習得する。|・

講義で学んだことを実行するには、音楽的素養並びに歌う力、弾く力、音楽に反応する力

などの実技の能力が不可欠である。そのような実技の能力をベースとした保育方法を習得

する。|・自然への働きかけを通して保育内容環境についての知識・技能を習得する。 
 

■到達目標 

・保育における児童文化財・音楽活動・自然と環境の重要性について理解する

ことができたか。|・講義中のさまざまな活動に積極的に参加し、知識・技能の

伸長をはかったか。|・保育者としての力量形成の意義を実感しながら理解した

か。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T00010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ T20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び 

 

■授業の概要 

本講義では、大学で勉強していくうえで必要なスキルを身につけてもらう。大学での学習

では、自分に必要な情報を得るために文献やインターネットを活用するスキル、学術的な

文章を読むスキル、レポートの作成のためのスキル、プレゼンテーションのためのスキル

などが必要になる。皆さんが順調に大学での学習を進め、卒業レポートを無事完成させる

ために必要なものである。真剣に取り組まれたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

大学での勉強のためのスキルを磨く 

 

■到達目標 

①自身に必要な文献を図書館で探すことができる。|②インターネットを活用し

て必要な情報を得るとともに、そうした情報を活用するための情報リテラシー

を身につけている。|③基本的な作法を踏まえてリポートを作成することができ

る。|④他人の意見に十分に耳を傾けながら、自分の考えを論理的かつ分かりや

すく相手に伝え、議論を進めることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T00010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックスキルを身につける 

 

■授業の概要 

大学での学びには、学びたいという意志だけでなく、学ぶためのスキル（技能）がいくら

か必要となります。たとえば、知りたい情報にアクセスし入手するスキル、収集した情報

を読解し仕分けするスキル、学んだことを他者と議論して深めるスキル、学び得た知見を

まとめて発表するスキルなどが、そうです。|この講義では、そうした「よりよく学ぶ」た

めの前提となるスキルを、順に習得してゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

つぎの 5 点のスキルを習得する|（1）情報を適切に効率よく収集する|（2）情報を読解・分

析する|（3）調査結果を議論し検討する|（4）調査結果を文書にまとめ発表する|（5）調査

結果を口頭で発表する 
 

■到達目標 

（1）情報を適切に効率よく収集できる|（2）情報を読解・分析できる|（3）調

査結果を議論し検討できる|（4）調査結果を文書にまとめ発表できる|（5）調査

結果を口頭で発表できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード T01010100A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会学の視点からみた現代社会 

 

■授業の概要 

社会のなかには、「問題」とされる現象がさまざまに生じています。そして、その「問題」

のされ方をみれば、「そんなことはあってはならない事態だ」という価値観がそこに張りつ

いていることが見えてきます。|この講義では、時事的な話題を多くとりあげながら、社会

の「問題」（を構成する価値観）について理解を深めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景について、洞察を得る|（2）ケースス

タディをとおして、自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できるようにな

る 
 

■到達目標 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景まで考察の対象とできる|（2）

自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード T01010200A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 山本 彩乃 シラバスグループ T20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会を読み解くための社会学理論 

 

■授業の概要 

世の中では様々なことが起きている。|その起きている出来事に対し、ただ眺めるのではな

く、その背後にある構造を見つめ、あらゆる常識を問い直すのが社会学である。||本講義で

は実際の社会現象を例に挙げ、社会学的に考えることを行う。|例を挙げると、現代社会を

覆う「グローバライゼーション」、未だ根深く残る「植民地主義」、報道の在り方を問う「メ

ディアリテラシー」、日韓共にベストセラー作品になった小説を通して見る「性差別」、「少

子高齢社会」によって起きる問題、様々な文化的な背景を持った人との共存を課題とする

「多文化共生」、「現代社会と宗教」等といった、幅広い現代社会の課題を扱い、これを社

会学的に読み解いていく。||担当教員による解説の後、参加者全員で討論を行い、理解を深

め知識を定着させていく、アクティブラーニング形式の講義で進める。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会現象を表面的に捉えるのではなく、社会学の理論・学説を用いて分析し、その深層

につい |   て考えることができるようになる。||②アクティブラーニング（討論）を通し

て、発言し、考えることで、社会学の基本的な知識・方 |   法を身につける。||||     ||||||| 
 

■到達目標 

①授業で取り扱った社会学理論の概略を説明できるようになる。|     |②

授業で扱った社会学の方法を用いて、社会現象について説明できるようになる。

| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 討論における発言・コメントシートで評価 

･その他 0  



授業コード T01020100A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共の哲学 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ T10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

公共の哲学 

 

■授業の概要 

 本授業は、公共性をキーワードとして、公的な領域と私的な領域の双方に公共問題とし

て取り組むべき課題を析出し、かかる課題を市民の視点で解決するための方法を学修す

る。公共性の概念を再定義し、新しい公共性の創造に向けて地域社会の具体的現実に則し

た施策を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本授業は、わが国の公共政策に関する現状把握のうえで、履修者各人が地域社会におけ

る身近な社会問題について、その実態を正確に理解して課題解決を図るための施策を提起

する力量を総合的に養うことをねらいとする。民主主義を基軸として社会的課題を検討す

ることを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】設計、決定、実施、評価の公共政策の過程を理解する。|

【思考・判断の観点】住民が知識を身につけて社会問題を解決する条件を考察

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業内容の理解と考察を評価する。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 出席、発言、ディスカッションの内容を総合的に評価する。 



授業コード T01020200A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共の哲学 単位 2 

担当者 白石 哲郎 シラバスグループ T20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会における「公共」の望ましいあり方や、公私関係の課題や展望について考える 

 

■授業の概要 

日本における公共的な問題は、これまで行政主導で進められてきた。しかし、箱物行政と

いった言葉があるように、「公共の福祉」の名のもとに行われてきた様々な事業が本当に市

井の人びとのためになっているかといえば、疑わしい面もある。さらに財政問題なども相

まって、行政だけでは公共的な役割を担いきれなくなってきているのも事実である。本講

義では、市民が主体の公共的な社会の構築は可能なのか、また、市民と行政のパートナー

シップの前進に寄与しうる「新しい公共」のあり方として、いかなる制度や実践がその候

補となるのか、これらの課題を中心に話をしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、家族関係、近隣関係、教育、医療・福祉、労働、景観など、地域社会と

いう身近な生活世界に潜在している公共的な問題を見つけ出し、それらの解決へ向けて、

行政や NPO 等の中間団体と協働していく重要性を理解することにある。また本講義のねら

いは、紹介した公共や公私関係にかんする理論や概念を、問題解決の「手立て」として活

かせる応用的な思考力を受講生各自が身につけることにある。| 
 

■到達目標 

①公共というものが、抽象的・観念的な存在ではなく、私たちの日常生活と切

り離して考えることのできない具体的・経験的な存在であるということを理解

すること。|②授業で得た情報や社会学的な知識・概念を、受講生が地域の一生

活者として実際に関心を抱いている、あるいは実際に当事者としてたずさわっ

ている問題について考えなおしたり、捉えなおすためのツール(道具)として役立

てることができるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03010200A （認定科目名：現代社会学講読１） 

授業科目 現代社会学講読１ 単位 1 

担当者 大場 吾郎 シラバスグループ T20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

放送コンテンツの国際展開 

 

■授業の概要 

放送コンテンツの海外展開を国の成長戦略の柱の1つと位置づける政府は大々的にテレビ

番組の輸出支援に乗り出し、2018 年までに輸出額を 5 倍にすることを目標として掲げた。

それと相俟って、テレビ番組の輸出への期待や一般的な関心も高まりつつあるが、実は日

本のテレビ番組の国際展開には長い歴史がある。本研究では、ドラマやバラエティ番組に

代表される日本のテレビ番組のこれまでの国際展開を通観する中で、それぞれの時代にお

ける動機・成果・課題をそれぞれ考察・分析し、その方法の変遷を体系的に総括する。 
  

■授業の目的・ねらい 

テレビ番組の国際展開を海外市場へのコンテンツビジネスならびに海外諸国との異文化

交流という 2 つの側面から考察することで、 それが経済、社会生活、文化、価値観、そし

てコミュニケーションのあり方にいかなる影響をもたらしてきたかを包括的に理解する

ことを目的とする。 
 

■到達目標 

メディアコンテンツの海外流通に関して理解を深めるとともに、学術的な視点

で考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03010300A （認定科目名：現代社会学講読１） 

授業科目 現代社会学講読１ 単位 1 

担当者 栗田 英彦 シラバスグループ T30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会運動から現代社会を考える 

 

■授業の概要 

 この授業では、松本哉『増補版 貧乏人の逆襲！』（筑摩書房、2011 年）、毛利嘉孝『ス

トリートの思想』（日本放送出版協会、2009 年）、外山恒一『全共闘以後』（イーストプレ

ス、2018 年）を、講読用の資料として用いて、2000 年代以降の社会運動の特徴を社会学

的視座から分析する。具体的には、各資料について教員による解説を適宜加えつつ、受講

者によるディスカッションや発表を行うことで理解を深めていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 社会運動とは、社会問題を提起し、その解決を目指して社会をなんらかの形で変えて行

こうとする集団的な行為のことを、通常は意味する。ただ、集団的といっても大規模な大

衆運動ばかりではない。マイノリティーの運動であったり、場合によっては、1 人ないし

数人の行動であっても、社会問題の周知や人々の動員が目的ならば、社会運動でありうる。

また、既存の社会運動が形骸化したときには、文化的または思想的な運動として、時には

ある種の反社会的な運動として出現することもあるだろう。| では、そのような運動が「社

会学」の関心となるのはなぜだろう。それは、そこに通常だと気づかれない社会の裂け目

や結び目が垣間見えるからにほかならない。そのようなところからこそ、社会の輪郭や限

界が見えてくるのである。この授業の目的は、社会運動を通じて現代社会を把握する社会

学的視点を身に付けることである。 
 

■到達目標 

①社会運動を分析するための、社会的な基礎知識を習得すること。|②1990 年代

以降の時代的特徴を、社会学的に把握できること。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35 ディスカッションへの貢献度 

･その他 30  



授業コード T03020200A （認定科目名：現代社会学講読２） 

授業科目 現代社会学講読２ 単位 1 

担当者 大貫 挙学 シラバスグループ T20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

 「自己」の社会学 

 

■授業の概要 

 社会学において、しばしば自己の社会性が主題となる。つまり、私たちが今のような自

分であることは、時代や文化、あるいは周囲の人間関係から影響を受けた結果なのだ。| 本

講義では、社会学の文献読解を通して、自己と社会の関係を考える。具体的には、関連資

料について、教員が背景等を説明するとともに、受講者に概要報告とコメントをお願いす

る。それらをふまえて、全体で議論をする。| ただし、具体的な進め方は、履修者数や各

自の関心をふまえて、調整する。 
  

■授業の目的・ねらい 

(1) 社会学的自己論の講義|(2) 文献読解および文献にもとづく議論の実践 

 

■到達目標 

(1) 自己に関する主要な学説の理解|(2) 文献読解作法および文献にもとづく議

論の仕方の習得 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード T03020300A （認定科目名：現代社会学講読２） 

授業科目 現代社会学講読２ 単位 1 

担当者 作田 誠一郎 シラバスグループ T30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会学の歴史から基本理論を学ぶ 

 

■授業の概要 

この講義では、社会学の歴史を通観して基本的な理論を学びます。特に近代化や逸脱現象

に関連した著書を中心に講読します。 

  

■授業の目的・ねらい 

配付する資料を受講者が講読して発表します。身近な事例を含めながらディスカッション

を行い、近代化や逸脱現象を通じて社会学的な理論や視点を学び、理解を深めることを目

的とします。 
 

■到達目標 

授業を通じて社会学の基本的な知識を身に付けるとともに、多角的な視点から

社会現象を説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03030100A （認定科目名：現代社会学演習１） 

授業科目 現代社会学演習１ 単位 1 

担当者 大束 貢生 シラバスグループ T10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

卒業研究の発表とグループワーク 

 

■授業の概要 

この授業では演習形式により、受講生のみなさんがあらかじめ準備した卒業研究について

の発表を行い、その発表についてグループワークや議論を行うことで、その内容を深めま

す。受講生のみなさんが発表をすることから授業は始まります。事前に配付する資料に従

って、十分に準備を行った上で、授業に臨んでください。 
  

■授業の目的・ねらい 

卒業研究について発表を行い議論を行うことで、卒業研究の内容について深めます。した

がって、演習開始前に各自が卒業研究についてのレジュメを作成していることを求めま

す。 
 

■到達目標 

卒業研究について発表を行うことにより、今後の方向性をまとめることが目標

です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30 発表した内容をリポートにして提出してもらいます 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 70 レジュメの準備状況や質疑応答なども含みます 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03040100A （認定科目名：現代社会学演習２） 

授業科目 現代社会学演習２ 単位 1 

担当者 村瀬 敬子 シラバスグループ T10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代社会における諸課題の探求 

 

■授業の概要 

 大学での研究は自分自身で課題を発見することからはじまります。この演習では、課題

(テーマ）の設定の方法、どのような調査方法が的確か、その結果をどのようにまとめるの

か等、説得力のある論文を完成させるために必要な知識や技術を学びます。| 具体的には、

各自が取り組むべき課題を設定し、研究の構想を発表します。そのため演習への参加に先

だって、図書館等を利用して、課題にかかわりのある論文や資料を収集し、それらをふま

えて研究計画を準備する必要があります。学生が中心となって発表・討論することで、各

人が課題の内容を深めていくことも目的としているため、積極的な参加を求めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。|②先行研究を収

集し、まとめることができる。|③課題にふさわしい調査・研究方法を考える力をつける。

|④研究成果をどのように論文としてまとめるのかを理解する。|成績は、(1)発表内容とレ

ジュメの完成度、(2)演習中の態度（積極的な発言を求めます）、(3)出席、を中心に評価し

ます。 
 

■到達目標 

自らの研究テーマを設定し、先行研究を検索・理解した上で、研究計画を立て

ることができる。適切な研究方法、発表の仕方を理解する。他者と研究課題に

ついて議論し、自らの研究内容をよりよい方向に修正していける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業中の議論への参加状況等 



授業コード T03110100A （認定科目名：文化・アイデンティティ特殊研究１） 

授業科目 文化・アイデンティティ特殊研究１ 単位 1 

担当者 大谷 栄一 シラバスグループ T10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

生者と死者のコミュニケーション分析 

 

■授業の概要 

社会学は人間と社会を主な対象とする学問だが、必ずしも生者のみを対象とするとは限ら

ない。この授業では死や死者の存在を取り上げ、生者は死者とコミュニケーション（交流）

は可能なのか、という問題について検討してみたい。|現代日本はすでに人口減少社会に突

入しているが、死亡者数が出生者数を上回る多死社会でもある。ちなみに、2018 年の死

亡者数は 136 万 9,000 人（出生者数は 92 万 1,000 人）を数える（厚生労働省のデータ）。

つまり、人口減少社会であると同時に、超高齢多死社会でもあることが、現代日本社会の

姿である。|また、1995 年の阪神・淡路大震災、2011 年の東日本大震災をはじめ、近年も

各地で自然災害が発生し、多くの方々が亡くなられている。|このように、私たちの生きる

社会はじつに多くの死者たちとの関わりの中で成り立っている。そのことをあらためて思

い返し、生者と死者の関係性について問い直すことにする。|具体的には、①先祖を迎える

（京都の盆行事）、②死者を弔う（葬儀と墓）、③自然災害の被災者を慰霊する（慰霊・追

悼行事）という 3 つのテーマを取り上げる。現代日本社会の死者儀礼という文化に注目す

ることで、私たち生者が死者とのどのようなコミュニケーション（あるいは断絶）を通じ

て、この世界で生きているのかを考察する。| 今あらためて、「生者と死者」の関係性に

ついて、受講者と一緒に考えてみたい。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義の目的は、「迎える」「弔う」「慰霊・追悼する」という行為を対象として、現代日

本社会における「生者と死者」の関係性について考えることである。|日本における死者儀

礼の歴史と特徴、京都の盆行事の特徴と現状、墓と葬儀の歴史と変容、自然災害被災者の

慰霊・追悼の方法、生者と死者の互恵性等の問題等についての理解を深め、これらの諸問

題について受講者は自分なりの意見を述べることができるようにしてもらいたい。| 
 

■到達目標 

（1）日本における伝統的な死者儀礼ならびに死者儀礼の現代的変容について理

解する。|（2）現代日本社会における自然災害被災者の慰霊・追悼のあり方を知

る。|（3）死者の記憶の継承方法についての自分の見解をもつ。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 アクティブラーニングへの参加姿勢 

･授業内試験 50 配布資料と手書きノートのみ、持ち込み可の筆記試験 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03120100A （認定科目名：文化・アイデンティティ特殊研究２） 

授業科目 文化・アイデンティティ特殊研究２ 単位 1 

担当者 長野 慎一 シラバスグループ T10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文化を介して生み出される個人としての、そして、集合としての自意識について、理論的

かつ実証的に理解する 

 

■授業の概要 

文化とアイデンティティに関して蓄積されてきた社会学理論や現代思想を概説し、これに

関連づけて、ジェンダー・セクシュアリティ、ナショナリズム、メディア・コミュニケー

ションなどの具体的現象を説明する。 
  

■授業の目的・ねらい 

文化とアイデンティティに関して理論的に考え、これをもとに具体的現象を分析する能力

を養う。 

 

■到達目標 

理論的かつ考え、具体的に分析する能力を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03130300A （認定科目名：共生・臨床社会特殊研究１） 

授業科目 共生・臨床社会特殊研究１ 単位 1 

担当者 全 炳昊 シラバスグループ T30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「非行臨床」に対する考え方 

 

■授業の概要 

非行臨床は、司法・行政・教育・医療・福祉など広範な領域にまたがる活動を要請されて

いる。授業では、具体的な事例研究などを取り入れながら、非行少年たちへの理解や有効

な立ち直りへの道筋を探求することに努めていきたい。ここには、問題を抱えた子どもの

みならず、家族や彼らが生活する地域社会への援助、さらには犯罪被害者へのケアも求め

られており、様々な領域・対象への心理的援助の実際と問題点に対する考察が含まれてい

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

①現代の少年非行を理解し、対応する上で、必要な理論と実践活動について包括的な考察

を行う。|②現代の少年非行にみられる特質や様々な非行・犯罪理論、さらに被害者支援や

修復的司法にいたるまでの非行臨床の実態を把握する。 
 

■到達目標 

非行臨床の様々な様相に対する、多面的な理解が可能になる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 授業内に出される課題や発表 

･その他 0  



授業コード T03140300A （認定科目名：共生・臨床社会特殊研究２） 

授業科目 共生・臨床社会特殊研究２ 単位 1 

担当者 作田 誠一郎 シラバスグループ T30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

青少年の社会問題を読み解く 

 

■授業の概要 

少年非行やいじめ、不登校や経済的貧困による格差など青少年を取り巻く諸問題が多く起

こっています。この授業では、青少年を中心に社会問題化した事象を取りあげ、社会学的

な視点から読み解いていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

青少年は社会の変容を敏感に受け止めます。青少年を中心に非行問題や学校問題、家庭問

題を講義内で紹介して議論することで、現代社会の理解を深めることが本講義の目的とな

ります。私的な問題を公的な社会問題として捉える視点を身に付けることが本講義のねら

いとなります。 
 

■到達目標 

講義を通じて新たな視点から青少年問題を読み解く力を身に付けることが目標

となります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03150200A （認定科目名：情報・メディア特殊研究１） 

授業科目 情報・メディア特殊研究１ 単位 1 

担当者 崔 銀姫 シラバスグループ T20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

メディアと「歴史の尺度」が示す未来 

 

■授業の概要 

本授業では『戦後と災後の間 ：溶融するメディアと社会』(吉見俊哉 2018.集英社）をテク

ストとしながら、我々の日常生活とメディア社会との関係性を「歴史の尺度」の射程から

考えます。授業はグループワークの形式を用いて、テキストのテーマを中心に個人発表や

グループ討論をメインとする形式で進めていきます。履修者には、テキストの講読をはじ

め、議論への活発な参加や、積極的な発言、そして設問テーマに関する論理的な思考が問

われます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①戦後のメディア社会の歩みを考えるための方法論や理論について論理的に説明できる。

|②災害とリスク社会、そしてメディアとの関係性を現実感のある事例を取り上げながらそ

の特徴や性格を実証的に説明できる。 
 

■到達目標 

テクストの主な内容や著者の見解をまとめられること。|戦後の日本社会におけ

る災害と情報社会との間の問題点と解決策を論理的に説明できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T03160200A （認定科目名：情報・メディア特殊研究２） 

授業科目 情報・メディア特殊研究２ 単位 1 

担当者 谷本 和也 シラバスグループ T20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

メディアの発展とコミュニケーションの変遷 

 

■授業の概要 

 本講義では、情報・メディアに関わる 新事例についてのケース・スタディと関連する

学術的なコンセプトや理論を並列的に取り上げる。特に、ソーシャルメディアのような新

しいタイプのメディアを通じたオンラインコミュニケーションに着目し、コミュニケーシ

ョンの変遷とその技術的、社会的な背景要因について考察する。| 講義は配付した資料を

ベースにした通常の講義形式で行うが、必要に応じて受講者の個々の発言を促すこともあ

る。そのため、受講者の積極的な参加を期待したい。 
  

■授業の目的・ねらい 

 情報・メディア分野の変化は目覚ましく、常に 新の技術や事例が更新され続けている。

本講義では、情報・メディア分野における 新技術や事例についての知識を身につけ、事

象の背後にあるメカニズムを理解すること、また、自身の専門分野に応用できるようにな

ることを目的としている。 
 

■到達目標 

 オンラインコミュニケーションに伴う広範な話題について取り上げるため、

それぞれについて技術的、社会的な背景要因を理解し、自分なりに説明できる

ようになることが到達目標として期待されている。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 後の授業で教室試験を実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 スクーリング出席状況や講義内での発言等を含めて、総合的に判

断を行う。特に、講義内での積極的な意見表明や建設的な情報提

供については高い評価を与える。 



授業コード T03480200A （認定科目名：情報・メディア実習１） 

授業科目 情報・メディア実習１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

プログラミングに関する知識の習得とプログラムアルゴリズムの理解 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した内容をふまえ、より高度な JavaScript プログラムを作成する事を目指す。

順次処理、分岐処理、反復処理の基本構造、配列に加えて、関数等の文の構造を学習する

事によって、情報教員として、よりレベルの高いプログラミング能力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は、情報教員免許所得のための講義であるので、情報教員としてプログラミング能

力の向上を目指す意味で重要な科目である。I 履修から一歩進んだ内容を扱い、より難易度

の高いプログラムを作成できるスキルを身に付ける事が目的である。実際には、関数やイ

ベントハンドラ等を学習し、より高度なプログラムを作成できる能力を習得することを目

指す。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、それに関するプロ

グラムを作成できるようになることが目標である。すなわち、順次、分岐、反復

処理を理解したプログラムを作成できるようになる、あるいは、配列や関数等

を用いたプログラムを作成できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T03480300A （認定科目名：情報・メディア実習１） 

授業科目 情報・メディア実習１ 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

プログラミングに関する知識の習得とプログラムアルゴリズムの理解 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した内容をふまえ、より高度な JavaScript プログラムを作成することを目指

す。順次処理、分岐処理、反復処理の基本構造、配列に加えて、関数等の文の構造を学習

することによって、情報教員として、よりレベルの高いプログラミング能力の習得を目指

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は、情報教員免許所得のための講義であるので、情報教員としてプログラミング能

力の向上を目指す意味で重要な科目である。I 履修から一歩進んだ内容を扱い、より難易度

の高いプログラムを作成できるスキルを身に付けることが目的である。実際には、関数や

イベントハンドラ等を学習し、より高度なプログラムを作成できる能力を習得することを

目指す。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、それに関するプロ

グラムを作成できるようになることが目標である。すなわち、順次、分岐、反復

処理を理解したプログラムを作成できるようになる、あるいは、配列や関数等

を用いたプログラムを作成できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T03490200A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報システム実

習） 

授業科目 情報・メディア実習２ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

データベースシステムの構築 

 

■授業の概要 

I 履修で説明した、テーブル、リレーション、クエリの続きとして、アクセスのフォーム、

リポート、マクロについての学習を行い、データベース構築に関する知識をより深める。

リレーショナルデータベース構築の手順を、概観的ではあるが把握する。 
  

■授業の目的・ねらい 

データベースにおいて も重要な根幹は、I 履修で詳しく説明したテーブルの分け方とリ

レーションの組み方である。これがうまくいっていないデータベースはいずれ破綻してし

まう。したがって、I 履修の内容を理解する事が重要な目的となる。本来であるならば、

SQL 等を詳しく解説すべきところだが、残念ながら、講義時間が限られているため扱う事

ができない。I 履修にスクーリングでの学習を加えて、リレーショナルデータベースの構築

のステップを把握していただきたい。| 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、リレーショナルデ

ータベースの構築の段階を理解することが目標である。そして、 も重要なス

テップであるテーブルの作成と正規化がきちんとできるようになることも重要

な目的となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T03490300A （認定科目名：情報システム実習/情報・メディア実習

２） 

授業科目 情報・メディア実習２ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

データベースシステムの構築 

 

■授業の概要 

I 履修で説明した、テーブル、リレーション、クエリの続きとして、アクセスのフォーム、

リポート、マクロについての学習を行い、データベース構築に関する知識をより深める。

リレーショナルデータベース構築の手順を、概観的ではあるが把握する。 
  

■授業の目的・ねらい 

データベースにおいて も重要な根幹は、I 履修で詳しく説明したテーブルの分け方とリ

レーションの組み方である。これがうまくいっていないデータベースはいずれ破綻してし

まう。したがって、I 履修の内容を理解することが重要な目的となる。本来であるならば、

SQL 等を詳しく解説すべきところだが、残念ながら、講義時間が限られているため扱うこ

とができない。I 履修にスクーリングでの学習を加えて、リレーショナルデータベースの構

築のステップを把握していただきたい。| 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、リレーショナルデ

ータベースの構築の段階を理解することが目標である。そして、 も重要なス

テップであるテーブルの作成と正規化がきちんとできるようになることも重要

な目的となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T03500200A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報・メディア実

習３） 

授業科目 情報・メディア実習３ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

マルチメディアデータ編集に関する知識および技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した静止画や音、動画に関する知識、そして動画編集に関する技術の習得に引

き続き、動画編集を行う。素材の取得から動画編集、映像の作成までの一連の作業をスク

ーリングで行い、マルチメディアデータの操作方法に関する知識、技術を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

動画編集に関する知識の習得、そして実際にマルチメディアデータ編集技術の取得が本講

義の目的である。動画編集の過程は、1.企画の立案、2.絵コンテ等におけるコンテンツの完

成形の創造、3.素材の取得（撮影等）、4.データ編集というように、長いステップを要する

が、残念ながら講義時間の制約があり、講義時間内でこれら全てを行うことができないが、

これゆえ、3 の素材の取得と 4.マルチメディアデータの編集ができることを目的とする。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、動画編集ができる

ことが目標である。すなわち、編集の基本技術（取り込み、トリミング等の操作

等）、マルチメディアデータとしての編集技術（映像や音の操作）を修得するこ

とが達成目標となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T03500300A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報・メディア実

習３） 

授業科目 情報・メディア実習３ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

マルチメディアデータ編集に関する知識および技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した静止画や音、動画に関する知識、そして動画編集に関する技術の習得に引

き続き、動画編集を行う。素材の取得から動画編集、映像の作成までの一連の作業をスク

ーリングで行い、マルチメディアデータの操作方法に関する知識、技術を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

動画編集に関する知識の習得、そして実際にマルチメディアデータ編集技術の取得が本講

義の目的である。動画編集の過程は、1.企画の立案、2.絵コンテ等におけるコンテンツの完

成形の創造、3.素材の取得（撮影等）、4.データ編集というように、長いステップを要する

が、残念ながら講義時間の制約があり、講義時間内でこれら全てを行うことができないが、

これゆえ、3 の素材の取得と 4.マルチメディアデータの編集ができることを目的とする。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、動画編集ができる

事が目標である。すなわち、編集の基本技術（取り込み、トリミング等の操作

等）、マルチメディアデータとしての編集技術（映像や音の操作）を修得するこ

とが達成目標となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T05510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
T05510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
T05510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
T05520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
T05520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
T05530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
T05530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
T05540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
T05540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
T05540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
T05540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード T05570300A （認定科目名：専門総合７） 

授業科目 専門総合７ 単位 2 

担当者 金 佑榮 シラバスグループ T30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本経済を考える。 

 

■授業の概要 

経済を理解するには、データを見ることが不可欠である。本講義では、日本経済の実態や

問題を明らかにするため、 新のデータを用いて具体的な説明を行う。また、日本経済が

抱えている問題について、何が問題なのか、どう解決すべきなのかを、様々な受講生と共

に議論してみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本経済について、自らの問題として考えてみることで、経済への興味をもち、自分で調

べて、自分で考える力を身につける。 

 

■到達目標 

日本経済のしくみと課題を理解し、経済現象自体への関心や、自分自身の問題

意識を高める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 教員により与えられた自分の担当個所について、レジュメを作成

し報告する。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T07170200A （認定科目名：情報通信ネットワーク演習） 

授業科目 情報通信ネットワーク演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

ネットワーク技術による情報発信技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修の復習、すなわち、HTML5 の復習（文書構造、画像挿入、リンク、表等）の後、

CSS(Cascading Style Sheets）の続きを学習する。現在の Web ページにおいては、HTML タ

グと Web ページの基本文書構造を決め、そのデザイン面は CSS が受け持つという潮流に

なっている。このことから、スクーリングでは CSS2.0 の命令体系や設定項目（ページ全

体、文字、画像、リンク等に関する設定、ボックスの概念等）を学習する。また、 近の

状況をふまえ、CSS3 にも多少触れる予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

情報発信手段の一つである Web ページを作成することを目的とする。具体的にはタグや

CSS に関する知識を習得して、自らが望むようなテーマ、デザインのサイトを作成できる

ことが本科目の目標である。講義で全てのタグや CSS の命令を取り上げることが困難なの

で、できれば自らが知らなかったタグや CSS の命令も調べて作り上げてほしい。 
 

■到達目標 

タグや CSS を用いて、あるテーマに基づいた Web ページを作成できることを目

的とする。Web デザイナーのための講義ではないので、サイトのデザインにつ

いてとやかく指示することはない。むしろ、全世界の人、障害者の人でも見や

すいようなサイトを作成するにはどうするか。情報の発信、受信について、ど

うしたら分かり良いのかについて、考えるきっかけとなってくれたら幸いであ

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T07170300A （認定科目名：情報通信ネットワーク演習） 

授業科目 情報通信ネットワーク演習 単位 2 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

ネットワーク技術による情報発信技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修の復習、すなわち、HTML5 の復習（文書構造、画像挿入、リンク、表等）の後、

CSS(Cascading Style Sheets）の続きを学習する。現在の Web ページにおいては、HTML タ

グと Web ページの基本文書構造を決め、そのデザイン面は CSS が受け持つという潮流に

なっている。このことから、スクーリングでは CSS2.0 の命令体系や設定項目（ページ全

体、文字、画像、リンク等に関する設定、ボックスの概念等）を学習する。また、 近の

状況をふまえ、CSS3 にも多少触れる予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

情報発信手段の一つである Web ページを作成することを目的とする。具体的にはタグや

CSS に関する知識を習得して、自らが望むようなテーマ、デザインのサイトを作成できる

ことが本科目の目標である。講義で全てのタグや CSS の命令を取り上げることが困難なの

で、できれば自らが知らなかったタグや CSS の命令も調べて作り上げてほしい。 
 

■到達目標 

タグや CSS を用いて、あるテーマに基づいた Web ページを作成できることを目

的とする。Web デザイナーのための講義ではないので、サイトのデザインにつ

いてとやかく指示することはない。むしろ、全世界の人、障害者の人でも見や

すいようなサイトを作成するにはどうするか。情報の発信、受信について、ど

うしたら分かり良いのかについて、考えるきっかけとなってくれたら幸いであ

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T07230100A （認定科目名：調査研究演習１） 

授業科目 調査研究演習１ 単位 2 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ T10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

質的調査の考え方と技法 

 

■授業の概要 

質的な社会調査のための方法論を検討し、テーマに応じた調査設計を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

目的の第一は学生各人が質的調査を実施する観点に立って質的調査の意義や倫理を検討

することであり、目的の第二は質的調査の技法を習得することである。おもに参与観察と

インタビュー調査の事例を紹介し、まず倫理的問題とラポールの必要性やその功罪につい

て検討する。つぎに参与観察やインタビュー調査の理論的背景と調査技法を習得する。|イ

ンタビュー調査の理論や基本的な流れを知った上で、受講生の問題関心に応じて調査設計

を行う。 
 

■到達目標 

質的調査の調査設計を実際に行い、複数の先行研究を踏まえた上で、調査にあ

たって必要な準備を完了すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード T07240300A （認定科目名：調査研究演習２） 

授業科目 調査研究演習２ 単位 2 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ T30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

質的調査の実施と報告書の作成 

 

■授業の概要 

各種データの分析、先行研究との比較、報告書の作成が課題になる。受講生ごとに調査ス

ケジュールを作成し、先行調査の収集、検討を行ない、各種質的データをデータベース化

する。本調査の進捗度や状況に合わせてテーマやサブテーマの修正も行う。 終的にデー

タベースソフトで各種データを関連づけて分析し、報告書を作成する。|個々人の調査結果

に基き、報告書を完成させる。 
  

■授業の目的・ねらい 

実際に調査を行い、得られたデータを適切に処理して調査の結論までを導出すること。 

 

■到達目標 

社会学的な問題関心によって実施された調査データを、本格的に分析して一定

の帰結を導き出すこと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード T50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ T20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び 

 

■授業の概要 

本講義では、大学で勉強していくうえで必要なスキルを身につけてもらう。大学での学習

では、自分に必要な情報を得るために文献やインターネットを活用するスキル、学術的な

文章を読むスキル、レポートの作成のためのスキル、プレゼンテーションのためのスキル

などが必要になる。皆さんが順調に大学での学習を進め、卒業レポートを無事完成させる

ために必要なものである。真剣に取り組まれたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

大学での勉強のためのスキルを磨く 

 

■到達目標 

①自身に必要な文献を図書館で探すことができる。|②インターネットを活用し

て必要な情報を得るとともに、そうした情報を活用するための情報リテラシー

を身につけている。|③基本的な作法を踏まえてリポートを作成することができ

る。|④他人の意見に十分に耳を傾けながら、自分の考えを論理的かつ分かりや

すく相手に伝え、議論を進めることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックスキルを身につける 

 

■授業の概要 

大学での学びには、学びたいという意志だけでなく、学ぶためのスキル（技能）がいくら

か必要となります。たとえば、知りたい情報にアクセスし入手するスキル、収集した情報

を読解し仕分けするスキル、学んだことを他者と議論して深めるスキル、学び得た知見を

まとめて発表するスキルなどが、そうです。|この講義では、そうした「よりよく学ぶ」た

めの前提となるスキルを、順に習得してゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

つぎの 5 点のスキルを習得する|（1）情報を適切に効率よく収集する|（2）情報を読解・分

析する|（3）調査結果を議論し検討する|（4）調査結果を文書にまとめ発表する|（5）調査

結果を口頭で発表する 
 

■到達目標 

（1）情報を適切に効率よく収集できる|（2）情報を読解・分析できる|（3）調

査結果を議論し検討できる|（4）調査結果を文書にまとめ発表できる|（5）調査

結果を口頭で発表できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード T51010100A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会学の視点からみた現代社会 

 

■授業の概要 

社会のなかには、「問題」とされる現象がさまざまに生じています。そして、その「問題」

のされ方をみれば、「そんなことはあってはならない事態だ」という価値観がそこに張りつ

いていることが見えてきます。|この講義では、時事的な話題を多くとりあげながら、社会

の「問題」（を構成する価値観）について理解を深めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景について、洞察を得る|（2）ケースス

タディをとおして、自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できるようにな

る 
 

■到達目標 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景まで考察の対象とできる|（2）

自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード T51010200A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 山本 彩乃 シラバスグループ T20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会を読み解くための社会学理論 

 

■授業の概要 

世の中では様々なことが起きている。|その起きている出来事に対し、ただ眺めるのではな

く、その背後にある構造を見つめ、あらゆる常識を問い直すのが社会学である。||本講義で

は実際の社会現象を例に挙げ、社会学的に考えることを行う。|例を挙げると、現代社会を

覆う「グローバライゼーション」、未だ根深く残る「植民地主義」、報道の在り方を問う「メ

ディアリテラシー」、日韓共にベストセラー作品になった小説を通して見る「性差別」、「少

子高齢社会」によって起きる問題、様々な文化的な背景を持った人との共存を課題とする

「多文化共生」、「現代社会と宗教」等といった、幅広い現代社会の課題を扱い、これを社

会学的に読み解いていく。||担当教員による解説の後、参加者全員で討論を行い、理解を深

め知識を定着させていく、アクティブラーニング形式の講義で進める。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会現象を表面的に捉えるのではなく、社会学の理論・学説を用いて分析し、その深層

につい |   て考えることができるようになる。||②アクティブラーニング（討論）を通し

て、発言し、考えることで、社会学の基本的な知識・方 |   法を身につける。||||     ||||||| 
 

■到達目標 

①授業で取り扱った社会学理論の概略を説明できるようになる。|     |②

授業で扱った社会学の方法を用いて、社会現象について説明できるようになる。

| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 討論における発言・コメントシートで評価 

･その他 0  



授業コード T51020100A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共性と社会 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ T10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

公共の哲学 

 

■授業の概要 

 本授業は、公共性をキーワードとして、公的な領域と私的な領域の双方に公共問題とし

て取り組むべき課題を析出し、かかる課題を市民の視点で解決するための方法を学修す

る。公共性の概念を再定義し、新しい公共性の創造に向けて地域社会の具体的現実に則し

た施策を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本授業は、わが国の公共政策に関する現状把握のうえで、履修者各人が地域社会におけ

る身近な社会問題について、その実態を正確に理解して課題解決を図るための施策を提起

する力量を総合的に養うことをねらいとする。民主主義を基軸として社会的課題を検討す

ることを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】設計、決定、実施、評価の公共政策の過程を理解する。|

【思考・判断の観点】住民が知識を身につけて社会問題を解決する条件を考察

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業内容の理解と考察を評価する。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 出席、発言、ディスカッションの内容を総合的に評価する。 



授業コード T51020200A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共性と社会 単位 2 

担当者 白石 哲郎 シラバスグループ T20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会における「公共」の望ましいあり方や、公私関係の課題や展望について考える 

 

■授業の概要 

日本における公共的な問題は、これまで行政主導で進められてきた。しかし、箱物行政と

いった言葉があるように、「公共の福祉」の名のもとに行われてきた様々な事業が本当に市

井の人びとのためになっているかといえば、疑わしい面もある。さらに財政問題なども相

まって、行政だけでは公共的な役割を担いきれなくなってきているのも事実である。本講

義では、市民が主体の公共的な社会の構築は可能なのか、また、市民と行政のパートナー

シップの前進に寄与しうる「新しい公共」のあり方として、いかなる制度や実践がその候

補となるのか、これらの課題を中心に話をしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、家族関係、近隣関係、教育、医療・福祉、労働、景観など、地域社会と

いう身近な生活世界に潜在している公共的な問題を見つけ出し、それらの解決へ向けて、

行政や NPO 等の中間団体と協働していく重要性を理解することにある。また本講義のねら

いは、紹介した公共や公私関係にかんする理論や概念を、問題解決の「手立て」として活

かせる応用的な思考力を受講生各自が身につけることにある。| 
 

■到達目標 

①公共というものが、抽象的・観念的な存在ではなく、私たちの日常生活と切

り離して考えることのできない具体的・経験的な存在であるということを理解

すること。|②授業で得た情報や社会学的な知識・概念を、受講生が地域の一生

活者として実際に関心を抱いている、あるいは実際に当事者としてたずさわっ

ている問題について考えなおしたり、捉えなおすためのツール(道具)として役立

てることができるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T52110100A （認定科目名：文化・アイデンティティ特殊研究１） 

授業科目 文化・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ特殊研究１ 単位 1 

担当者 大谷 栄一 シラバスグループ T10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

生者と死者のコミュニケーション分析 

 

■授業の概要 

社会学は人間と社会を主な対象とする学問だが、必ずしも生者のみを対象とするとは限ら

ない。この授業では死や死者の存在を取り上げ、生者は死者とコミュニケーション（交流）

は可能なのか、という問題について検討してみたい。|現代日本はすでに人口減少社会に突

入しているが、死亡者数が出生者数を上回る多死社会でもある。ちなみに、2018 年の死

亡者数は 136 万 9,000 人（出生者数は 92 万 1,000 人）を数える（厚生労働省のデータ）。

つまり、人口減少社会であると同時に、超高齢多死社会でもあることが、現代日本社会の

姿である。|また、1995 年の阪神・淡路大震災、2011 年の東日本大震災をはじめ、近年も

各地で自然災害が発生し、多くの方々が亡くなられている。|このように、私たちの生きる

社会はじつに多くの死者たちとの関わりの中で成り立っている。そのことをあらためて思

い返し、生者と死者の関係性について問い直すことにする。|具体的には、①先祖を迎える

（京都の盆行事）、②死者を弔う（葬儀と墓）、③自然災害の被災者を慰霊する（慰霊・追

悼行事）という 3 つのテーマを取り上げる。現代日本社会の死者儀礼という文化に注目す

ることで、私たち生者が死者とのどのようなコミュニケーション（あるいは断絶）を通じ

て、この世界で生きているのかを考察する。| 今あらためて、「生者と死者」の関係性に

ついて、受講者と一緒に考えてみたい。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義の目的は、「迎える」「弔う」「慰霊・追悼する」という行為を対象として、現代日

本社会における「生者と死者」の関係性について考えることである。|日本における死者儀

礼の歴史と特徴、京都の盆行事の特徴と現状、墓と葬儀の歴史と変容、自然災害被災者の

慰霊・追悼の方法、生者と死者の互恵性等の問題等についての理解を深め、これらの諸問

題について受講者は自分なりの意見を述べることができるようにしてもらいたい。| 
 

■到達目標 

（1）日本における伝統的な死者儀礼ならびに死者儀礼の現代的変容について理

解する。|（2）現代日本社会における自然災害被災者の慰霊・追悼のあり方を知

る。|（3）死者の記憶の継承方法についての自分の見解をもつ。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 アクティブラーニングへの参加姿勢 

･授業内試験 50 配布資料と手書きノートのみ、持ち込み可の筆記試験 

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T52120100A （認定科目名：文化・アイデンティティ特殊研究２） 

授業科目 文化・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ特殊研究２ 単位 1 

担当者 長野 慎一 シラバスグループ T10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文化を介して生み出される個人としての、そして、集合としての自意識について、理論的

かつ実証的に理解する 

 

■授業の概要 

文化とアイデンティティに関して蓄積されてきた社会学理論や現代思想を概説し、これに

関連づけて、ジェンダー・セクシュアリティ、ナショナリズム、メディア・コミュニケー

ションなどの具体的現象を説明する。 
  

■授業の目的・ねらい 

文化とアイデンティティに関して理論的に考え、これをもとに具体的現象を分析する能力

を養う。 

 

■到達目標 

理論的かつ考え、具体的に分析する能力を養う。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T52310300A （認定科目名：共生・臨床社会特殊研究１） 

授業科目 共生・臨床社会特殊研究１ 単位 1 

担当者 全 炳昊 シラバスグループ T30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「非行臨床」に対する考え方 

 

■授業の概要 

非行臨床は、司法・行政・教育・医療・福祉など広範な領域にまたがる活動を要請されて

いる。授業では、具体的な事例研究などを取り入れながら、非行少年たちへの理解や有効

な立ち直りへの道筋を探求することに努めていきたい。ここには、問題を抱えた子どもの

みならず、家族や彼らが生活する地域社会への援助、さらには犯罪被害者へのケアも求め

られており、様々な領域・対象への心理的援助の実際と問題点に対する考察が含まれてい

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

①現代の少年非行を理解し、対応する上で、必要な理論と実践活動について包括的な考察

を行う。|②現代の少年非行にみられる特質や様々な非行・犯罪理論、さらに被害者支援や

修復的司法にいたるまでの非行臨床の実態を把握する。 
 

■到達目標 

非行臨床の様々な様相に対する、多面的な理解が可能になる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 授業内に出される課題や発表 

･その他 0  



授業コード T52320300A （認定科目名：共生・臨床社会特殊研究２） 

授業科目 共生・臨床社会特殊研究２ 単位 1 

担当者 作田 誠一郎 シラバスグループ T30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

青少年の社会問題を読み解く 

 

■授業の概要 

少年非行やいじめ、不登校や経済的貧困による格差など青少年を取り巻く諸問題が多く起

こっています。この授業では、青少年を中心に社会問題化した事象を取りあげ、社会学的

な視点から読み解いていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

青少年は社会の変容を敏感に受け止めます。青少年を中心に非行問題や学校問題、家庭問

題を講義内で紹介して議論することで、現代社会の理解を深めることが本講義の目的とな

ります。私的な問題を公的な社会問題として捉える視点を身に付けることが本講義のねら

いとなります。 
 

■到達目標 

講義を通じて新たな視点から青少年問題を読み解く力を身に付けることが目標

となります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T52510200A （認定科目名：情報・メディア特殊研究１） 

授業科目 情報・メディア特殊研究１ 単位 1 

担当者 崔 銀姫 シラバスグループ T20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

メディアと「歴史の尺度」が示す未来 

 

■授業の概要 

本授業では『戦後と災後の間 ：溶融するメディアと社会』(吉見俊哉 2018.集英社）をテク

ストとしながら、我々の日常生活とメディア社会との関係性を「歴史の尺度」の射程から

考えます。授業はグループワークの形式を用いて、テキストのテーマを中心に個人発表や

グループ討論をメインとする形式で進めていきます。履修者には、テキストの講読をはじ

め、議論への活発な参加や、積極的な発言、そして設問テーマに関する論理的な思考が問

われます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①戦後のメディア社会の歩みを考えるための方法論や理論について論理的に説明できる。

|②災害とリスク社会、そしてメディアとの関係性を現実感のある事例を取り上げながらそ

の特徴や性格を実証的に説明できる。 
 

■到達目標 

テクストの主な内容や著者の見解をまとめられること。|戦後の日本社会におけ

る災害と情報社会との間の問題点と解決策を論理的に説明できること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード T52520200A （認定科目名：情報・メディア特殊研究２） 

授業科目 情報・メディア特殊研究２ 単位 1 

担当者 谷本 和也 シラバスグループ T20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

メディアの発展とコミュニケーションの変遷 

 

■授業の概要 

 本講義では、情報・メディアに関わる 新事例についてのケース・スタディと関連する

学術的なコンセプトや理論を並列的に取り上げる。特に、ソーシャルメディアのような新

しいタイプのメディアを通じたオンラインコミュニケーションに着目し、コミュニケーシ

ョンの変遷とその技術的、社会的な背景要因について考察する。| 講義は配付した資料を

ベースにした通常の講義形式で行うが、必要に応じて受講者の個々の発言を促すこともあ

る。そのため、受講者の積極的な参加を期待したい。 
  

■授業の目的・ねらい 

 情報・メディア分野の変化は目覚ましく、常に 新の技術や事例が更新され続けている。

本講義では、情報・メディア分野における 新技術や事例についての知識を身につけ、事

象の背後にあるメカニズムを理解すること、また、自身の専門分野に応用できるようにな

ることを目的としている。 
 

■到達目標 

 オンラインコミュニケーションに伴う広範な話題について取り上げるため、

それぞれについて技術的、社会的な背景要因を理解し、自分なりに説明できる

ようになることが到達目標として期待されている。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 後の授業で教室試験を実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 スクーリング出席状況や講義内での発言等を含めて、総合的に判

断を行う。特に、講義内での積極的な意見表明や建設的な情報提

供については高い評価を与える。 



授業コード T52580200A （認定科目名：情報・メディア実習１） 

授業科目 情報・メディア実習１ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

プログラミングに関する知識の習得とプログラムアルゴリズムの理解 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した内容をふまえ、より高度な JavaScript プログラムを作成する事を目指す。

順次処理、分岐処理、反復処理の基本構造、配列に加えて、関数等の文の構造を学習する

事によって、情報教員として、よりレベルの高いプログラミング能力の習得を目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は、情報教員免許所得のための講義であるので、情報教員としてプログラミング能

力の向上を目指す意味で重要な科目である。I 履修から一歩進んだ内容を扱い、より難易度

の高いプログラムを作成できるスキルを身に付ける事が目的である。実際には、関数やイ

ベントハンドラ等を学習し、より高度なプログラムを作成できる能力を習得することを目

指す。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、それに関するプロ

グラムを作成できるようになることが目標である。すなわち、順次、分岐、反復

処理を理解したプログラムを作成できるようになる、あるいは、配列や関数等

を用いたプログラムを作成できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T52580300A （認定科目名：情報・メディア実習１） 

授業科目 情報・メディア実習１ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

プログラミングに関する知識の習得とプログラムアルゴリズムの理解 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した内容をふまえ、より高度な JavaScript プログラムを作成することを目指

す。順次処理、分岐処理、反復処理の基本構造、配列に加えて、関数等の文の構造を学習

することによって、情報教員として、よりレベルの高いプログラミング能力の習得を目指

す。 
  

■授業の目的・ねらい 

本科目は、情報教員免許所得のための講義であるので、情報教員としてプログラミング能

力の向上を目指す意味で重要な科目である。I 履修から一歩進んだ内容を扱い、より難易度

の高いプログラムを作成できるスキルを身に付けることが目的である。実際には、関数や

イベントハンドラ等を学習し、より高度なプログラムを作成できる能力を習得することを

目指す。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、それに関するプロ

グラムを作成できるようになることが目標である。すなわち、順次、分岐、反復

処理を理解したプログラムを作成できるようになる、あるいは、配列や関数等

を用いたプログラムを作成できるようになることである。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T52590200A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報・メディア実

習３） 

授業科目 情報・メディア実習２ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

マルチメディアデータ編集に関する知識および技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した静止画や音、動画に関する知識、そして動画編集に関する技術の習得に引

き続き、動画編集を行う。素材の取得から動画編集、映像の作成までの一連の作業をスク

ーリングで行い、マルチメディアデータの操作方法に関する知識、技術を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

動画編集に関する知識の習得、そして実際にマルチメディアデータ編集技術の取得が本講

義の目的である。動画編集の過程は、1.企画の立案、2.絵コンテ等におけるコンテンツの完

成形の創造、3.素材の取得（撮影等）、4.データ編集というように、長いステップを要する

が、残念ながら講義時間の制約があり、講義時間内でこれら全てを行うことができないが、

これゆえ、3 の素材の取得と 4.マルチメディアデータの編集ができることを目的とする。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、動画編集ができる

ことが目標である。すなわち、編集の基本技術（取り込み、トリミング等の操作

等）、マルチメディアデータとしての編集技術（映像や音の操作）を修得するこ

とが達成目標となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T52590300A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報・メディア実

習３） 

授業科目 情報・メディア実習２ 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

マルチメディアデータ編集に関する知識および技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修で学習した静止画や音、動画に関する知識、そして動画編集に関する技術の習得に引

き続き、動画編集を行う。素材の取得から動画編集、映像の作成までの一連の作業をスク

ーリングで行い、マルチメディアデータの操作方法に関する知識、技術を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

動画編集に関する知識の習得、そして実際にマルチメディアデータ編集技術の取得が本講

義の目的である。動画編集の過程は、1.企画の立案、2.絵コンテ等におけるコンテンツの完

成形の創造、3.素材の取得（撮影等）、4.データ編集というように、長いステップを要する

が、残念ながら講義時間の制約があり、講義時間内でこれら全てを行うことができないが、

これゆえ、3 の素材の取得と 4.マルチメディアデータの編集ができることを目的とする。 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、動画編集ができる

事が目標である。すなわち、編集の基本技術（取り込み、トリミング等の操作

等）、マルチメディアデータとしての編集技術（映像や音の操作）を修得するこ

とが達成目標となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T52600200A （認定科目名：情報・メディア実習２/情報システム実

習） 

授業科目 情報システム実習 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

データベースシステムの構築 

 

■授業の概要 

I 履修で説明した、テーブル、リレーション、クエリの続きとして、アクセスのフォーム、

リポート、マクロについての学習を行い、データベース構築に関する知識をより深める。

リレーショナルデータベース構築の手順を、概観的ではあるが把握する。 
  

■授業の目的・ねらい 

データベースにおいて も重要な根幹は、I 履修で詳しく説明したテーブルの分け方とリ

レーションの組み方である。これがうまくいっていないデータベースはいずれ破綻してし

まう。したがって、I 履修の内容を理解する事が重要な目的となる。本来であるならば、

SQL 等を詳しく解説すべきところだが、残念ながら、講義時間が限られているため扱う事

ができない。I 履修にスクーリングでの学習を加えて、リレーショナルデータベースの構築

のステップを把握していただきたい。| 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、リレーショナルデ

ータベースの構築の段階を理解することが目標である。そして、 も重要なス

テップであるテーブルの作成と正規化がきちんとできるようになることも重要

な目的となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード 
T52600300A （認定科目名：情報システム実習/情報・メディア実習

２） 

授業科目 情報システム実習 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

データベースシステムの構築 

 

■授業の概要 

I 履修で説明した、テーブル、リレーション、クエリの続きとして、アクセスのフォーム、

リポート、マクロについての学習を行い、データベース構築に関する知識をより深める。

リレーショナルデータベース構築の手順を、概観的ではあるが把握する。 
  

■授業の目的・ねらい 

データベースにおいて も重要な根幹は、I 履修で詳しく説明したテーブルの分け方とリ

レーションの組み方である。これがうまくいっていないデータベースはいずれ破綻してし

まう。したがって、I 履修の内容を理解することが重要な目的となる。本来であるならば、

SQL 等を詳しく解説すべきところだが、残念ながら、講義時間が限られているため扱うこ

とができない。I 履修にスクーリングでの学習を加えて、リレーショナルデータベースの構

築のステップを把握していただきたい。| 
 

■到達目標 

I 履修の内容、そして本スクーリングの内容をふまえた上で、リレーショナルデ

ータベースの構築の段階を理解することが目標である。そして、 も重要なス

テップであるテーブルの作成と正規化がきちんとできるようになることも重要

な目的となる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T55220200A （認定科目名：情報通信ネットワーク実習） 

授業科目 情報通信ネットワーク実習 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

ネットワーク技術による情報発信技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修の復習、すなわち、HTML5 の復習（文書構造、画像挿入、リンク、表等）の後、

CSS(Cascading Style Sheets）の続きを学習する。現在の Web ページにおいては、HTML タ

グと Web ページの基本文書構造を決め、そのデザイン面は CSS が受け持つという潮流に

なっている。このことから、スクーリングでは CSS2.0 の命令体系や設定項目（ページ全

体、文字、画像、リンク等に関する設定、ボックスの概念等）を学習する。また、 近の

状況をふまえ、CSS3 にも多少触れる予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

情報発信手段の一つである Web ページを作成することを目的とする。具体的にはタグや

CSS に関する知識を習得して、自らが望むようなテーマ、デザインのサイトを作成できる

ことが本科目の目標である。講義で全てのタグや CSS の命令を取り上げることが困難なの

で、できれば自らが知らなかったタグや CSS の命令も調べて作り上げてほしい。 
 

■到達目標 

タグや CSS を用いて、あるテーマに基づいた Web ページを作成できることを目

的とする。Web デザイナーのための講義ではないので、サイトのデザインにつ

いてとやかく指示することはない。むしろ、全世界の人、障害者の人でも見や

すいようなサイトを作成するにはどうするか。情報の発信、受信について、ど

うしたら分かり良いのかについて、考えるきっかけとなってくれたら幸いであ

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード T55220300A （認定科目名：情報通信ネットワーク実習） 

授業科目 情報通信ネットワーク実習 単位 1 

担当者 長尾 文孝 シラバスグループ T30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 I･S 
 

■授業のテーマ 

ネットワーク技術による情報発信技術の習得 

 

■授業の概要 

I 履修の復習、すなわち、HTML5 の復習（文書構造、画像挿入、リンク、表等）の後、

CSS(Cascading Style Sheets）の続きを学習する。現在の Web ページにおいては、HTML タ

グと Web ページの基本文書構造を決め、そのデザイン面は CSS が受け持つという潮流に

なっている。このことから、スクーリングでは CSS2.0 の命令体系や設定項目（ページ全

体、文字、画像、リンク等に関する設定、ボックスの概念等）を学習する。また、 近の

状況をふまえ、CSS3 にも多少触れる予定である。| 
  

■授業の目的・ねらい 

情報発信手段の一つである Web ページを作成することを目的とする。具体的にはタグや

CSS に関する知識を習得して、自らが望むようなテーマ、デザインのサイトを作成できる

ことが本科目の目標である。講義で全てのタグや CSS の命令を取り上げることが困難なの

で、できれば自らが知らなかったタグや CSS の命令も調べて作り上げてほしい。 
 

■到達目標 

タグや CSS を用いて、あるテーマに基づいた Web ページを作成できることを目

的とする。Web デザイナーのための講義ではないので、サイトのデザインにつ

いてとやかく指示することはない。むしろ、全世界の人、障害者の人でも見や

すいようなサイトを作成するにはどうするか。情報の発信、受信について、ど

うしたら分かり良いのかについて、考えるきっかけとなってくれたら幸いであ

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 100 課題としているが、試験形式で行う。 

･その他 0  



授業コード TC0100190A （認定科目名：社会学理論研究） 

授業科目 社会学理論研究 単位 2 

担当者 大貫 挙学 シラバスグループ TC1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

主体と社会 

 

■授業の概要 

 社会学では、構造と行為、マクロとミクロ、客観と主観の関係の把握が、重要な論点と

なってきた。それらは、社会と主体の関係として捉え直すことができる。| 本授業では、

こうした観点から、社会学理論の射程と課題を考える。その際、社会学の隣接領域におけ

る理論・思想も参照したい。 
  

■授業の目的・ねらい 

 社会と主体の関係という観点から、社会学理論の視座を確認することが、本授業の目的

となる。 

 

■到達目標 

 授業で扱った主要な理論・概念を把握し、社会学理論の射程と課題を理解す

ること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC0500190A （認定科目名：ソーシャルマネジメント理論研究） 

授業科目 ソーシャルマネジメント理論研究 単位 2 

担当者 水上 象吾 シラバスグループ TC1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

市民の希求意識に基づく都市における緑の環境計画 

 

■授業の概要 

 都市では自然要素が乏しく人々の希求意識が高いことからも、緑環境の整備は都市政策

において重要な課題である。| 本講義は、都市における緑の環境評価を取り上げ、どのよ

うに環境を測るのか、環境指標を紹介する。また、都市の居住環境の変化に対し、住民の

自然に対する認識や行動がどのように作用するのか、緑の需要や効果について学ぶ。庭園

や公園の成り立ちから人と環境の関係を考え、都市という限られた空間において自然を享

受していくためにはどうすればよいかを考える。そして、未来の都市ではどのような環境

づくりを行っていったらよいかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

 自治体等の緑の環境計画について知り、現在の都市環境の状態や問題点を把握するとと

もに、評価や対応方法を考える。| 環境の範囲の違い、時系列の影響や環境計画の目的を

考慮し、具体的に環境を評価する視点を持つことを目的とする。より望ましい環境づくり

のためにはどうしたらよいか、自ら考える力を養い政策へいかせる提案を行う能力を伸ば

すことを目標とする。| 成績評価については 終講義後に行うレポート課題によって評価

する予定である。 
 

■到達目標 

 日頃何気なく見ている身近な環境や地域社会に興味をもち、日常の自分の行

動や意識は環境からどのように影響を受けているのか客観視する。現状では何

が問題か、より望ましい環境づくりのためにはどのようにしたらよいか、を考

える。既存の文献資料を読み解き、考察を深める能力を身につけることを目標

とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  与えられた課題に関して、「論題が明確か曖昧か」、「構成が論

理的か」、「議論（主張がきちんとされているか）」、「リサーチ（適

切な資料を見つけ用いているか）」、「創造性（テーマの選択や取

り扱いに独自の見解があるか）」による判断を行う。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC3110190A （認定科目名：社会学演習１（社会文化）） 

授業科目 社会学演習１（社会文化） 単位 2 

担当者 大谷 栄一 シラバスグループ TC1906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

現代日本の公共空間における宗教の役割――「お寺の社会活動」から考える 

 

■授業の概要 

宗教は個人の内面や心の問題であり、日本国憲法の政教分離の原則により、宗教団体は政

治や社会に関わることができない、という「常識」がある。この講義ではそうした「常識」

を相対化し、現代日本の公共空間で宗教が果たしている機能や役割、その意味について再

検討したい。|その具体的な事例として、現代日本の仏教者や仏教団体、寺院の社会活動（社

会問題の解決や人々の生活の質の維持・向上に寄与する活動）を取り上げる。子育て支援、

貧困問題、グリーフケア、終活、仏教系アイドルのプロデュース、NPO との協働、女性の

活動など、幅広い活動を紹介する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、現代日本の公共空間における宗教の役割（宗教の公共的役割）を再検討

することである。現代日本の宗教者や宗教団体は個人の私的領域への関与のみならず、社

会の公共的領域で積極的な社会参加を行っている。2000 年代以降の日本仏教界ではそう

した傾向が強まっている。とりわけ、2011 年の東日本大震災では数多くの仏教者や仏教

団体が被災地の復興支援活動に取り組み、そうした活動が社会的にも注目された。|この講

義では現代日本の仏教者や仏教団体の社会活動を、「宗教の社会貢献」や「宗教とソーシャ

ル・キャピタル」等の視点から分析し、「宗教の公益性・公共性」「新しい公共と宗教」「地

域ガバナンスへの参画」「宗教の社会福祉活動」「臨床現場への関わり」といったテーマ群

について考察することで、「現代社会と宗教」の関係に関する新たな見取り図を提示するこ

とをめざす。| 
 

■到達目標 

（1）宗教の社会活動（社会貢献活動）について知る。|（2）宗教の公益性・公

共性に関する議論を把握する。|（3）公共空間における宗教の役割を理解する。

| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC3120390A （認定科目名：社会学演習２（社会情報）） 

授業科目 社会学演習２（社会情報） 単位 2 

担当者 大場 吾郎 シラバスグループ TC3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

メディアコンテンツ産業の現状と展望 

 

■授業の概要 

メディアのデジタル化ならびにグローバル化は、経済、社会生活、文化、価値観、そして

コミュニケーションのあり方に大きな変化をもたらしてきた。例えば、日本には海外から

多種多様な映画やテレビ番組などコンテンツが流入し、一方で近年「クールジャパン」と

称されるように、日本のコンテンツも海外諸国で広く受容されている。これらコンテンツ

を、利益を追求する商業主義的産業と文化創造の担い手という、時として対立する 2 つの

側面から考察することは重要である。講義では、テレビ番組、映画、アニメ、音楽、ゲー

ムなどのコンテンツ産業を分野横断的に取り上げ、コンテンツの価値を 大化するビジネ

ススキームを考察・理解するとともに、そこでの課題について整理し、今後の方向性を議

論・検討してゆく。講義はセミナー形式とし、受講者の主体的な議論参加を促す。 
  

■授業の目的・ねらい 

メディア研究における理論的枠組みや方法論を理解し、それらを自らの関心領域における

調査・研究へ適用させる力を高める。また、講義に実際のコンテンツビジネスの事例や時

事問題を多く織り交ぜることで、ボーダーレスな高度情報化時代に生きる人として必要な

知識の習得を促す。 
 

■到達目標 

メディアコンテンツ産業および市場に関して理解を深めるとともに、学術的な

視点で考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC3130290A （認定科目名：社会学演習３（共生臨床）） 

授業科目 社会学演習３（共生臨床） 単位 2 

担当者 松田 智子 シラバスグループ TC2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

現代日本のワーク・ライフ・バランスを問い直す 

 

■授業の概要 

ワーク・ライフ・バランスや働き方改革に関する議論が活発化している。しかしながら、

現状をみると、男女ともに家庭と仕事のバランスに苦慮し、さまざまな困難やストレスを

抱えているのが実情である。日本のワーク・ライフ・バランスの実態は他の先進諸国と比

較しても低いことが指摘されているが、なぜ日本においては、仕事と生活のバランスが難

しいのか、ワーク・ライフ・バランスの実態や背景について改めて問い直し、今後の方向

性について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．日本におけるワーク・ライフ・バランス施策の流れと現状について理解する。|２．現

代日本の労働と生活の実態について、質的・量的側面から把握する。|３．ワーク・ライフ・

バランス改善にむけた対策について、マクロレベル（国の取り組み）、メゾレベル（企業・

地域の取り組み）、個人レベル（個人の取り組み）から検討を行う。 
 

■到達目標 

１．現代日本における男女のワーク・ライフ・バランスをめぐる実態について、

量的・質的な側面から把握する。|２．ワーク・ライフ・バランスのあり方を「生

活の質」という観点から改めて問い直す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC3140190A （認定科目名：社会学演習４（社会理論）） 

授業科目 社会学演習４（社会理論） 単位 2 

担当者 辰巳 伸知 シラバスグループ TC1905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

フランクフルト学派の学説史的位置づけについて 

 

■授業の概要 

本講義では、フランクフルト学派の社会理論上の特質に迫るために、その学説史的背景に

ついて講義する。具体的には、古典的マルクス主義や教条化した「正統」マルクス主義、

さらには西欧マルクス主義とフランクフルト学派の関係に言及し、フランクフルト学派の

社会理論にウェーバーやフロイト、ニーチェの学説がどのように関与したのか、また二度

の大戦とファシズムの猛威がどのように影響を与えたのか、という点について考察する。

また、フランクフルト学派第一世代以後の社会理論的展開、特にハーバーマスやホネット

が切り開いた新機軸について解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

フランクフルト学派の批判的社会理論の全体像を可能な限り明らかにすることを目的と

する。マルクス主義的社会理論と非マルクス主義的社会理論の関係、ならびにマルクス主

義的社会理論内部の対立と問題点、現代社会についてのとらえ方の相違や社会科学の方法

論についての対立について明確な理解に達することを目標とする。 
 

■到達目標 

批判的社会理論の根幹を理解すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.5  



授業コード TC3510190A （認定科目名：ソーシャルマネジメント演習１（環境）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント演習１（環境） 単位 2 

担当者 林 隆紀 シラバスグループ TC1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

世界のエネルギー事情 

 

■授業の概要 

エネルギー政策を考えるうえで、個別エネルギーの特徴を知り、世界のエネルギー事情を

知ることは必要不可欠である。まずエネルギーの歴史を概観し、現在の化石資源依存のエ

ネルギー問題の課題を明らかにする。さらに膨張するエネルギー需要について、途上国を

中心に調べ、これからの火力、原子力、自然エネルギーのバランスについて考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

（１）エネルギーの種類と性質について、正しい知識を得る。|（２）オイルピーク論につ

いて学び、化石資源利用の課題と対策について考える。|（３）ベースロード電源としての

原子力発電について、世界の情勢を踏まえて検討する。|（４）再生可能エネルギーの課題

と可能性について、仕組みと普及の関係を検討する。 
 

■到達目標 

（１）エネルギーの種類と性質について、正しく説明できる。|（２）オイルピ

ーク論を中心とした資源の限界を理解する。|（３）世界における原子力発電の

位置づけと課題について把握する。|（４）再生可能エネルギー普及を左右する

政策を知り、エネルギー問題を議論する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40 スクーリング授業内で学習した内容を踏まえての課題レポート

を課す 

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード TC3520190A （認定科目名：ソーシャルマネジメント演習２（環境）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント演習２（環境） 単位 2 

担当者 堀江 典子 シラバスグループ TC1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

公園から社会を考える 

 

■授業の概要 

明治 6 年に太政官布告によってわが国に「公園」が設置されてから 140 年あまり、都市公

園は近代都市を構成する不可欠な空間として整備され、管理されてきました。私たちの生

活の場である都市において、環境保全、レクリエーション、景観形成、防災をはじめさま

ざまな機能を担う公園は、公共財として、常に社会の動向やニーズとともに存在し、変容

しつづけています。|この授業では、都市公園に焦点を当てて、歴史的経緯を振り返ったう

えで、近年の動向、管理・運営の現状から、社会が抱えている課題と対応、そして今後の

公園の可能性について考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

私たちにとって身近な都市施設である公園が、時代ごとの課題にどのように対応してきて

いるかを知ることを通して、社会が抱える課題と対策について多角的に考える力を養うこ

とを目指します。|成績評価は、スクーリングでの議論への参加状況、及びリポート試験に

よって評価します。|リポート試験においては、スクーリングにおける学習内容を踏まえた

うえで、自らの地域の課題に対しての公園の現状とあり方についての考察を問うことにな

りますので、地域の公園を知ることとともに地域課題についての認識を深めておくことも

必要です。 
 

■到達目標 

公園を通して、社会が抱える課題と対策について多角的に考えることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100 リポート試験においては、講義内容を理解したうえで、実際に地

域の公園について地域課題との関係から考察することを求めま

す。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC3530290A （認定科目名：ソーシャルマネジメント演習３（地域）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント演習３（地域） 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ TC2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

農業公園と地域活性化：滋賀農業公園ブルーメの丘 

 

■授業の概要 

 本授業は、滋賀農業公園ブルーメの丘（滋賀県日野町）でフィールドワークを実施する。

農業や観光を消費する側からではなく、当地の生産者や住民の視点を体得し、組織運営の

現状、農業公園の長所や課題、改善点、今後の可能性などをヒアリングする。地域社会・

地域農業がいかに変化したか、開設による住民生活の利便性は向上したか、都市農業の可

能性などを理解し、地域社会の産業構造と働き方の変化を、生産者と住民の目線で学修す

る。 
  

■授業の目的・ねらい 

 農業公園でのフィールドワークを通して、第 1 次産業の担い手に多様な働き方が生ま

れ、地域住民のアメニティが向上している現状を理解することをねらいとする。オーディ

エンスを意識した発表方法も学び、集団討議に依拠したフィールドワーク力と現代社会を

分析する能力を体得することを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】フィールドワークの手法を実践に基づいて体得する。|【思

考・判断の観点】調査の信頼性、妥当性、一般性を高める方法を考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 フィールドノーツの記述内容を問う（授業の性格上、既往の論文

や報告書からの転載を評価しない）。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 50 成績評価の基準は、出席、発言、報告、レポートなどを総合評価

する。 



授業コード TC3540290A （認定科目名：ソーシャルマネジメント演習４（地域）） 

授業科目 ソーシャルマネジメント演習４（地域） 単位 2 

担当者 藤井 透 シラバスグループ TC2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

租税は近代国家において重要な役割をはたしている。本授業では、財政学の知見のみなら

ず政治経済学的方法で両者の関係を論じてみたい。 

 

■授業の概要 

税金といえば、消費税だという理解がメディアを通じて流されている。もちろん、消費税

は重要だが、それだけで国の歳入が賄われているわけではもちろんない。授業では、財政

の基本的特徴を把握することから、近年のタックス・ヘイブン、グローバル・タックスの

構想までを扱う。 
  

■授業の目的・ねらい 

租税に対する基本的な理解をふまえて、受講者に日本の財政、世界の財政の現状をきちん

と把握させる。そのうえで、グローバル化が進む世界経済において、望ましい税制のあり

方を考察する。 
 

■到達目標 

政治経済学的方法により、現代の国家と財政の関係を把握する。そして、グロ

ーバル化が進む世界経済での望ましい税制を提示する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC7100390A （認定科目名：社会調査論） 

授業科目 社会調査論 単位 2 

担当者 山口 洋 シラバスグループ TC3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

「創造の方法学」 

 

■授業の概要 

『創造の方法学』（高根正昭著、講談社新書、1979 年）を輪読して、調査・研究法に対す

る理解を深める。 

  

■授業の目的・ねらい 

調査・研究法は、ある分野での調査・研究活動の積み重ねの中で取捨選択され、改良され、

人から人へ伝えられて広まり、定着していくものである。調査・研究法のテキストの多く

は、そうして出来上がった「完成品」を我々に簡潔に示してくれる。しかしそうした「完

成品」に触れるだけで、なぜそうした方法が必要とされるに至ったのかを真に理解するこ

とは難しい。そのためには、現在多くのテキストで推奨されている方法論が作られ、広ま

り、定着するに至った過程を追体験するのがよい。その点、『創造の方法学』（高根正昭著、

講談社新書、1979 年）は、日本の大学で社会調査法・社会学研究法があまり教えられてい

なかった 1960 年代に、著者が米国の大学で方法論（量的・質的データの収集・分析法）

を学んで受けた衝撃を、読者が追体験できるように書かれている。この書物を輪読して、

調査・研究法に対する理解を深めたい。 
 

■到達目標 

テキストの各章の内容のうち、調査・研究とは何か、いかにあるべきかに関す

る部分を自分なりに理解・消化すること。それをふまえて自分ならどんな調査・

研究をするかを考えることが目標である。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 60%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC7200090A （認定科目名：地域公共政策論） 

授業科目 地域公共政策論 単位 2 

担当者 上田 道明 シラバスグループ TC0901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

政策立案・合意形成入門 

 

■授業の概要 

行政に限らない、様々な立場からの政策提案が求められる現代にあって、問題解決に資す

るだけでなく、幅広く合意を得ることのできる政策立案の手法を学ぶ。単に自らが正しい

と考えるだけでなく、客観的に見ても問題解決が期待できる、また多くの賛同者を得るこ

とのできる政策はどのようにすればデザインすることができるのかを考える.。 
  

■授業の目的・ねらい 

①行政だけに政策立案を任せることの限界を理解する。|②政策の実効性をチェックする技

術を学ぶ。|③幅広い合意を得るために、ステークホルダー分析を行い、合意形成のために

必要なことを想定してみる。 
 

■到達目標 

①政策立案に必要なスキルを身につける。|②合意形成に必要なプロセスを理解

する。|③（自分が作成したものに限ることなく）政策一般の評価ができるよう

になる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 70  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 同僚の報告に対する質問、コメントから講義内容の理解度を評価

します。 



授業コード TC7310090A （認定科目名：地域公共政策演習１） 

授業科目 地域公共政策演習１ 単位 2 

担当者 大藪 俊志 シラバスグループ TC0902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

分権型社会における地方自治 

 

■授業の概要 

 地方自治体は教育、福祉、公共資本など我々の日常生活に関わりの深い政策分野の多く

を担っている。授業では、地方自治の重要性と歴史的な展開を学び、そのうえで地方自治

体の統治構造と財政システムに対する理解を深める。さらに、近年における地方自治体行

政の改革の取組みを検討することと併せ、行政と地域社会との連携のあり方や地方自治制

度の課題と今後の展開の方向 性について学習を進めていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 民主政治の基盤としての地方自治の仕組みを学び、自治体が直面する課題と今後の方向

性を考察する。 | 

 

■到達目標 

１．現代社会における地方自治の意義と役割、歴史的経緯、地方自治の類型に

ついて説明できるようになる。|２．地方自治体の統治と財政のシステム（地方

公務員制度を含む）に関する理解を深める。|３．日本の地方自治が直面してい

る課題を把握するとともに、今後のあり方について受講者自身の議論を展開で

きるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード TC7320090A （認定科目名：地域公共政策演習２） 

授業科目 地域公共政策演習２ 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ TC0903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

関西における産業観光のフィールドワーク 

 

■授業の概要 

 産業観光とは、歴史的・文化的に価値ある工場や機械などの文化財や製品を通じて、も

のづくりの心にふれることを目的とした観光を指す。本授業は、佛教大学近辺の産業観光

施設として、京都鉄道博物館（京都市）およびパナソニックミュージアム 松下幸之助歴史

館（門真市）を訪れ、商品開発や産業観光の発展などについてヒアリングする。製造工程

の機械化と分業の徹底によって、大量生産が可能となったが、組織や勤労者の日常はどの

ようなものか。現在における産業社会を現場で理解するとともに、産業観光の可能性を考

察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 京都界隈におけるフィールドワークを通して、製造現場の観光地化、閉じた空間から開

かれた空間への変容、勤労者の働き方や私生活に多様性が生まれている現状と今後の課題

を理解することをねらいとする。オーディエンスを意識した発表方法も学び、集団討議に

依拠したフィールドワーク力と現代社会を分析する能力を体得することを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】フィールドワークの手法を実践に基づいて体得する。|【思

考・判断の観点】調査の信頼性、妥当性、一般性を高める方法を考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50 フィールドノーツの記述内容を問う（授業の性格上、既往の論文

や報告書からの転載を評価しない）。 

･その他 50 成績評価の基準は、出席、発言、報告、レポートなどを総合評価

する。 



授業コード TC7330090A （認定科目名：地域公共政策演習３） 

授業科目 地域公共政策演習３ 単位 2 

担当者 野﨑 敏郎 シラバスグループ TC0904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

中山間地域の地域振興策 

 

■授業の概要 

この授業では、テキスト学習によって、中山間地域にかかわる諸問題・諸課題を整理する。

また、南丹市美山におけるフィールドワークを実施し、中山間地域における地域振興の取

り組みについて、聴き取り調査を行う。そこでは、地域資源の活用、都市―農村交流の推

進、地域における人材の育成、地域社会の持続的活性化の方策などがテーマとなる。そし

て、テキスト学習とフィールドワークとを関連づけ、グループワークとディスカッション

を実施することによって、中山間地域における有効な取り組みのありかたを探究する。|な

お、本演習は地域公共政策士プログラムを構成する科目である。 
  

■授業の目的・ねらい 

テキスト学習、フィールドワーク、グループワーク、ディスカッションを通して、地域社

会における問題を解決するためのプロジェクトを主導的に発動し遂行できる能力を獲得

する。 
 

■到達目標 

受講者が、テキスト学習、フィールドワーク、グループワーク、ディスカッショ

ンを通じて、地域社会における問題解決にかんする有益な知見を得て、必要な

方策を探り、その解決のための手法を提示し、それを実践する能力を獲得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード V00010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ T20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び 

 

■授業の概要 

本講義では、大学で勉強していくうえで必要なスキルを身につけてもらう。大学での学習

では、自分に必要な情報を得るために文献やインターネットを活用するスキル、学術的な

文章を読むスキル、レポートの作成のためのスキル、プレゼンテーションのためのスキル

などが必要になる。皆さんが順調に大学での学習を進め、卒業レポートを無事完成させる

ために必要なものである。真剣に取り組まれたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

大学での勉強のためのスキルを磨く 

 

■到達目標 

①自身に必要な文献を図書館で探すことができる。|②インターネットを活用し

て必要な情報を得るとともに、そうした情報を活用するための情報リテラシー

を身につけている。|③基本的な作法を踏まえてリポートを作成することができ

る。|④他人の意見に十分に耳を傾けながら、自分の考えを論理的かつ分かりや

すく相手に伝え、議論を進めることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V00010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックスキルを身につける 

 

■授業の概要 

大学での学びには、学びたいという意志だけでなく、学ぶためのスキル（技能）がいくら

か必要となります。たとえば、知りたい情報にアクセスし入手するスキル、収集した情報

を読解し仕分けするスキル、学んだことを他者と議論して深めるスキル、学び得た知見を

まとめて発表するスキルなどが、そうです。|この講義では、そうした「よりよく学ぶ」た

めの前提となるスキルを、順に習得してゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

つぎの 5 点のスキルを習得する|（1）情報を適切に効率よく収集する|（2）情報を読解・分

析する|（3）調査結果を議論し検討する|（4）調査結果を文書にまとめ発表する|（5）調査

結果を口頭で発表する 
 

■到達目標 

（1）情報を適切に効率よく収集できる|（2）情報を読解・分析できる|（3）調

査結果を議論し検討できる|（4）調査結果を文書にまとめ発表できる|（5）調査

結果を口頭で発表できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード V01010100A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会学の視点からみた現代社会 

 

■授業の概要 

社会のなかには、「問題」とされる現象がさまざまに生じています。そして、その「問題」

のされ方をみれば、「そんなことはあってはならない事態だ」という価値観がそこに張りつ

いていることが見えてきます。|この講義では、時事的な話題を多くとりあげながら、社会

の「問題」（を構成する価値観）について理解を深めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景について、洞察を得る|（2）ケースス

タディをとおして、自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できるようにな

る 
 

■到達目標 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景まで考察の対象とできる|（2）

自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード V01010200A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 山本 彩乃 シラバスグループ T20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会を読み解くための社会学理論 

 

■授業の概要 

世の中では様々なことが起きている。|その起きている出来事に対し、ただ眺めるのではな

く、その背後にある構造を見つめ、あらゆる常識を問い直すのが社会学である。||本講義で

は実際の社会現象を例に挙げ、社会学的に考えることを行う。|例を挙げると、現代社会を

覆う「グローバライゼーション」、未だ根深く残る「植民地主義」、報道の在り方を問う「メ

ディアリテラシー」、日韓共にベストセラー作品になった小説を通して見る「性差別」、「少

子高齢社会」によって起きる問題、様々な文化的な背景を持った人との共存を課題とする

「多文化共生」、「現代社会と宗教」等といった、幅広い現代社会の課題を扱い、これを社

会学的に読み解いていく。||担当教員による解説の後、参加者全員で討論を行い、理解を深

め知識を定着させていく、アクティブラーニング形式の講義で進める。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会現象を表面的に捉えるのではなく、社会学の理論・学説を用いて分析し、その深層

につい |   て考えることができるようになる。||②アクティブラーニング（討論）を通し

て、発言し、考えることで、社会学の基本的な知識・方 |   法を身につける。||||     ||||||| 
 

■到達目標 

①授業で取り扱った社会学理論の概略を説明できるようになる。|     |②

授業で扱った社会学の方法を用いて、社会現象について説明できるようになる。

| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 討論における発言・コメントシートで評価 

･その他 0  



授業コード V01020100A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共の哲学 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ T10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

公共の哲学 

 

■授業の概要 

 本授業は、公共性をキーワードとして、公的な領域と私的な領域の双方に公共問題とし

て取り組むべき課題を析出し、かかる課題を市民の視点で解決するための方法を学修す

る。公共性の概念を再定義し、新しい公共性の創造に向けて地域社会の具体的現実に則し

た施策を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本授業は、わが国の公共政策に関する現状把握のうえで、履修者各人が地域社会におけ

る身近な社会問題について、その実態を正確に理解して課題解決を図るための施策を提起

する力量を総合的に養うことをねらいとする。民主主義を基軸として社会的課題を検討す

ることを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】設計、決定、実施、評価の公共政策の過程を理解する。|

【思考・判断の観点】住民が知識を身につけて社会問題を解決する条件を考察

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業内容の理解と考察を評価する。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 出席、発言、ディスカッションの内容を総合的に評価する。 



授業コード V01020200A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共の哲学 単位 2 

担当者 白石 哲郎 シラバスグループ T20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会における「公共」の望ましいあり方や、公私関係の課題や展望について考える 

 

■授業の概要 

日本における公共的な問題は、これまで行政主導で進められてきた。しかし、箱物行政と

いった言葉があるように、「公共の福祉」の名のもとに行われてきた様々な事業が本当に市

井の人びとのためになっているかといえば、疑わしい面もある。さらに財政問題なども相

まって、行政だけでは公共的な役割を担いきれなくなってきているのも事実である。本講

義では、市民が主体の公共的な社会の構築は可能なのか、また、市民と行政のパートナー

シップの前進に寄与しうる「新しい公共」のあり方として、いかなる制度や実践がその候

補となるのか、これらの課題を中心に話をしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、家族関係、近隣関係、教育、医療・福祉、労働、景観など、地域社会と

いう身近な生活世界に潜在している公共的な問題を見つけ出し、それらの解決へ向けて、

行政や NPO 等の中間団体と協働していく重要性を理解することにある。また本講義のねら

いは、紹介した公共や公私関係にかんする理論や概念を、問題解決の「手立て」として活

かせる応用的な思考力を受講生各自が身につけることにある。| 
 

■到達目標 

①公共というものが、抽象的・観念的な存在ではなく、私たちの日常生活と切

り離して考えることのできない具体的・経験的な存在であるということを理解

すること。|②授業で得た情報や社会学的な知識・概念を、受講生が地域の一生

活者として実際に関心を抱いている、あるいは実際に当事者としてたずさわっ

ている問題について考えなおしたり、捉えなおすためのツール(道具)として役立

てることができるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03010200A （認定科目名：公共政策学講読１） 

授業科目 公共政策学講読１ 単位 1 

担当者 藤井 透 シラバスグループ V20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

経済学は「幸福」を探求する科学である。しかし、経済学は一般にはそうは思われていな

い学問であり、また、「幸福」も簡単には定義できない用語である。本講読では、「幸福」

を探求する経済学のひとつの試みを理解したい。 
 

■授業の概要 

受講生が購入する必要はないが、スキデルスキーのテキストを読み、経済学と「幸福」の

関係を歴史的かつ論理的に探究する。 

  

■授業の目的・ねらい 

経済学の基礎的な理解を深める。そして、従来の経済学がどのような観点で「幸福」を理

解していたか、そして、今日の経済学者が「幸福」をどのようなものと把握しているか、

後に「幸福」を実現するにはどのような政策が考えられるかを理解する。 
 

■到達目標 

基礎的な経済学の用語と論理を把握する。そして「幸福」に対する経済学のア

プローチを理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03020200A （認定科目名：公共政策学講読２） 

授業科目 公共政策学講読２ 単位 1 

担当者 長光 太志 シラバスグループ V20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

正義論の名著の概要を理解しつつ、それを整理しレジュメにまとめ発表する。 

 

■授業の概要 

「正義論」は、現代の社会や国家の在り方を考える上で、重要な補助線となる議論である。

また代表的な論者の立場が、ある程度、対抗軸を形成しており、その意味で、「テキストを

読み、情報を整理して発信するトレーニング」の題材としても都合が良い。そこで、本授

業では、比較的コンパクトにこの分野の重要文献をまとめた中山元の「正義論の名著 (ち

くま新書)」を教材にして、そこに取り上げられている正義論の代表的な論者の意見をまと

め、その違いを理解する。特にジョン・ロールズの議論を中心に、ノージック、マイケル・

ウォルツァー、マイケル・サンデルの立ち位置を理解することを目的とする。 
  

■授業の目的・ねらい 

正義論に関する見識を深めてもらうことが第一義的な目的であるが、同時にそれをまとめ

て発信することで、レジュメの作成法や発表の仕方についても学んでもらう。 

 

■到達目標 

受講生が、授業で取り上げられる論者に関して、テキストに従ってレジュメを

作成し、発表する。この一連の流れを通じて、正義論に関する見識を深める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 論述試験を予定している 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 25%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.25  

･その他 0  



授業コード V03030100A （認定科目名：公共政策学演習１） 

授業科目 公共政策学演習１ 単位 1 

担当者 関谷 龍子 シラバスグループ V10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代のまちづくりとその担い手 

 

■授業の概要 

これまでの日本のまちづくりは、人口増加とピラミッド型人口構成の社会を前提にしてい

た。しかし都市部・農村部とも人口減少と少子高齢化が進行し、従来型のあり方への再考

が必要になった。その舞台である地方自治体も、地方分権のかけ声とは裏腹に財源の縮小

を余儀なくされ、施策の変更や縮小を迫られている。公共・まちづくりの担い手も、行政

だけでなく「民」に役割が求められるようになってきた。 | このような趨勢を踏まえて、

各地のまちづくりのあり方や担い手をどう捉え、評価するかについて検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

受講者が、自分の生活圏にある自治体に於けるまちづくりや担い手について調べ、報告し、

討議に参加し、そのあり方を検討する。 

 

■到達目標 

自分の生活圏にある自治体に於けるまちづくりや担い手について調べ、報告し、

討議に参加し、そのあり方を検討する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 発言、討議への参加 

･その他 30 事前提出課題 



授業コード V03040100A （認定科目名：公共政策学演習２） 

授業科目 公共政策学演習２ 単位 1 

担当者 久保 壽彦 シラバスグループ V10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

卒業論文の中間報告 

 

■授業の概要 

本演習は、各受講生が取り組んでいる「卒業論文」の中間報告の場である。現段階での進

捗度合いや研究上の諸課題を報告し、今後の課題や進め方を学ぶ。また、報告を通して、

受講生の異なる問題意識や研究テーマを概観し、各受講生の幅広い社会問題への関心と知

見及び政策力に触れ、自身の論文の完成力を高める。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①課題研究論文の書き方、準備の仕方を身につけることを目的とする。|②報告とデスカッ

ションを通して、卒業論文作成までの諸課題を再認識する|③全講義出席すること 

 

■到達目標 

公共政策に係る問題意識の醸成とその解決にむけた専門知識の習得、さらには

解決に向けたアプローチを立案できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 80 卒業論文第１稿・第２講の発表やその他のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝな、授業

態度などにより評価する。 

･その他 0  



授業コード V03050200A （認定科目名：公共政策学実習１） 

授業科目 公共政策学実習１ 単位 1 

担当者 原田 徹 シラバスグループ V20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

パソコンを活用した資料作成と発表の実習 

 

■授業の概要 

パソコンを使った文章、プレゼンテーション用資料（スライド）、表やグラフの作成方法と

それらを用いた発表方法を学ぶ。基本的な進め方として，ソフトウェアの操作方法を簡単

に学んだあと，それに関連した課題に対し学生自らが取り組んでもらう。また，作成した

スライドを用いて，授業中にプレゼンテーションを行ってもらう。なお、この授業は受講

生がパソコンにあまり触れたことのない学生であることを前提として授業を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

コンピュータの基礎的な知識・スキル・マナーを習得し、自らの公共政策の学習・研究に

おいてコンピュータを活用できるようになる。 

 

■到達目標 

パソコンを使って資料探索から自らの資料作成を遂行し、それらのパソコンス

キルを活用しつつ、プレゼンテーション（発表）できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 40 終的なプレゼンテーション（発表）を評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 60 授業内に、主に Word と Excel の実習課題を複数行い、それを評

価する。 

･その他 0  



授業コード V03060200A （認定科目名：公共政策学実習２） 

授業科目 公共政策学実習２ 単位 1 

担当者 山本 桂子 シラバスグループ V20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都とまちづくり 

 

■授業の概要 

設定されたテーマに基づきフィールドワーク（現地調査）を行う。１日目は、今回のフィ

ールド（現地）についての事前学習とインタビューの準備を行う。２日目は、実際に現地

に赴いて、現地の視察とインフォーマントへのインタビューを行い、社会調査のプロセス

を経験する。さらに、３日目では、調査資料の整理・分析、報告を行い、各自の「調査報

告レポート」を作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会調査のプロセスを経験し、問題解決への実践的な力を養うことを目的とする。実際の

フィールドワークを通して、調査手法や調査資料の整理・分析・報告の仕方を理解し、調

査報告書の作成ができるようになることを目標とする。 
 

■到達目標 

実際のフィールドワークを通して、調査手法や調査資料の整理・分析・報告の

仕方を理解し、調査報告書の作成ができるようになる.| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 フィールドワークへの参加態度を含む 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 出席状況を含む 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03110200A （認定科目名：環境・コミュニティ特殊研究１） 

授業科目 環境・コミュニティ特殊研究１ 単位 1 

担当者 水上 象吾 シラバスグループ V20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

環境の評価－人間社会と自然環境の境界と共生－ 

 

■授業の概要 

 人間活動と自然環境のあいだには対立や矛盾が生じている。限られた空間での両者の共

生には、環境のあり方を考え評価を行うことが必要となる。環境とは生物をとりまく外的

な総体であり、自然環境、人間のつくりだした人工環境や生活環境などさまざまな範囲や

捉え方がある。特に人間を中心として考えると、環境問題とは人と環境との相互の関係か

ら環境に変化が生じる問題である。| 講義では、どのように環境を測るのか、具体的な生

物指標等を取り上げ評価方法を学ぶ。また、人々の自然観、実際の空間の利用調整のあり

方を取り上げ、都市・人間社会と自然との境界や共存のあり方を考える。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 環境という多様で複合的な全体の評価を行っていくためには、それを切り取るため、環

境指標による調査と評価が必要なことを理解する。身近な環境に問題や課題がないか、ど

のように環境を測ったらよいか、自ら考える力を養うことを目標とする。| 環境問題は人

間と環境との関係において複雑に関連しあっていること、多様な視点から環境を捉える必

要があることを理解する。環境の捉え方には、環境の規模、時間軸、自然観など、範囲、

対象や立場などの異なる視点があり、各視点から環境の全体像を考えていくことを目標と

する。| 多様な観点での評価がある中で、どのように焦点を定め、評価を行っていくかを

考える力を身につけることを目標とする。 
 

■到達目標 

 環境という多様で複合的な全体の評価を行っていくためには、それを切り取

るため、環境指標による調査と評価が必要なことを理解する。身近な環境に問

題や課題がないか、どのように環境を測ったらよいか、既存の文献資料を読み

解き、考察を深める能力を養うことを目標とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100 与えられた課題に関して、「論題が明確か曖昧か」、「構成が論理

的か」、「議論（主張がきちんとされているか）」、「リサーチ（適切

な資料を見つけ用いているか）」、「創造性（テーマの選択や取り

扱いに独自の見解があるか）」による判断を行う。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03120200A （認定科目名：環境・コミュニティ特殊研究２） 

授業科目 環境・コミュニティ特殊研究２ 単位 1 

担当者 野﨑 敏郎 シラバスグループ V20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

江戸時代の社会システムと近代―地域・生活・生産― 

 

■授業の概要 

江戸時代から明治初期にかけては、日本の社会が大変動をきたした時期です。この時代は、

農業を中心として、日本社会の基盤整備がすすんだ時代でもあります。この時代の生産と

生活を読みといていくと、そのなかから日本社会の特質を見つけだすことができます。そ

れはその後現代にいたるまでわれわれの社会を規定しつづけてきたものです。| しかも、

江戸期の日本では、長期にわたる繁栄とともに、循環型社会システム、衛生的な都市生活

が実現されていました。それはなぜなのか、また江戸期の社会生活の基盤をなす村と家の

構造、および近代的発展の前提となる生産力の上昇と農民層分解はどのようなものだった

のかも重要な考察課題です。こうした諸点に説きおよび、われわれが汲みとるべき歴史的

教訓を考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 歴史的事象の解明を通じて、われわれの社会がいかに歴史的に規定されているか、また

近現代の社会は、その展開過程のなかで何を失ったのか、また二十一世紀の新しい社会の

ありかたを展望するうえで、江戸期の経験がどのような手がかりを与えてくれるのかを理

解することが重要です。 
 

■到達目標 

 この講義を通じて、日本社会の特質がどの時代にどのような要因によって規

定されていったのかを理解し、それを応用して、日本社会がどのように変わっ

ていくか、またどのように変革することが可能なのかを、受講生が自力で考察

できるようになることが目標です。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 自筆ノートのみ参照可 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03130100A （認定科目名：公共マネジメント特殊研究１） 

授業科目 公共マネジメント特殊研究１ 単位 1 

担当者 堀江 典子 シラバスグループ V10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

都市空間のマネジメント 

 

■授業の概要 

 都市への人口集中が進み、「都市の時代」が到来しています。少子高齢化社会、人口減少

化社会、格差社会の進行とともに都市間競争、地域間格差が顕在化しています。歴史を振

り返れば、これまでにも数多の都市や地域の盛衰がありました。現在の都市空間は地域の

コミュニティの選択の結果でもあり、これからどのような都市を形成し、その環境を生活

の場としていくかは、今を生きている私たちの選択次第でもあるのです。| 本講座では、

都市とは何かを理解したうえで、私たちが安全・安心・快適に生活していくための都市空

間の形成について考えます。まず都市論として、都市の概念を整理し、都市化と都市問題

について考えます。次に、都市計画・まちづくり論として、都市計画思想と日本における

都市計画の歩みを振り返ります。さらに、市民参加、ユニバーサルデザイン、水と緑、防

災などの観点、コンパクトシティ、スマートシティ、文化芸術活動による地域再生など近

年の取り組み事例も参考にしながら、これからの都市のあり方について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 都市問題の克服の歴史的経緯を知り、私たちの生活の場である都市空間をより良い状態

で維持あるいは向上させていく必要性と、そのために何が求められるのかを理解し、自ら

の問題として考える力を身につけていくことを期待します。| 
 

■到達目標 

都市化と都市問題について理解し、都市問題克服のための思想がどのように都

市計画に反映されて現在の都市空間が形成されてきたのかを踏まえて、これか

らの都市のあり方について考えることができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V03140100A （認定科目名：公共マネジメント特殊研究２） 

授業科目 公共マネジメント特殊研究２ 単位 1 

担当者 野﨑 敏郎 シラバスグループ V10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近代日本の地方自治と地域社会 

 

■授業の概要 

 近代日本の地方自治は、その形成・確立当初から、多くの問題を抱えていました。その

複雑な歩みを整理して叙述し、自由民権運動の自治要求、委任事務の問題、財政構造の問

題性、上意下達構造、内務省支配の矛盾、地方自治制の運営上の困難、昭和恐慌下の地域

構造再編、両税委譲運動、GHQ による改革指導と地方自治法、農地改革への動きなどを概

観します。また、そうした近代地方自治の諸問題を理解することによって、今日のわれわ

れの抱えている地域問題への新しい視座を探ります。 
  

■授業の目的・ねらい 

 今日、大規模な市町村合併が完了し、新しい自治体のありかたが模索されているなかで、

自治体の本質と課題とがあらためて問い直されています。いったい自治体とはどのような

性格を有するのか、そもそも自治とはどのようなものか、あるいはどうあるべきものか、

こういった点が問われています。そこで、この授業では、過去から現在にいたるまで、日

本の自治体はどのような歩みを刻んできたのかを確認し、そのなかからわれわれが受け継

ぐべきものと克服すべきものとを考察します。 
 

■到達目標 

 第一に、明治維新から第二次世界大戦の終結にいたるまでの日本の国民国家

のありかたを考察し、国家にとって地方自治とはなんだったのかを理解するこ

と、また第二に、きわめて制約が大きいなかでも、新しい地方のありかたを模

索する動きは顕著にみられたので、そうした地域政治や地域社会の動向をも理

解すること、この二点を到達目標とします。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 自筆ノートのみ参照可 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
V05510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
V05510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
V05520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
V05520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
V05530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
V05530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
V05540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
V05540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
V05540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
V05540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード V05570300A （認定科目名：専門総合７） 

授業科目 専門総合７ 単位 2 

担当者 金 佑榮 シラバスグループ T30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本経済を考える。 

 

■授業の概要 

経済を理解するには、データを見ることが不可欠である。本講義では、日本経済の実態や

問題を明らかにするため、 新のデータを用いて具体的な説明を行う。また、日本経済が

抱えている問題について、何が問題なのか、どう解決すべきなのかを、様々な受講生と共

に議論してみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本経済について、自らの問題として考えてみることで、経済への興味をもち、自分で調

べて、自分で考える力を身につける。 

 

■到達目標 

日本経済のしくみと課題を理解し、経済現象自体への関心や、自分自身の問題

意識を高める。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 教員により与えられた自分の担当個所について、レジュメを作成

し報告する。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V07180100A （認定科目名：調査研究演習１） 

授業科目 調査研究演習１ 単位 2 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ T10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

質的調査の考え方と技法 

 

■授業の概要 

質的な社会調査のための方法論を検討し、テーマに応じた調査設計を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

目的の第一は学生各人が質的調査を実施する観点に立って質的調査の意義や倫理を検討

することであり、目的の第二は質的調査の技法を習得することである。おもに参与観察と

インタビュー調査の事例を紹介し、まず倫理的問題とラポールの必要性やその功罪につい

て検討する。つぎに参与観察やインタビュー調査の理論的背景と調査技法を習得する。|イ

ンタビュー調査の理論や基本的な流れを知った上で、受講生の問題関心に応じて調査設計

を行う。 
 

■到達目標 

質的調査の調査設計を実際に行い、複数の先行研究を踏まえた上で、調査にあ

たって必要な準備を完了すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード V07190300A （認定科目名：調査研究演習２） 

授業科目 調査研究演習２ 単位 2 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ T30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

質的調査の実施と報告書の作成 

 

■授業の概要 

各種データの分析、先行研究との比較、報告書の作成が課題になる。受講生ごとに調査ス

ケジュールを作成し、先行調査の収集、検討を行ない、各種質的データをデータベース化

する。本調査の進捗度や状況に合わせてテーマやサブテーマの修正も行う。 終的にデー

タベースソフトで各種データを関連づけて分析し、報告書を作成する。|個々人の調査結果

に基き、報告書を完成させる。 
  

■授業の目的・ねらい 

実際に調査を行い、得られたデータを適切に処理して調査の結論までを導出すること。 

 

■到達目標 

社会学的な問題関心によって実施された調査データを、本格的に分析して一定

の帰結を導き出すこと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード V50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 三重野 雄太郎 シラバスグループ T20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び 

 

■授業の概要 

本講義では、大学で勉強していくうえで必要なスキルを身につけてもらう。大学での学習

では、自分に必要な情報を得るために文献やインターネットを活用するスキル、学術的な

文章を読むスキル、レポートの作成のためのスキル、プレゼンテーションのためのスキル

などが必要になる。皆さんが順調に大学での学習を進め、卒業レポートを無事完成させる

ために必要なものである。真剣に取り組まれたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

大学での勉強のためのスキルを磨く 

 

■到達目標 

①自身に必要な文献を図書館で探すことができる。|②インターネットを活用し

て必要な情報を得るとともに、そうした情報を活用するための情報リテラシー

を身につけている。|③基本的な作法を踏まえてリポートを作成することができ

る。|④他人の意見に十分に耳を傾けながら、自分の考えを論理的かつ分かりや

すく相手に伝え、議論を進めることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックスキルを身につける 

 

■授業の概要 

大学での学びには、学びたいという意志だけでなく、学ぶためのスキル（技能）がいくら

か必要となります。たとえば、知りたい情報にアクセスし入手するスキル、収集した情報

を読解し仕分けするスキル、学んだことを他者と議論して深めるスキル、学び得た知見を

まとめて発表するスキルなどが、そうです。|この講義では、そうした「よりよく学ぶ」た

めの前提となるスキルを、順に習得してゆきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

つぎの 5 点のスキルを習得する|（1）情報を適切に効率よく収集する|（2）情報を読解・分

析する|（3）調査結果を議論し検討する|（4）調査結果を文書にまとめ発表する|（5）調査

結果を口頭で発表する 
 

■到達目標 

（1）情報を適切に効率よく収集できる|（2）情報を読解・分析できる|（3）調

査結果を議論し検討できる|（4）調査結果を文書にまとめ発表できる|（5）調査

結果を口頭で発表できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード V51010100A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 二階堂 祐子 シラバスグループ T10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会学の視点からみた現代社会 

 

■授業の概要 

社会のなかには、「問題」とされる現象がさまざまに生じています。そして、その「問題」

のされ方をみれば、「そんなことはあってはならない事態だ」という価値観がそこに張りつ

いていることが見えてきます。|この講義では、時事的な話題を多くとりあげながら、社会

の「問題」（を構成する価値観）について理解を深めていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景について、洞察を得る|（2）ケースス

タディをとおして、自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できるようにな

る 
 

■到達目標 

（1）社会のなかで「問題」とされていることの背景まで考察の対象とできる|（2）

自らの周りで生じている事象に、社会学の知見を援用できる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 35  

･授業内試験 0  

･授業内課題 35  

･その他 0  



授業コード V51010200A （認定科目名：現代社会論） 

授業科目 現代社会論 単位 2 

担当者 山本 彩乃 シラバスグループ T20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会を読み解くための社会学理論 

 

■授業の概要 

世の中では様々なことが起きている。|その起きている出来事に対し、ただ眺めるのではな

く、その背後にある構造を見つめ、あらゆる常識を問い直すのが社会学である。||本講義で

は実際の社会現象を例に挙げ、社会学的に考えることを行う。|例を挙げると、現代社会を

覆う「グローバライゼーション」、未だ根深く残る「植民地主義」、報道の在り方を問う「メ

ディアリテラシー」、日韓共にベストセラー作品になった小説を通して見る「性差別」、「少

子高齢社会」によって起きる問題、様々な文化的な背景を持った人との共存を課題とする

「多文化共生」、「現代社会と宗教」等といった、幅広い現代社会の課題を扱い、これを社

会学的に読み解いていく。||担当教員による解説の後、参加者全員で討論を行い、理解を深

め知識を定着させていく、アクティブラーニング形式の講義で進める。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会現象を表面的に捉えるのではなく、社会学の理論・学説を用いて分析し、その深層

につい |   て考えることができるようになる。||②アクティブラーニング（討論）を通し

て、発言し、考えることで、社会学の基本的な知識・方 |   法を身につける。||||     ||||||| 
 

■到達目標 

①授業で取り扱った社会学理論の概略を説明できるようになる。|     |②

授業で扱った社会学の方法を用いて、社会現象について説明できるようになる。

| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 討論における発言・コメントシートで評価 

･その他 0  



授業コード V51020100A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共性と社会 単位 2 

担当者 河内 良彰 シラバスグループ T10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

公共の哲学 

 

■授業の概要 

 本授業は、公共性をキーワードとして、公的な領域と私的な領域の双方に公共問題とし

て取り組むべき課題を析出し、かかる課題を市民の視点で解決するための方法を学修す

る。公共性の概念を再定義し、新しい公共性の創造に向けて地域社会の具体的現実に則し

た施策を検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

 本授業は、わが国の公共政策に関する現状把握のうえで、履修者各人が地域社会におけ

る身近な社会問題について、その実態を正確に理解して課題解決を図るための施策を提起

する力量を総合的に養うことをねらいとする。民主主義を基軸として社会的課題を検討す

ることを目指す。 
 

■到達目標 

【知識・理解の観点】設計、決定、実施、評価の公共政策の過程を理解する。|

【思考・判断の観点】住民が知識を身につけて社会問題を解決する条件を考察

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業内容の理解と考察を評価する。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 出席、発言、ディスカッションの内容を総合的に評価する。 



授業コード V51020200A （認定科目名：公共の哲学/公共性と社会） 

授業科目 公共性と社会 単位 2 

担当者 白石 哲郎 シラバスグループ T20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

現代社会における「公共」の望ましいあり方や、公私関係の課題や展望について考える 

 

■授業の概要 

日本における公共的な問題は、これまで行政主導で進められてきた。しかし、箱物行政と

いった言葉があるように、「公共の福祉」の名のもとに行われてきた様々な事業が本当に市

井の人びとのためになっているかといえば、疑わしい面もある。さらに財政問題なども相

まって、行政だけでは公共的な役割を担いきれなくなってきているのも事実である。本講

義では、市民が主体の公共的な社会の構築は可能なのか、また、市民と行政のパートナー

シップの前進に寄与しうる「新しい公共」のあり方として、いかなる制度や実践がその候

補となるのか、これらの課題を中心に話をしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、家族関係、近隣関係、教育、医療・福祉、労働、景観など、地域社会と

いう身近な生活世界に潜在している公共的な問題を見つけ出し、それらの解決へ向けて、

行政や NPO 等の中間団体と協働していく重要性を理解することにある。また本講義のねら

いは、紹介した公共や公私関係にかんする理論や概念を、問題解決の「手立て」として活

かせる応用的な思考力を受講生各自が身につけることにある。| 
 

■到達目標 

①公共というものが、抽象的・観念的な存在ではなく、私たちの日常生活と切

り離して考えることのできない具体的・経験的な存在であるということを理解

すること。|②授業で得た情報や社会学的な知識・概念を、受講生が地域の一生

活者として実際に関心を抱いている、あるいは実際に当事者としてたずさわっ

ている問題について考えなおしたり、捉えなおすためのツール(道具)として役立

てることができるようになること。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V52110200A （認定科目名：環境・コミュニティ特殊研究１） 

授業科目 環境・コミュニティ特殊研究１ 単位 1 

担当者 水上 象吾 シラバスグループ V20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

環境の評価－人間社会と自然環境の境界と共生－ 

 

■授業の概要 

 人間活動と自然環境のあいだには対立や矛盾が生じている。限られた空間での両者の共

生には、環境のあり方を考え評価を行うことが必要となる。環境とは生物をとりまく外的

な総体であり、自然環境、人間のつくりだした人工環境や生活環境などさまざまな範囲や

捉え方がある。特に人間を中心として考えると、環境問題とは人と環境との相互の関係か

ら環境に変化が生じる問題である。| 講義では、どのように環境を測るのか、具体的な生

物指標等を取り上げ評価方法を学ぶ。また、人々の自然観、実際の空間の利用調整のあり

方を取り上げ、都市・人間社会と自然との境界や共存のあり方を考える。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 環境という多様で複合的な全体の評価を行っていくためには、それを切り取るため、環

境指標による調査と評価が必要なことを理解する。身近な環境に問題や課題がないか、ど

のように環境を測ったらよいか、自ら考える力を養うことを目標とする。| 環境問題は人

間と環境との関係において複雑に関連しあっていること、多様な視点から環境を捉える必

要があることを理解する。環境の捉え方には、環境の規模、時間軸、自然観など、範囲、

対象や立場などの異なる視点があり、各視点から環境の全体像を考えていくことを目標と

する。| 多様な観点での評価がある中で、どのように焦点を定め、評価を行っていくかを

考える力を身につけることを目標とする。 
 

■到達目標 

 環境という多様で複合的な全体の評価を行っていくためには、それを切り取

るため、環境指標による調査と評価が必要なことを理解する。身近な環境に問

題や課題がないか、どのように環境を測ったらよいか、既存の文献資料を読み

解き、考察を深める能力を養うことを目標とする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100 与えられた課題に関して、「論題が明確か曖昧か」、「構成が論理

的か」、「議論（主張がきちんとされているか）」、「リサーチ（適切

な資料を見つけ用いているか）」、「創造性（テーマの選択や取り

扱いに独自の見解があるか）」による判断を行う。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V52120200A （認定科目名：環境・コミュニティ特殊研究２） 

授業科目 環境・コミュニティ特殊研究２ 単位 1 

担当者 野﨑 敏郎 シラバスグループ V20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

江戸時代の社会システムと近代―地域・生活・生産― 

 

■授業の概要 

江戸時代から明治初期にかけては、日本の社会が大変動をきたした時期です。この時代は、

農業を中心として、日本社会の基盤整備がすすんだ時代でもあります。この時代の生産と

生活を読みといていくと、そのなかから日本社会の特質を見つけだすことができます。そ

れはその後現代にいたるまでわれわれの社会を規定しつづけてきたものです。| しかも、

江戸期の日本では、長期にわたる繁栄とともに、循環型社会システム、衛生的な都市生活

が実現されていました。それはなぜなのか、また江戸期の社会生活の基盤をなす村と家の

構造、および近代的発展の前提となる生産力の上昇と農民層分解はどのようなものだった

のかも重要な考察課題です。こうした諸点に説きおよび、われわれが汲みとるべき歴史的

教訓を考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 歴史的事象の解明を通じて、われわれの社会がいかに歴史的に規定されているか、また

近現代の社会は、その展開過程のなかで何を失ったのか、また二十一世紀の新しい社会の

ありかたを展望するうえで、江戸期の経験がどのような手がかりを与えてくれるのかを理

解することが重要です。 
 

■到達目標 

 この講義を通じて、日本社会の特質がどの時代にどのような要因によって規

定されていったのかを理解し、それを応用して、日本社会がどのように変わっ

ていくか、またどのように変革することが可能なのかを、受講生が自力で考察

できるようになることが目標です。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 自筆ノートのみ参照可 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V52310100A （認定科目名：公共マネジメント特殊研究１） 

授業科目 公共マネジメント特殊研究１ 単位 1 

担当者 堀江 典子 シラバスグループ V10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

都市空間のマネジメント 

 

■授業の概要 

 都市への人口集中が進み、「都市の時代」が到来しています。少子高齢化社会、人口減少

化社会、格差社会の進行とともに都市間競争、地域間格差が顕在化しています。歴史を振

り返れば、これまでにも数多の都市や地域の盛衰がありました。現在の都市空間は地域の

コミュニティの選択の結果でもあり、これからどのような都市を形成し、その環境を生活

の場としていくかは、今を生きている私たちの選択次第でもあるのです。| 本講座では、

都市とは何かを理解したうえで、私たちが安全・安心・快適に生活していくための都市空

間の形成について考えます。まず都市論として、都市の概念を整理し、都市化と都市問題

について考えます。次に、都市計画・まちづくり論として、都市計画思想と日本における

都市計画の歩みを振り返ります。さらに、市民参加、ユニバーサルデザイン、水と緑、防

災などの観点、コンパクトシティ、スマートシティ、文化芸術活動による地域再生など近

年の取り組み事例も参考にしながら、これからの都市のあり方について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 都市問題の克服の歴史的経緯を知り、私たちの生活の場である都市空間をより良い状態

で維持あるいは向上させていく必要性と、そのために何が求められるのかを理解し、自ら

の問題として考える力を身につけていくことを期待します。| 
 

■到達目標 

都市化と都市問題について理解し、都市問題克服のための思想がどのように都

市計画に反映されて現在の都市空間が形成されてきたのかを踏まえて、これか

らの都市のあり方について考えることができること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード V52320100A （認定科目名：公共マネジメント特殊研究２） 

授業科目 公共マネジメント特殊研究２ 単位 1 

担当者 野﨑 敏郎 シラバスグループ V10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

近代日本の地方自治と地域社会 

 

■授業の概要 

 近代日本の地方自治は、その形成・確立当初から、多くの問題を抱えていました。その

複雑な歩みを整理して叙述し、自由民権運動の自治要求、委任事務の問題、財政構造の問

題性、上意下達構造、内務省支配の矛盾、地方自治制の運営上の困難、昭和恐慌下の地域

構造再編、両税委譲運動、GHQ による改革指導と地方自治法、農地改革への動きなどを概

観します。また、そうした近代地方自治の諸問題を理解することによって、今日のわれわ

れの抱えている地域問題への新しい視座を探ります。 
  

■授業の目的・ねらい 

 今日、大規模な市町村合併が完了し、新しい自治体のありかたが模索されているなかで、

自治体の本質と課題とがあらためて問い直されています。いったい自治体とはどのような

性格を有するのか、そもそも自治とはどのようなものか、あるいはどうあるべきものか、

こういった点が問われています。そこで、この授業では、過去から現在にいたるまで、日

本の自治体はどのような歩みを刻んできたのかを確認し、そのなかからわれわれが受け継

ぐべきものと克服すべきものとを考察します。 
 

■到達目標 

 第一に、明治維新から第二次世界大戦の終結にいたるまでの日本の国民国家

のありかたを考察し、国家にとって地方自治とはなんだったのかを理解するこ

と、また第二に、きわめて制約が大きいなかでも、新しい地方のありかたを模

索する動きは顕著にみられたので、そうした地域政治や地域社会の動向をも理

解すること、この二点を到達目標とします。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 自筆ノートのみ参照可 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W00010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 シラバスグループ W20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学－課題・問題をとらえる視点と社会福祉理論の基礎をつかむ 

 

■授業の概要 

 これから「大学」で社会福祉を学ぶうえでの基礎をつかむのが、この授業の目的です。

社会科学的視点にたって、社会問題、人権、福祉の歴史、福祉の理念・価値を学びます。

ただ、社会福祉のことだけではなく、社会のこと、すなわち資本主義社会とはどのような

社会か、現代の日本社会をどうとらえるか、社会的事象（ものごと）をどのような視点で

つかむのか、思想や哲学的観点、歴史の発展の原動力とはなにかをおさえながら、社会福

祉をつかみ、社会福祉学を学ぶ基礎を形成する授業です。日常生活では耳慣れない言葉も

多くでてくると思うので、しっかり授業を聴いてノートを取るようにしてほしい。担当者

による講義と受講生の意見交流を交えて進めます。授業資料は当日配布。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会福祉にかかわる社会理論、思想、哲学の重要性について理解する。|２．社会、社

会問題とのかかわりから社会福祉の意義、社会的役割を理解する。|３．社会福祉の専門的

学習のうえで必須の視点―社会問題、人権、運動、実践者の社会的使命－を理解する。 
 

■到達目標 

１．社会福祉にかかわる社会理論、思想、哲学の重要性が理解でき、その意味を

自分なりに説明することができる。|２．社会、社会問題とのかかわりから社会

福祉の意義、社会的役割を説明することができる。|３．社会福祉の専門的学習

のうえで必須の視点―社会問題、人権、運動、実践者の社会的使命－を理解し、

自分なりに説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業の 終コマで、リポート課題を示します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業内でのコメント作成 

･その他 0  



授業コード W00010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ W30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学を構成する視点について学びを深め、今後の社会福祉関連法・制度および理念、

理論などについて視座を深めることを目的とする。  | 

 

■授業の概要 

社会福祉学を体系的に学ぶ上で、法的側面、制度的側面に関する理解を深める。また、こ

れまでの社会福祉学をめぐる研究および理念、理論などを総合的に学ぶことを目的とす

る。  | 
  

■授業の目的・ねらい 

主に、社会福祉学を初めて学ぶ学生をイメージし理論的な理解の深化を目的とする。具体

的には、これまえの国内における社会福祉学をめぐる理論、議論をはじめ、国際社会で議

論されている考え方などを中心に理解を深める。  | 
 

■到達目標 

スクーリングにおける講義内容および、当日配布する印刷物などを基本とし、

その理解度をリポート課題によって判定する。  | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 リポート作成のポイントはスクーリング中に説明いたします。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03010200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学特殊講義１ 単位 1 

担当者 藤松 素子 シラバスグループ W20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉に関わる諸問題を探求する際に必要な学習方法の基礎を身につける。テキストの

読み方、リポートの構成・展開方法、資料の収集、課題設定、問いの立て方、論理的思考

の方法等について具体的に取り組む。 
  

■授業の目的・ねらい 

文章を正確に読み、理解し、必要な情報を収集・整理し、それに基づき論理的思考を組み

立て、実際に展開する方法をみにるけること。各自の見解をグループ学習を通じて共有し、

各の異同について検討する。 
 

■到達目標 

基本的学習方法を身につけ、問いに対する論理的構成ができるようになる。共

同学習を通じて批判的考察ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W03010200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学特殊講義１ 単位 1 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W20021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03010300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学特殊講義１ 単位 1 

担当者 朴 光駿 シラバスグループ W30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉現象や福祉問題、そして社会福祉政策や制度など、調べたいテーマが決まった場

合、そのテーマを具体的に分析・探究する方法を学習する。|その探求方法は一連の講義を

通して具体化していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

抽象的な社会科学的研究方法を学習することよりは、受講生みずからが研究テーマを設定

するようにし、その研究テーマから研究報告書の作成に至るまでのプロセスを学習するこ

とによって、研究問題の提起から研究に至る倫理的配慮に至るまでの全研究過程が理解で

きるようにすること。| 
 

■到達目標 

受講生が、自分の研究テーマが社会福祉とどのように関わっているものなのか

を認識したうえ、テーマに関わるよき質問の提起、研究の観点の設定、研究対

象の絞り込み、探究アプローチの選択、比較研究方法の活用、倫理的配慮に至

るまでの研究プロセスを自らがクリアできるようにすること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03010300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学特殊講義１ 単位 1 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W30021 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03020200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学特殊講義２ 単位 1 

担当者 奥野 啓子 シラバスグループ W20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03020200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学特殊講義２ 単位 1 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W20031 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03020300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学特殊講義２ 単位 1 

担当者 嶋田 佳広 シラバスグループ W30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03020300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学特殊講義２ 単位 1 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W30031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03030200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義３／社会福祉学特殊

講義） 

授業科目 社会福祉学特殊講義３ 単位 1 

担当者 増澤 髙志 シラバスグループ W20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

障害とその支え方を考える。特にそのひとつとして、福祉用具も含めた、もの・道具、環

境に重きを置く。 

 

■授業の概要 

誰もが障害を持つ可能性がある。障害を持ったとしても人格全てに障害を持つわけではな

い。障害の部分を質、量共にしっかりと支えることができれば、他の人と同様の自分なり

の人生を送ることができる可能性がある。|様々な障害があり、それぞれに社会参加の妨げ

となる「バリア」があり、その解消の仕方や障害の部分の支え方も様々にある。その一つ

として、福祉用具も含めた、ものや道具環境でできること、しなければならないことがあ

る。|また、可能な限り用具の紹介や体験も行いたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

誰もが障害を持つ可能性があると言うことは、自らにもその可能性があると言うことであ

る。もし、障害を持ったとしたらどのような生活、その連続としての人生を送りたいのか、

自らの問題として考えることが、対象者にもその人なりの人生があり、思いがあることを

認識しての支援につながるのではないか。その支援の一つとしてのものや道具、環境のこ

とを考えたい。|自らの問題として考えることができるかどうか。が成績評価の柱である。 
 

■到達目標 

障害を誰かの問題ではなく、自らの問題としてとらえてほしい。|また、障害の

部分の支え方についても、様々にあり、それが適切であれば、障害を持ったと

しても、自らの人生をあきらめることなく生きることができることも理解して

ほしい。|それらを試験（リポート）で確認したい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 受講時の態度・姿勢等 



授業コード 
W03030450A （認定科目名：社会福祉学特殊講義/社会福祉学特殊講

義３） 

授業科目 社会福祉学特殊講義３ 単位 1 

担当者 海老口 恵子 シラバスグループ W45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

障害者の「学び」、「就労」、「余暇」、「生涯教育」に関する実践を、地域連携の視点を交え

て考察する。 

 

■授業の概要 

１） 障害福祉サービス事業（自立訓練＝生活訓練）を使った本格的な学校型の専攻科＝福

祉事業型「専攻科」エコールＫＯＢＥの理念と実践を学ぶ。||２）就労支援Ｂ型事業を使っ

た福祉事業型「職業訓練校」カレッジ・アンコラージュにおける、就労に向けた取り組み

の実践例を通じて、障害者の就労支援の在り方を考察する。||３）障害者の生涯学習の意義

と「障害者・土曜セミナー」の実践例を、「学び」、「就労」そして「余暇」の諸側面から考

察する。||４）これらの 3 つの事業が、震災復興の地＝新長田地区における実践事例を地域

連携の視点で考察する。||５）障害者の余暇、楽しい「学び」、自由な「学び」とつながる

「えこーる新喜劇」の実践事例を学ぶとともに、専門家の指導のもとに、障害者の取り組

む新喜劇を実体験する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１）福祉事業型「専攻科」という学びの場が生まれた背景を歴史的な教育改革の流れの中

で考える。||２）障害者の就労支援の現状と課題について考える。||３）地域における障害

者施設の在り方と施設の地域交流・地域連携の重要性を考える。||４）障害者の「余暇」の

現状と生涯教育の重要性を考える。|| 
 

■到達目標 

１）障害者の「学び」、「就労」、「余暇」の意義を知る。||２）障害者の支援の多

様性を知る。||３）障害者が生きる上での地域連携の重要性を知る。||４）障害者

の生涯教育に関する国＝文部科学省の示している指針、ＳＤＧ４（持続可能な

開発目標の第四目標：教育〉に示された考えを知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.5 授業参加度 



授業コード W03050100A （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 伊山 喜二 シラバスグループ W10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

児童福祉施設の現状と今後について 

 

■授業の概要 

 児童福祉施設とひと言にいっても、多種多様でそれぞれの種別の特性を活かし、社会の

ニーズに応じた福祉サービスを提供しています。| この講義では児童を取り巻く現状と社

会的養護について取り上げ、各分野の専門家を招いてそれぞれが抱える問題点や今後の展

望などをより詳しく分かりやすく解説してもらい、一緒に学んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ①児童福祉施設の違いを理解する。 ②児童福祉施設で生活する児童を理解する。 ③

児童福祉施設の現状と今後について理解する。| 

 

■到達目標 

児童福祉施設の違い、生活する児童について、現状と今後の課題について理解

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 講義の理解度を測る。時間は 50 分。 

･リポート試験(SR 履修) 0 なし 

･授業内発表 0| なし 

･授業内試験 0 なし 

･授業内課題 0 なし 

･その他 30 スクーリングの全講義に出席していること 



授業コード W03050100B （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W10011 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床実践・学校教育における「心理主義」の現状と問題 

 

■授業の概要 

1980～90 年代にかけて、臨床福祉、学校教育、産業界を中心に「心のケア」の重要性が

叫ばれ始めた。一般に「心理主義」と呼ばれるこの傾向は、民間資格である「臨床心理士」

の誕生、「心のノート」作成に至る「心の教育」への期待、そして企業によるメンタルヘル

スケアへの取り組みという形で現れた。他方で 2000 年代に入ると、こうした傾向を批判

する議論が相次いで寄せられるようになる。様々な事柄を個人の〈心〉の問題へと還元し、

それを治癒・教育・管理の対象とすることは、〈社会〉問題への開かれた視野を狭め、個々

人の社会的共同性の感覚を失わせるものではないか――これが批判の要点である。|2010 年

代に入ると、こうした批判は徐々に下火となっていく。しかしながら、昨今の政治的動向

を見ると、国家資格である「公認心理師」法の施行（2017 年）や、「心のノート」改訂版

の作成・配布（2014 年）など、今も〈心〉への関心と期待はまったく衰えていない。|そ

こで本講義では、こうした心理臨床ならびに心理教育を中心とする顕著な動きを見据えつ

つ、今一度、かつての「心理主義批判」をめぐる議論に目を向け、その意義や限界につい

て検討したい。そのうえで、心理主義と呼ばれる現象がいかなる問題を本質的に抱えてい

るのか、そしてその問題解消に向けて社会福祉学はいかにあるべきかを、様々な実践経験・

実務経験を持つ受講生の皆さんとともに考えていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

(1)心理臨床・心理教育の技法、知識、専門性を高めることが目的ではない。むしろ、それ

らが強く求められる背景にいかなる社会的、経済的、政治的関心が働いているかを、批判

的に読み解くことが主たるねらいである。|(2)心理主義という現象を自然発生的なものと

は捉えずに、高度消費社会、(ポスト)工業化社会、新自由主義的政治経済体制などといっ

た時代的文脈との関わりから、そのありようを捉えること。||成績評価について|講義への

参加度とリポート試験の内容を総合的に評価する。|講義では適宜ディスカッションの時間

を設け、講義内容の共有や、疑問点・問題点の相互検討の場としたい。|リポートは、講義

内容の理解度、上記の目的・ねらいの達成度を評価基準とする。 
 

■到達目標 

上記の「授業の目的・ねらい」で培った批判的思考を、日常の実践経験や実務経

験にどのように活かすことができるか、考えられるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 後日提出のリポート試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 授業内でいくつか簡単な課題を出し、それについてグル

ープでディスカッションをする。 

･その他 0  



授業コード W03050200A （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 楳原 直美 シラバスグループ W20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワーカーとして、相談援助に必要なコミュニケーション技術や課題解決方法に

ついて学びます。 

 

■授業の概要 

前半は、マイクロカウンセリングの技術の基本を学び、事例を用いてインテークやアセス

メント等を行う際、どのように利用者との面談に応用すればよいのか考えます。 後半は、

受講生同士でロールプレイを行います。グループのメンバーが提示する問題について、聞

き取りを行い、解決に向けての会議を開き解決策を考えます。課題解決を行うためには、

どのように利用者の聞き取りや整理、分析、解決法の提示を行う必要があるのか、実践的

に考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

ソーシャルワーカーとしての相談援助のスキルアップを目指します。受講生それぞれが自

分自身の話の聴き方、聴く姿勢や態度だけでなく、質問の仕方（情報の収集方法）、課題分

析や抽出の方法について、体験的に習得していくことが目的やねらいです。 
 

■到達目標 

今後ソーシャルワーカーとして活躍する際に、自身がどのように利用者に対し

のぞめばよいのか、面談をどのように構造化すればよいのか、各自の課題を明

確にすることも本講義の目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 グループワークの参加態度（発言・発表・まとめ役など）を評価

します。 



授業コード W03050200B （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 新井 康友 シラバスグループ W20061 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者の孤立死（孤独死）の実態と予防対策に関する研究 

 

■授業の概要 

今後、一人暮らし高齢者の増加に伴い、ますます孤立死（孤独死）が増加することが予想

される。しかし、孤立死（孤独死）問題は研究途上にあり、孤立死（孤独死）の定義も明

確になっていない。そのため、孤立死（孤独死）の実態把握もできていない。また、孤立

死対策も確立していない。そこで本講義では、高齢者の孤立死（孤独死）の実態と予防対

策について検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

昨今、マスコミ等は孤立死（孤独死）を社会問題として取り扱うようになった。しかし、

孤立死（孤独死）の現象や形態だけが話題になることが多い。そこで、本講義では孤立死

（孤独死）問題の本質について理解する。 
 

■到達目標 

孤立死（孤独死）が起きた背景について説明することができる。また、孤立死

（孤独死）問題の本質についても説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 試験で講義・演習の理解度を評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 授業内での発表と参加度を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03060100A （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 嶋田 佳広 シラバスグループ W10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉と居住問題 

 

■授業の概要 

社会福祉の課題を考えるうえで、住居・住宅、あるいは居住状況は避けては通れないテー

マである。しかしかねてより我が国では、住宅は国土交通省、福祉は厚生労働省、という

ように所管が分かれ、その有機的連携がなかなか果たされないままであった。しかし近年、

両者の接近が各所で論ぜられるようになり、政府レベルでも検討が開始されている。そこ

で本講義では、日本の社会福祉法制における住宅の位置づけについて、生活保護、介護保

険、児童・障害者福祉などの諸制度での問題の現れ方を参考に、総論としての居住福祉論

に迫ってみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

居住福祉（論、学）とはいえ、21 世紀に至るも確立した学問体系や概念を備えていないた

め、まずは問題状況そのもののリアルな認識を共有することを目的としたい。あわせて、

衣食住とひとくくりにされる「住」の、衣食との共通点および相違点について、日常生活

のなかから発見できるような視点の獲得を目指したい。同時に、判例等の活用により、法

的な視座への接近も試みたい。 
 

■到達目標 

住宅問題について自らの考えを形成し、他者に対して論理的に説明できるよう

になること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03060100B （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 黒岩 晴子 シラバスグループ W10021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉と平和について考える。特に原爆被害者問題から学ぶ。 

 

■授業の概要 

・平和の定義から社会福祉と平和の課題は同じであることを理解する。|・平和に関する受

講生の問題意識を明確にする。|・平和に貢献する社会福祉専門職の専門性や役割を考える。

|・社会正義とソーシャルアクションについて考える。| 
  

■授業の目的・ねらい 

現代では戦争がないことだけが平和ではないこと、人々の人権が守られ、安全に、健康に

生きて発達することであり、社会福祉の課題を同じであることを理解する。 

 

■到達目標 

・平和の定義の理解を深め社会福祉との関連を理解する。|・平和への貢献につ

いて具体的な課題を考えることができる。|・被爆者問題から平和を考えるため

に原爆被害を認識する。|・被爆者の救済制度の歴史、不備等を理解する。|・原

爆被害を歴史的、社会的、政策的等、構造的に理解する。|・生活史把握の意味

を理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W03060200A （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 河合 悟 シラバスグループ W20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助者にとって何が必要なのかを問う 

 

■授業の概要 

社会福祉援助者に求められる対人援助の基本的な視点や援助方法について、グループワー

クやロール|プレイ、事例を通じて体験的に学ぶ。|社会福祉の受け手には誰もがなりうる。

その意味でも、自らの問題して捉える視点を持ち、真の援助者としてのあるべき姿を深く

追求し、考察していきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉援助者に必要とされている相談援助場面におけるコミュニケーションスキルを

獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

相談援助場面におけるコミュニケーションスキルを身につける。||グループワー

クやロールプレイができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03060200B （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 大坪 勇 シラバスグループ W20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代社会におけるケースワークの実際的展開について 

 

■授業の概要 

この演習では、主にケースワークのの基本的な知識や技術について、講義及び実践的なロ

ールプレイなどを取り入れ、現場で役立つ演習なとなるよう展開してます。 

  

■授業の目的・ねらい 

ケースワークの基本的知識、特にバイスティックの 7 原理などを中心に講義を展開すると

ともに、実践的ロールプレイを実践します。 

 

■到達目標 

ケースワークの知識と実際的技術を身に着けることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W03070100A （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 奥井 菜穂子 シラバスグループ W10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

子どもの権利の視点から問題をとらえる 

 

■授業の概要 

1989 年に国連で採択され、1994 年に批准された子どもの権利条約は、子どもをめぐるさ

まざまな問題を読み解き、その支援を検討する際の基盤となるものである。日本において

も、2016 年に児童福祉法が改正され、子どもの権利条約の理念を盛り込まれた。現在、子

どもの福祉や支援を担う人にとって、権利条約の精神を理解することは必要不可欠である

といえよう。本演習では、子どもの権利条約を学び、そのうえで、子どもの権利の現状が

日本国内、国連においてどのように捉えられているのかを分析し、学んでいきたいと考え

ている。 
  

■授業の目的・ねらい 

 学習内容と目的とねらいは、日本における様々な子どもに関する課題について、子ども

の権利の視点からとらえることである。具体的には、国連子どもの権利委員会に提出され

た日本政府の報告書および国連の日本政府に対する総括所見を読み解きながら、ディスカ

ッションしていく。| 
 

■到達目標 

・子どもの権利条約を学び、その特徴と内容を理解する|・子どもという存在を

子どもの権利の視点から捉えなおし、日本社会における課題と結びつけて検討

することができる| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード W03070100B （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 宮本 義信 シラバスグループ W10031 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

子ども家庭ソーシャルアセスメント 

 

■授業の概要 

子ども・配偶者虐待、非行、失業・経済破綻、別離・失踪などの子ども家庭危機に対する

支援の方法について児童福祉の視点から考察し、ソーシャルワーカーが知っておきたい基

礎知識の獲得を目指す。危機とは危険であると同時に好機である。従来の殻を破って新し

い家族を創り出す変容の機会であり、その局面に対するすばやい対応が求められている。

しかし実際そうした危機に対応できずに、問題をより一層深刻化させている現実も少なく

ない。演習では、こうした事例を踏まえて、また海外での事例なども織り交ぜながら、子

ども家庭問題のアセスメント方法（問題の掘り起こし〔何が問題か？〕と対処の仕方〔ど

うするか？〕）を中心に展開していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

本演習クラスの学習内容の要点は、当日配布する資料を読み込み分析しながら、子ども家

庭ソーシャルアセスメント方法の基礎を理解することである。 

 

■到達目標 

ソーシャルワーカーとして必須の子ども家庭問題のアセスメント方法に関する

基礎を修得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W03070200A （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 末崎 栄司 シラバスグループ W20090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉（政策）の史的発展と対象認識の質的変化の問題点 

 

■授業の概要 

社会福祉という学問（科学）は言うまでもなく、人間を取り扱い対象とする。しかし、そ

の社会福祉が取り扱う人間は他の学問（科学）が取り扱う人間と、どこが違い、どういっ

た独自で固有の人間を社会福祉の対象とするのかを明確にしなければならない。なぜな

ら、社会福祉が他の学問（科学）と異なる固有性や独自性を鮮明にするためには、この対

象認識（対象規定）が極めて重要だからである。それゆえ、社会福祉が取り扱う固有で独

自な対象とは何かを考えていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉が他の学問（科学）との違いを鮮明にするために不可欠な対象認識（対象規定）

を分析していく場合、社会福祉（政策）の歴史的変遷にともなって、この社会福祉が取り

扱う対象が質的に変化をしてきていると言われる。しかし、この社会福祉（政策）の歴史

的変遷にともなって、社会福祉の対象が本当に真実の意味において質的に変化をとげてい

ると考えてよいのであろうかという疑問がわいてくる。そういったことを現象的分析では

なく、本質的に構造的に分析し探究していくことが、この授業の目的でありねらいである。 
 

■到達目標 

社会福祉という学問（科学）が他の学問（科学）との違いを鮮明にするために

は、どういう対象を取り扱うのかという対象認識（対象規定）が極めて重要で

ある。その社会福祉という学問（科学）の固有性・独自性を主張するために不可

欠な対象認識（対象規定）が、社会福祉（政策）の歴史的発展過程の中で質的に

変化をしてきていると言われる。そのことが本当に真実の意味において正しい

のかどうかを、この授業を通して、受講生が自分なりに判断することができる

視点・視座を獲得し、それにもとづいて受講生自身が社会福祉の取り扱う対象

とは、どういうも 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03070200B （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 武内 一 シラバスグループ W20091 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

子どもの貧困問題を考える 

 

■授業の概要 

子どもの貧困問題を多面的に考える。子どもの貧困はどういった経過で国民の理解すると

ころとなり、その解決への道筋はどのように示されているのか、いないのか、そうした基

本的な理解を深めたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの貧困の解決に必要な基本的な思想として、ケイパビリティーの 適化を挙げた

い。その必要性を共有する。 

 

■到達目標 

子どもの貧困問題の抱えるむずかしさを理解し、どうすれば解決に迎えるのか

を、総合的に考え理解することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 50  

･その他 0  



授業コード W03070450A （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 末崎 栄司 シラバスグループ W45020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

今日の社会福祉研究を行う上で重要となる社会科学的視点について考える 

 

■授業の概要 

社会福祉を研究する上で、大切なことが多くある。社会福祉の取り扱う対象をどう捉える

のかとか、社会福祉研究を進める上で「社会」と「歴史」の視点をもって、社会福祉の探

究をしていかなければならないことなど、社会福祉の研究を行う上で心得ておかなければ

ならないことがある。そういった点を考えていきたい。そうしたことを踏まえて、受講生

の方の身近にある社会福祉問題を出していただいて、グループでの議論も行っていきた

い。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業を通して、社会福祉を考える上で何が大切であり、何が必要なのかを受講生一人

一人が自分なりに獲得していってほしい。たとえば、社会福祉の対象とは何かとか、社会

福祉は、なぜ、必要となり登場してきたのかということなどを自分なりに考え、自分自身

の社会福祉研究に役立てていってほしい。 
 

■到達目標 

社会福祉を考える場合に、社会福祉を愛情論的に考えたり、感情論的に捉えた

りするのではなく、因果論的に客観的に科学的に社会福祉を捉えていくことの

必要性を学んでいただきたい。そして、社会福祉を研究していく場合に、客観

的に科学的に社会福祉を認識把握していくためには、正しい研究方法が存在す

ることを身につけ獲得していってほしい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03070450B （認定科目名：社会福祉学演習３） 

授業科目 社会福祉学演習３ 単位 1 

担当者 隅河内 司 シラバスグループ W45021 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

基礎自治体におけるソーシャルワーク実践と専門職 

 

■授業の概要 

２０１５年９月に国が示した「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－」では、今後に向けて、包括的な相談支援シ

ステム構築の必要性が示されている。また、あわせて、ネットワーク強化や社会資源開発

など、ソーシャルワーク機能の充実が求められるとともに、実践を担うソーシャルワーカ

ーへの期待も大きくなっている。 | 本演習では、２０１４年に改定された国際ソーシャ

ルワーカー連盟の新たなグローバル定義を踏まえ、ソーシャルワークの基本的な考え方や

専門職の使命について理解する。また、ミクロ、メゾ、マクロの総合的な視点から、地域

と一体となったソーシャルワークの意義や方法を学ぶとともに、包括的な地域相談支援に

おける専門職の役割を考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

個々の生活問題を現実の社会構造に引き付けて、それを社会問題としてとらえ、行動する

という力動的な実践としてのソーシャルワークについて、理解・把握し深めることを目的

とします。また、身近な地域で展開されるコミュニティソーシャルワークの必要性と方法

についても、具体的な事例にふれることで学んでいただきたい。 | 本演習の学習内容の

要点は、以下の５点です。  |  １.ソーシャルワークの定義 |  ２.ソーシャルワー

クの価値と専門職の使命  |  ３.援助技術―自己覚知、コミュニケーション、コミュニ

ティワーク |  ４.包括的な地域相談支援体制構築の必要性  |  ５.コミュニティソ

ーシャルワークの理解  | 授業は、講義形式とグループワーク形式で行います。講義は

当日配布する資料やビデオを活用しながら行います。グループワークは、小さなグループ

に分かれて自ら感じた疑問や意見を基にした話し合いや発表、討論等で進めます。 | 
 

■到達目標 

・個々の生活問題の解決と社会変革をめざすソーシャルワークについて、定義

や専門性について的確な用語を用いて記述することができる。|・ソーシャルワ

ークの専門職として必要となる知識・技術を身につけ実践できるようになる。

|・身近な地域で展開されるコミュニティソーシャルワークの必要性と方法につ

いて、理解し、説明することができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 成績の評価は、 終時間に論述式の試験を実施し、理解度

を測ります。持ち込み可。スクーリングの全講義に出席し

ていることを条件とします。  | 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.40000000000000002 授業参加度 



授業コード W03080100A （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 横山 壽一 シラバスグループ W10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

地域包括ケアを考える 

 

■授業の概要 

地域包括ケアについて、先行事例、政策としての地域包括ケアの登場、地域包括ケアの理

念、社会保障・税一体改革との関連、介護保険制度の改正と地域包括ケアの「深化」、地域

包括ケアと地域共生社会などについて取り上げ、具体化が進む政策としての地域包括ケア

の問題点と目指すべき地域包括ケアについて考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

本来の字義通りの地域包括ケアと政策としての地域包括ケアを区分して考え、後者がもつ

問題点を明らかにすることを通じて前者の内容を明確化する。そして、権利としての地域

包括ケアという視点から、いま求められる地域ケアの内容と具体的な課題を整理する。 
 

■到達目標 

1.地域包括ケアの歴史と変遷を理解できる。|2.政策としての地域包括ケアの理念

と特徴を理解できる。|3.地域包括ケアと医療提供体制の再編との関連を理解で

きる。|4.地域包括ケアと地域共生社会との関連を理解できる。|５.権利としての

地域包括ケアの意義と内容を理解できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03080100B （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 小池 桂 シラバスグループ W10041 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉のあり方を、社会のあり方とともに考える。 

 

■授業の概要 

社会福祉とは何か、というテーマには事実としての社会福祉を問うことと、あり方として

の社会|福祉を問うことの二つの意味が込められている。この演習では戦後の主たる社会福

祉理論を振り|かえるとともに、欧米の社会理論を参考にしつつ、社会福祉のあり方を考え

ることを目的とする。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉とは何かというテーマを通して戦後日本における主要理論の意義と問題点、さら

にはそれらを補う意味で欧米の社会理論をとりあげ、社会福祉のあり方を考えることを目

的とする。 
 

■到達目標 

1.戦後日本の主要な社会福祉理論の意義と問題点を理解できる。|2.J.ロールズ、

A.センの社会理論の概要を理解し、それらを日本における社会福祉理論の展開

の中で位置づけることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03080200A （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ W20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学の変遷と高齢社会への課題 

 

■授業の概要 

このクラスでは、高齢者福祉を基本とする高齢社会の課題について学びを深める。特に、

政策的変遷やその理論的背景、国際動向など先進国共通の課題として高齢者福祉の視点を

深めることを目的とする。  | 
  

■授業の目的・ねらい 

まず、社会福祉学全体の理解を深めるため、社会福祉関連法、制度、理念、理論などにつ

いて概念的な深まりを目的とする。そのうえで、高齢者福祉に関係する現代的な課題につ

いて理解を深める。  | 
 

■到達目標 

さまざまな学びを深め、授業内での現代的課題について相互の意見交換を通じ

て現代的課題の把握および、今後の解決策への模索について理解を深める。  | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03080200B （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 眞砂 照美 シラバスグループ W20101 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワーカーの実践事例から学ぶ 

 

■授業の概要 

ソーシャルワーカーがどこで、どのような場面で必要となるのか、実践的な事例（架空事

例）を用いて、ソーシャルワークの相談援助について学ぶ。 

  

■授業の目的・ねらい 

ソーシャルワークとは、老いや病気、障がいなどの様々な問題を抱え社会との関係を失い

つつある人、または自らの生きる意味を見失いつつある人びとにかかわり続けることとで

ある（空閑 2011：14）。本授業では、ソーシャルワーカーがそうした利用者に対して、

どのような支援を行っていくべきか、ソーシャルワークの基本的事柄を学んだうえで、事

例検討を中心として実践的な演習形式で行う。 
 

■到達目標 

ソーシャルワーカーの機能と役割について理解できる。|ソーシャルワークの過

程やソーシャルワーカーの面接技法について説明できる。|ソーシャルワーク事

例の検討を行うことができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 スクーリングの 終講義日に筆記試験を行う。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40 演習への積極的な参加と意見交換を評価する。コメントペーパー

の提出も重視する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03080450A （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 小池 桂 シラバスグループ W45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉のあり方を、社会のあり方とともに考える。 

 

■授業の概要 

社会福祉とは何か、というテーマには事実としての社会福祉を問うことと、あり方として

の社会|福祉を問うことの二つの意味が込められている。この演習では戦後の主たる社会福

祉理論を振り|かえるとともに、欧米の社会理論を参考にしつつ、社会福祉のあり方を考え

ることを目的とする。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉とは何かというテーマを通して戦後日本における主要理論の意義と問題点、さら

にはそれらを補う意味で欧米の社会理論をとりあげ、社会福祉のあり方を考えることを目

的とする。 
 

■到達目標 

1.戦後日本の主要な社会福祉理論の意義と問題点を理解できる。|2.J.ロールズ、

A.センの社会理論の概要を理解し、それらを日本における社会福祉理論の展開

の中で位置づけることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03080450B （認定科目名：社会福祉学演習４） 

授業科目 社会福祉学演習４ 単位 1 

担当者 加美 嘉史 シラバスグループ W45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代社会における「貧困」と「自立支援」 

 

■授業の概要 

この授業では、現代社会に広がる「貧困」の実態とその背後にある社会構造、その対策・

支援のあり方について、子ども、若者、シングルマザー、ひきこもり、ワーキングプア、

ホームレス問題といったさまざまな切り口から考えていく。|授業では講義に加えて、少人

数グループにグループディスカッションも行う。そして、「いまどのような貧困対策・生活

困窮者支援が求められるのか」について、講義と意見交換から検討する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

1．現代社会に広がる「貧困」とは何か、そしてなぜ「貧困」が生み出されるのか、その背

景と社会構造を学ぶ。|2．現代の「貧困」の実態について、統計・量的調査および質的調

査から学ぶ。|3．生活保護、生活困窮者自立支援、子どもの貧困対策など、今日の貧困対

策および「自立支援」の現状と今後のあり方について考える。 
 

■到達目標 

1．現代社会に広がる「貧困」とは何か、なぜ「貧困」が生み出されるのか、そ

の構造を理解し、説明できるようになる。|2．現代の「貧困」の実態・特徴につ

いて量的・質的調査から理解し、説明できるようになる。|3．生活保護、生活困

窮者自立支援、子どもの貧困対策など今日の貧困対策と「自立支援」をめぐる

課題を理解し、説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03110200A （認定科目名：社会福祉学実践論１） 

授業科目 社会福祉学実践論１ 単位 1 

担当者 山岸 孝啓 シラバスグループ W20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者福祉における生活の質の向上を考える 

 

■授業の概要 

介護保険制度が開始されて今年で２０年になる。この制度だけではうまくいかない問題が

高齢者分野では多い。また、２０４０年問題を見据えて、認知症高齢者の急増、ダブルケ

ア・８０５０問題・ごみ屋敷等の社会的な孤立・人口減少社会・少子高齢社会の中での問

題・尊厳と権利擁護を優先した取組を取りあげる。講義と演習を通じてこれらの問題意識

を持ち、考察を深めていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

当事者意識を根底にした支援を行う事の必要性を主眼にして、制度政策を知る事に留まら

ず、高齢者の生活の多様性や個別性を確認して、援助での大切な視点や原則を確認する。

|授業は高齢者問題を主とするが、障害者、児童という垣根を超えた支援の必要性を学ぶ。 
 

■到達目標 

福祉観の再確認と構築を目指す。|理論と実践が福祉の両輪であるので、現場で

の状況を気にかけながら今後の勉学に奨励されることを目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15%|  

･授業内試験 0.14999999999999999  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W03110300A （認定科目名：社会福祉学実践論１） 

授業科目 社会福祉学実践論１ 単位 1 

担当者 河合 悟 シラバスグループ W30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者ケアの現場からみえてくるもの 

 

■授業の概要 

利用者の不安・職員の苦悩・介護者の限界・・・・虐待等の事例|現場に人がいない、来な

い・・・・どのような取組みが必要か|多職種連携に必要なものとは？|様々の課題を個人演

習、グループワーク等を通じて考える 
  

■授業の目的・ねらい 

利用者、介護者、職員、それぞれの立場で考え学習を深めてもらいたい。|実際に起きてい

る課題や解決方法を一緒に考えていきたい。 

 

■到達目標 

利用者・介護者・専門職のそれぞれの立場や思いを理解すること。||具体的な取

組みや解決方法を 1 つでも現場で実践出来ること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03120200A （認定科目名：社会福祉学実践論２） 

授業科目 社会福祉学実践論２ 単位 1 

担当者 木塚 勝豊 シラバスグループ W20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉の一領域である児童家庭福祉の実践現場の現状と課題をテーマにして日本の社

会福祉を俯瞰する。 

 

■授業の概要 

児童家庭福祉について、児童養護施設での現場経験から事例等を通して実践力を培う。|ま

た、社会福祉領域以外も演習を通して学び、領域との関連を探る。| 

  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉士を目指される学生も多いため、部分的に国家試験の問題を使うこともあるが、

あくまでも現場での実践力養成に役立つ講義としたい。 

 

■到達目標 

子どもの置かれている現状と課題について理解し、社会的養護を必要とする子

どもの実際を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10 授業態度(退出や講義中の睡眠等)特に問題がない場合は可としま

すが、著しい場合は加点しません。 



授業コード W03120300A （認定科目名：社会福祉学実践論２） 

授業科目 社会福祉学実践論２ 単位 1 

担当者 神谷 純 シラバスグループ W30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

労働を通した障害者における発達保障の実践について学び、支援者の実践のあり方と果た

す役割について考察する。 

 

■授業の概要 

①社会福祉実践とは何かを理解し、実践から学び生かしていく事の大切さについて考察す

る。||②労働を通した障害者における発達保障の意義について、共同作業所の歴史と現状か

ら学ぶ。||③現在の障害福祉サービスの概要と課題について把握し、実践との連動性につい

て理解する。||④共同作業所での実践について具体的に学び、体感する。||⑤支援者の実践

のあり方と実践が果たす役割について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉実践とは何かを理解し、実践から学び生かしていく事の大切さについて考察す

る。||②労働を通した障害者における発達保障の意義について学ぶ。||③制度と社会福祉実

践の連動性について把握する。||④共同作業所での実践と課題について学ぶ。||⑤具体的な

実践を体感し、支援者の実践のあり方と実践が果たす役割について考察する。|| 
 

■到達目標 

①実践から学び、生かしていく事の大切さについて理解する。||②障害者の発達

保障における共同作業所の果たす役割を理解する。||③障害者権利条約、憲法、

制度などと社会福祉実践の連動性について理解する。||④社会福祉実践のあり方

と果たす役割について考察し、| 今後の支援者として実践していく価値観の基

礎を作る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 講義内で提出するレポート等が対象。 

･その他 0.40000000000000002 出席点|１コマでも欠席の場合は、持ち点はゼロ。 



授業コード W03130200A （認定科目名：社会福祉学実践論３） 

授業科目 社会福祉学実践論３ 単位 1 

担当者 高橋 健太 シラバスグループ W20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉分野の実践を通して、ソーシャルワーク実践の理解を深める。 

 

■授業の概要 

精神保健福祉分野での実践を以下の観点から学習する。||〇精神保健福祉分野の課題|〇精

神保健福祉士の専門性|〇精神障害の特性（生活者の視点から）|〇福祉施設での支援（集団

支援・環境整備）|〇地域とのつながりと啓発活動の在り方|〇社会運動の展開とその一例 
  

■授業の目的・ねらい 

精神保健福祉分野の実践を通して、現場で働くソーシャルワーカーの在りかとを深める。

|個別実践や施設内実践にとどまらない、まちづくりや社会変革のための専門職であること

が、社会福祉実践を担うために必要な枠割であることを学習する。 
 

■到達目標 

精神障害者を取り巻く社会環境や障害特性を理解する。|社会福祉実践は、個別

や集団支援だけでなく、地域や社会への働きかけと連関していることを理解す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03130300A （認定科目名：社会福祉学実践論３） 

授業科目 社会福祉学実践論３ 単位 1 

担当者 篠田 晴菜 シラバスグループ W30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域での実践を通して考えるソーシャルワーカーの役割 

 

■授業の概要 

 福祉、医療にまつわる大きな変化は依然続いています。| 国連障害者権利条約の締約国

となって数年、障害者の権利保障が様々な場所でうたわれるようになってきました。| 一

方で従来からある課題のみならず、精神科病院の「病床転換型居住施設」問題、生活保護

制度の度重なる見直し、「我が事・丸ごと」政策の背景など、障害者の権利保障どころか権

利が脅かされるような現実も見え隠れしています。| ソーシャルワーカーが行う支援とは

何か、ソーシャルワーク実践における視点について考察を深めます。このクラスは、精神

保健福祉分野におけるソーシャルワーク実践をもとに進めていきます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 実践していく上でソーシャルワーク専門職に求められる視点・価値・倫理を確認するこ

とを目的とします。| それぞれが意見をアウトプットしながら双方向の学びが深めていけ

るよう、参加型で行います。|対話なしにソーシャルワーク実践は進みません。専門的自己

を模索しながら対話の中で表現していくこと、自分のものさしと暮らしの多様性に気づく

こともねらいとします。| 
 

■到達目標 

社会を視野にソーシャルワーク実践ができるよう、講義全体を通して独自の考

察ができることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W03140200A （認定科目名：社会福祉学実践論４） 

授業科目 社会福祉学実践論４ 単位 1 

担当者 川田 雅之 シラバスグループ W20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

老人福祉の現状と課題（現場の声に学ぶ） 

 

■授業の概要 

2025 年には、団塊の世代が後期高齢者と呼ばれる 75 才を迎える。|この 5 年後に向けて、

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるように「地域包括ケアシステム」の構築

が進められている。|これは、高齢者が日常生活圏域で、医療・介護・予防・住まい・生活

支援サービスを享受できることを目指している。|このような大きな環境の変化の中、変わ

っていくこと、変わらないこと、変えてはいけないこと、守るべきことがあると考えてい

る。|現場からの視点を通して、老人福祉分野で大切なことを押さえながら、再度問い直し

てみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、利用者の視点から制度やサービス内容を問い直し、本質的な老人福祉観を各人

が理解することを目的とする。 

 

■到達目標 

老人福祉分野で起こっていることを、肯定的かつ批判的の両側面から見ること

ができるようになることを期待します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W03140300A （認定科目名：社会福祉学実践論４） 

授業科目 社会福祉学実践論４ 単位 1 

担当者 鴨井 健二 シラバスグループ W30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

障害者権利条約の理念を地域に定着させるにはどうすればいいか 

 

■授業の概要 

さつき福祉会の紹介、障害者権利条約の概要を紹介します。|その後、現在起こっている障

害者分野での諸問題、優生思想の問題等々を映像も見てもらいながらグループワークで検

証してもらいます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

現在、障害のある人の生活の中で様々な事が起こっています。優生思想による影響で起こ

っている事件もあります。優生思想の歴史を検証します。|日本でも障害者権利条約を 2014

年 1 月に批准しました。|障害者権利条約に照らして今起こっている様々な出来事を検証し

てみます。|そのうえで障害者権利条約の理念を地域に定着させるにはどうすればいいいか

を一緒に考えたいと思います。考え方はそれぞれです。グループ討議で意見を出し合い中

身を深めていければと思います。 
 

■到達目標 

障害者権利条約の理念に照らして障害のある人の現状を一緒に考えること。今

後どうすればいいと思うか、自分の意見を持つことが到達目標、成果評価の基

準になります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 自分の意見をしっかり書くことが評価の基準になります。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03150200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 藤松 素子 シラバスグループ W20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉に関わる諸問題を探求する際に必要な学習方法の基礎を身につける。テキストの

読み方、リポートの構成・展開方法、資料の収集、課題設定、問いの立て方、論理的思考

の方法等について具体的に取り組む。 
  

■授業の目的・ねらい 

文章を正確に読み、理解し、必要な情報を収集・整理し、それに基づき論理的思考を組み

立て、実際に展開する方法をみにるけること。各自の見解をグループ学習を通じて共有し、

各の異同について検討する。 
 

■到達目標 

基本的学習方法を身につけ、問いに対する論理的構成ができるようになる。共

同学習を通じて批判的考察ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W03150200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W20021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03150300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 朴 光駿 シラバスグループ W30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉現象や福祉問題、そして社会福祉政策や制度など、調べたいテーマが決まった場

合、そのテーマを具体的に分析・探究する方法を学習する。|その探求方法は一連の講義を

通して具体化していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

抽象的な社会科学的研究方法を学習することよりは、受講生みずからが研究テーマを設定

するようにし、その研究テーマから研究報告書の作成に至るまでのプロセスを学習するこ

とによって、研究問題の提起から研究に至る倫理的配慮に至るまでの全研究過程が理解で

きるようにすること。| 
 

■到達目標 

受講生が、自分の研究テーマが社会福祉とどのように関わっているものなのか

を認識したうえ、テーマに関わるよき質問の提起、研究の観点の設定、研究対

象の絞り込み、探究アプローチの選択、比較研究方法の活用、倫理的配慮に至

るまでの研究プロセスを自らがクリアできるようにすること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03150300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W30021 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W03160200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 奥野 啓子 シラバスグループ W20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03160200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W20031 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03160300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 嶋田 佳広 シラバスグループ W30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W03160300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W30031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03170200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義） 

授業科目 社会福祉学特殊講義 単位 2 

担当者 横山 壽一 シラバスグループ W20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本の医療保障の基本と展望－改革がもたらす危機と再生の展望を考える－ 

 

■授業の概要 

日本の医療保障は、公的な医療保険、患者からのアクセスフリー、開業医制を柱に成立し

ている。とくに地域医療の第一線にたっているのは、「まちのお医者さん」である開業医の

診療所と地域の病院。しかし、近年の医療制度改革は新自由主義改革の方針にもとづき進

められ、患者負担の増大、地域医療の後退、医師不足、看護師不足など医療保障の基盤を

大きく揺るがすものになっている。そもそも、医療保障とはどういうことか、日本の医療

制度はどのように成り立ち機能しているか、 近の医療制度改革にはどのような問題があ

るのか、医療制度改革と社会福祉制度改革（とくに介護保険制度）はどのように関連して

いるのか、そしていまの厳しい状況に対して国民の権利を守るためにどのような「対抗構

想」があるのかについて考える。担当者からの講義に加え受講生のグループ討論なども交

えて進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会保障としての医療保障の基礎と日本の医療保障の歴史を理解する。|②地域に視点を

おき、地域医療を守っている開業医制度や医療保険制度、そのほかの医療制度の意義につ

いて理解する。|③新自由主義改革による社会保障改革、医療制度改革が国民の医療保障の

危機を招来していることを理解し、地域での医療保障という観点から対抗構想や運動の課

題をつかむ。 
 

■到達目標 

①社会保障としての医療保障と日本の医療保障の歴史について、基本事項が説

明できる。|②地域医療の保障という観点で、開業医制度や医療保険制度、その

ほかの医療制度の意義について、基本が説明できる。|③国民の医療保障の危機

を招来している新自由主義改革について、その本質をおさえて説明でき、対抗

構想や運動の方向性について自分の考えを述べることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996 授業の 終コマで、リポート課題を示す。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 授業内でその日の授業内容について、感想、コメントを書

く。 

･その他 0  



授業コード W03170300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義） 

授業科目 社会福祉学特殊講義 単位 2 

担当者 山田 宗寛 シラバスグループ W30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉の仕事（実践）の意義を具体的な社会福祉実践の姿から具体的に学ぶ 

 

■授業の概要 

この講義では、「社会福祉の仕事（実践）」についてわかりやすく、その意義を理解するこ

とをねらいとします。福祉の仕事は「すべての人が人間らしく生きる社会」を実現するこ

とにつながっています。その支援では「人が持つ可能性を 大限に輝かせること」が大切

です。| このことを戦後の福祉を切り拓いた糸賀一雄の福祉思想や障害児療育などの福祉

実践に学びながら、今日の子どもの貧困や児童養護施設など社会的養護の取り組み、新し

い社会福祉実践の姿としては障害のある人の芸術である ART ｰ BRUT にも触れます。|いず

れも、具体的に学んでもらうためにパワーポイントやビデオなども多様し、わかりやすく

興味が持てる内容を心がけ、受講者同士が学び合えることを大切にしたいと考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉の実践や仕事について、その今日的な意義や価値について学びを深める。 

 

■到達目標 

・社会福祉実践がすべての人がゆたかに生きる社会づくりにつながっているこ

とを学ぶ。|・社会福祉実践や福祉の仕事について今日的な価値や意義を学ぶ。

|・障害のある子どもの療育と親子支援について学ぶ。|・糸賀一雄の福祉思想に

ついて学ぶ。|・子どもの貧困と児童福祉施設の実践を学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 講義の中で授業で学んだことからテーマを発表します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W03210100A （認定科目名：社会福祉方法論１） 

授業科目 社会福祉方法論１ 単位 2 

担当者 川口 啓子 シラバスグループ W10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

福祉の人財育成と職場づくり－人手不足に抗して 

 

■授業の概要 

職場の在り方を問うことも、社会福祉の重要な方法論です。|職員の熱意、経験、スキルも、

気持ちよく働ける職場があってこそ！|働き方改革が叫ばれる昨今ですが、働き方は往々に

してその「組織風土」に左右されます。そこでこの授業では、どのような職場が働きやす

く、人財育成・確保につながるのか、その方法にアプローチします。| ・職場「あるある」

を交流しながら、職場課題を出し合い、分析・整理してみます。| ・風通しの良い職場と

は･･･？「トップダウンとボトムアップ」を考えましょう。| ・仕事が捗る・質が高まる・

成長できる－そんな会議の在り方を学びます。|地域の One of Them として事業所のビジョ

ンを持ちつつ、働き甲斐のある職場をつくりましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

人財育成や職場づくりを、トップの力量や個人のパーソナリティに求めるのではなく、意

識や感情に訴えるでもなく、客観的な組織の仕組み・制度・手続き・会議運営などから学

びます。福祉職場の当事者が主体となって、職場づくりを実践する力をつけることを目的

にしています。 
 

■到達目標 

テキストにある「5 つの視点」を理解します。その上で、自分の職場を客観的に

分析し、一つでも具体的な職場課題を設定することを目標にします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 1. 読みやすい日本語であること|2. 句読点や改行（段落）が適

切であること|3. 誤字脱字のないこと|4. 抽象的な言葉に終始

しないこと|以上のようなことに注意して、リポートを仕上げてく

ださい。 

･授業内発表 20 1. 他の受講生にきちんと伝える声の大きさ・態度で発表するこ

と|2. 指示された持ち時間（概ね 5 分以内）を適切に使うこと|3. 

抽象的な言葉に終始しないこと|4. グループ討議では一人に偏

ることなく話し合えること|以上のようなことに注意し授業に臨

んでください。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03210200A （認定科目名：社会福祉方法論１） 

授業科目 社会福祉方法論１ 単位 2 

担当者 川口 啓子 シラバスグループ W20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

福祉の人財育成と職場づくり－人手不足に抗して 

 

■授業の概要 

職場の在り方を問うことも、社会福祉の重要な方法論です。|職員の熱意、経験、スキルも、

気持ちよく働ける職場があってこそ！|働き方改革が叫ばれる昨今ですが、働き方は往々に

してその「組織風土」に左右されます。そこでこの授業では、どのような職場が働きやす

く、人財育成・確保につながるのか、その方法にアプローチします。| ・職場「あるある」

を交流しながら、職場課題を出し合い、分析・整理してみます。| ・風通しの良い職場と

は･･･？「トップダウンとボトムアップ」を考えましょう。| ・仕事が捗る・質が高まる・

成長できる－そんな会議の在り方を学びます。|地域の One of Them として事業所のビジョ

ンを持ちつつ、働き甲斐のある職場をつくりましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

人財育成や職場づくりを、トップの力量や個人のパーソナリティに求めるのではなく、意

識や感情に訴えるでもなく、客観的な組織の仕組み・制度・手続き・会議運営などから学

びます。福祉職場の当事者が主体となって、職場づくりを実践する力をつけることを目的

にしています。 
 

■到達目標 

テキストにある「5 つの視点」を理解します。その上で、自分の職場を客観的に

分析し、一つでも具体的な職場課題を設定することを目標にします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 1. 読みやすい日本語であること|2. 句読点や改行（段落）が適

切であること|3. 誤字脱字のないこと|4. 抽象的な言葉に終始

しないこと|以上のようなことに注意して、レポートを仕上げてく

ださい。 

･授業内発表 20 1. 他の受講生にきちんと伝える声の大きさ・態度で発表するこ

と|2. 指示された持ち時間（概ね 5 分以内）を適切に使うこと|3. 

抽象的な言葉に終始しないこと|4. グループ討議では一人に偏

ることなく話し合えること|以上のようなことに注意し授業に臨

んでください。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03220100A （認定科目名：社会福祉方法論２） 

授業科目 社会福祉方法論２ 単位 2 

担当者 佐々木 勝一 シラバスグループ W10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉現場で起きる様々な事象について、個々のサービス利用者、支援者、周囲の人た

ちからの視点で検証し、社会福祉の在り方を考察する機会とします。 

 

■授業の概要 

前半は講義形式による、今日の社会状況からの社会福祉サービスの現状、課題について検

証します。後半は、グループワークによる参加学生さんの日常の視点から、社会福祉サー

ビスに対する検証・分析、課題を明確化します。 
  

■授業の目的・ねらい 

今日の社会福祉の理論と現状を鑑みて、その限界とあるべき方向性について、参加学生の

皆さんが検証・分析・望むべき方向について考察する機会とします。 

 

■到達目標 

社会福祉専門職として、今後の社会状況の変化に求められる意識、行動規範な

どを検証、考察する機会とします。グループワークでは、積極的な意見発表等

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 授業参加時の積極性 



授業コード W03220200A （認定科目名：社会福祉方法論２） 

授業科目 社会福祉方法論２ 単位 2 

担当者 重野 勉 シラバスグループ W20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉士及び精神保健福祉士などの社会福祉専門職に求められる価値・倫理、理論、実

践を具体的な支援場面を想定した演習により理解し、身につける。価値観の多様性、意思

決定支援、面接技術、スーパービジョンやコーチングなどの技術や知識を学ぶ。 
 

■授業の概要 

講義は演習形式で行います。個人で取り組むワークと小グループで取り組むワークを組み

合わせて構成していきます。面接技術に関しては具体的な事例を用い、ロールプレイを実

施し、その技術の習得を目指します。また、振り返りの小レポートもテーマの終りに実施

し講義内容の検証と評価に使用します。テキストは指定せず、配布するレジュメを使用し

て講義を進めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

価値観の多様性、コミュニケーションスキルや面接技術の基礎を理解し、意思決定支援や

そのほかのソーシャルワークの専門性に気づき、習得を目指す。クライエントを生活者と

してとらえアセスメントの重要性にも着目する。 
 

■到達目標 

福祉現場の実践でソーシャルワーカーとして求められる専門性（価値・倫理、

理論、実践）について学び、その習得を目指す基本姿勢を持つこと目標としま

す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 講義終了時にリポートのテーマを発表します。 

･授業内発表 10% 個人ワークの発表の際に作成するワークシートを使用 

･授業内試験 0.10000000000000001 講義内で問題を出し、小リポートを作成する 

･授業内課題 0.10000000000000001 講義内で課題を出し、小リポートを作成する。 

･その他 0.10000000000000001 講義内で実施するリフレクションシート（小リポート） 



授業コード W03360100A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ W10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉領域における援助の理解 

 

■授業の概要 

・精神障害の特性を踏まえた支援の基本的な考え方と基礎的な援助技術(個別援助、集団援

助、コミュニティワーク)について理解する。特に精神障害者の自己決定を尊重し、いかに

して本人主体の支援を行うかに重点をおきながら、重要課題である精神障害者の地域移

行・地域定着支援などの実践における具体的支援を通して精神保健福祉援助技術の体系的

理解を深め、併せて精神保健福祉士の役割を理解する。 |・医療、行政、事業所といった

それぞれの機関での相談援助活動の実際を知る。また関連する法制度や事業などをとりあ

げ、問題点の分析や今後の方向性について討議などもとおして考察を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・精神科医療、保健、福祉、地域といったそれぞれの領域の中での対象を理解することと、

そこにある問題へのアプローチと援助の方法を広く知ることを目的とする。また、テキス

ト以外に精神保健医療福祉に関する国内外のトピックスも取り上げ、社会的状況とあわせ

て人への理解とその方法を構造的に把握する。  || 
 

■到達目標 

ソーシャルワークの歴史、概念、目的、原理を踏まえ、精神保健医療福祉領域に

おける援助活動の実際について理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03360300A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 知名 純子 シラバスグループ W30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉分野での支援に必要となる自己覚知について体験し考える。|精神保健福祉士

としてのケースワーク、グループワークについての理解を深め、業務についての知識を習

得する。 
 

■授業の概要 

クライエント本人および家族を対象としたケースワーク、グループワークを行うにあたっ

て求められる心理教育的アプローチや理論を学び、授業中の演習によりこれを体験するこ

とで総合的な理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神保健福祉士の倫理と業務特性を理解した上で、援助技術の具体的な方法を習得する。

|| 

 

■到達目標 

◆精神保健福祉領域での支援において、なぜ「自己覚知」が必要なのかを理解し

説明できる。|◆演習での自身の気持ちを振り返り、受け止め、クライエントへ

の支援に役立てる方法を模索できる。|◆理論を学ぶことによって、支援や考察

の質が大きく変化することを実感できる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 一日の 後に試験時間を設けます 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 演習への参加、自身の意見の発表など積極的な参加を期

待します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03570100A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 太田 智之 シラバスグループ W10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障害者のリカバリーに向けた支援を学ぶ 

 

■授業の概要 

精神科リハビリテーション学は、まず大前提として精神障害とは何か、疾病と障害の違い

とは何かを理解するところから始まる。精神障害者へのリハビリテーションについて学び

を深めるが、そのアプローチは決して精神障害者個人の能力向上のみを目的とはしていな

い。当事者を取り巻く環境（人、地域、制度、文化等）への働きかけも必要である。また

それらの関りはリカバリーを目指したものとしたい。精神科リハビリテーションにおい

て、精神保健福祉士として果たすべき役割について知る。 
  

■授業の目的・ねらい 

1. 精神障害を理解し精神障害リハビリテーションの概念を理解する。|2. 精 神

障害リハビリテーションのプロセスと技術を理解する。|3. 精神障害リハビリテーシ

ョンにおける支援者の役割を理解する。| 
 

■到達目標 

1. 精神障害について理解を深めることを通して身体科リハビリテーシ

ョン等との異同を明確にし、精神障害リハビリテーションを理解する。|2.

 「リカバリー」視点に基づく精神障害リハビリテーションの展開につ

いて理解する。|3. 精神障害リハビリテーションを行う上で、支援者が押さえ

ておくべき視点や役割を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03570300A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 村上 貴栄 シラバスグループ W30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神科リハビリテーションはその名の通り「精神障害を対象に行われるリハビリテーショ

ン」である。リハビリテーションは「re-（再び）」＋「habills（適した）」という造語であ

る。元来は「身分、権利、名誉などの回復」を意味する。単に喪失した機能を回復するだ

けでなく、人間らしく生きる権利を回復することがその本質にある。特に精神障害は長い

歴史の中で偏見や差別・誤解のなかにあり、リハビリテーションされてきたとは言いがた

い状況にある。|また個別のリハビリテーションに目を向けてみてもその人の「精神障害」

がどのようなも 
 

■授業の概要 

精神科リハビリテーションの起源、歴史を確認する。|精神科リハビリテーションと社会福

祉との関係性、医療・福祉・地域や公的機関などで行われる精神科リハビリテーションの

実際、チームアプローチなどを理解する。|精神障害の特性を理解し、精神障害者への対応

の仕方を学び、理解する。|精神科リハビリテーションが行われている事例を通して精神科

リハビリテーションへの理解をさらに深める。|これらのことを学習し、その上で精神保健

福祉士が精神科リハビリテーションの中で果たすべき役割、その存在意義を理解する。ま

た総合リハビリテーションとして精神保健福祉士が必要とされる理由を考え、専門職とし

て精神科リハビリテーションに関わる意義を理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的|精神障害は中途障害でありながら、その障害が認識されていることが非常に不

正確で、需要度も低い状況にある。リハビリテーションの必要性すら未だ一般的には理解

されていない状況にある。精神保健福祉士は医療・福祉の現場で精神科リハビリテーショ

ンについて理解し、そこに貢献しなければならない。正しい障害認知をし、精神障害への

アプローチとインターベンションを行うことは精神障害者が生きていく中でとても重要

な支援である。精神保健福祉士が精神科リハビリテーションのなかでどのような役割を持

ち、その専門性を果たしながら進めていくのか、またどのようにして精神障害者支援の意

義を理解し、支援を展開できるようになるのかを理解することが目的となる。 
 

■到達目標 

精神障害の特性を理解。|精神科リハビリテーションとはどのようなものか、精

神障害者への支援として必要な関わりのあり方について理解する。|精神科リハ

ビリテーションのなかで精神保健福祉士が果たすべき役割がどのようなものか

を学習することで理解を深める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード W03580100A （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4 

担当者 松岡 義明 シラバスグループ W10180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障がい者を取り巻く社会| 

 

■授業の概要 

精神障がい者の人権擁護|精神障がい者の意思決定支援|精神保健福祉法 

  

■授業の目的・ねらい 

わが国の精神保健福祉を取り巻く制度や社会の仕組みを理解し、地域で暮らし続けるため

に|必要な支援の方法を学ぶ 

 

■到達目標 

精神障がい者を取り巻く社会の仕組みを理解し、支援者としての必要なスキル

を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03580300A （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4 

担当者 松岡 義明 シラバスグループ W30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障がい者を取り巻く社会| 

 

■授業の概要 

精神障がい者の人権擁護|精神障がい者の意思決定支援|精神保健福祉法 

  

■授業の目的・ねらい 

わが国の精神保健福祉を取り巻く制度や社会の仕組みを理解し、地域で暮らし続けるため

に|必要な支援の方法を学ぶ 

 

■到達目標 

精神障がい者を取り巻く社会の仕組みを理解し、支援者としての必要なスキル

を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03590100A （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4 

担当者 上村 啓子 シラバスグループ W10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神の健康、ライフサイクルと精神の健康、家族・学校・職場における精神保健活動の実

際、地域精神保健活動について学ぶ 

 

■授業の概要 

 精神保健学においては、1．乳幼児期・学童期・思春期・青年期・成人期・老年期のライ

フサイクルにおける精神保健 2．認知症・アルコール関連問題・薬物依存症対策等におけ

る個別課題の取り組み３．家族・学校・職場・地域等の精神保健活動の実際４．地域精神

保健の歴史や課題、諸活動の内容５．諸外国における精神保健の動向や実態について学ぶ。

| 特に精神障害者の地域生活支援及び精神保健活動が広く人々の精神的健康の保持及び

増進に果たす役割について理解を深める。また精神保健における個別課題への取り組みと

活動の実際について理解するとともに、地域精神保健施策の概要、ネットワーク、これか

らの精神保健活動のあるべき姿について考察を深める、 
  

■授業の目的・ねらい 

 精神保健に関する基本的理解を得て、ライフサイクル、疾病・障害別の個別課題、家庭・

学校・職場における精神保健活動の実際、精神保健に関する精神保健福祉士の役割、関連

法規や関連施策を理解する。 
 

■到達目標 

精神の健康の重要性を理解し、関連して法律、施策、実例を説明できるように

なる。ストレスの多い社会においてどのように精神の健康を保っていくか、精

神保健の課題を持つ人々へどのように関わっていけばよいか理解し、これから

の精神保健活動のあるべき姿について考察できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 積極的な質問、発表を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業に対する姿勢や態度も評価する。 



授業コード W03590300A （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4 

担当者 塩満 卓 シラバスグループ W30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

現代における主要な精神保健の課題であるアルコール依存症や薬物依存病、ギャンブル依

存症等のアディクション、家族の精神保健、労働者の精神保健、学校現場の精神保健課題

について学ぶ。 
 

■授業の概要 

世界及び日本の精神保健の歴史を踏まえ、社会発展に伴う精神保健問題の広がりと主要な

精神保健課題とその対策・限界について、講義する。➀精神保健の歴史を理解する。また、

②アディクション問題（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症）、③家族の精

神保健の課題、④労働者の精神保健の課題、⑤学校現場における精神保健の課題、の理解

を深め、現行の対策とその限界について、考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

➀現代社会における精神面における保健（メンタルヘルス）の諸課題を社会と関連づけて

捉え、説明できるようになる。|②メンタルヘルスの諸課題に関する対応策について、一次

予防（発生予防）、二次予防（早期発見・早期介入）、三次予防（社会参加）の視点から理

解する。|③メンタルヘルスの諸課題に関する現行の一次予防、二次予防、三次予防対策の

効果と限界を理解する。||成績評価|授業内試験の点数に試験の点数を加え、評価する。 
 

■到達目標 

➀現代社会におけるメンタルヘルスの諸課題を社会と関連づけて説明すること

ができる。|②メンタルヘルスの諸課題に対する現行の一次予防、二次予防、三

次予防の対応策を説明することができる。|③メンタルヘルスの諸課題に対する

現行の対応策の効果と限界について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 20 授業内に小テストを実施する 

･授業内課題 0 設定しない 

･その他 0  



授業コード W03600100A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 太田 智之 シラバスグループ W10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障害者のリカバリーに向けた支援を学ぶ 

 

■授業の概要 

精神科リハビリテーション学は、まず大前提として精神障害とは何か、疾病と障害の違い

とは何かを理解するところから始まる。精神障害者へのリハビリテーションについて学び

を深めるが、そのアプローチは決して精神障害者個人の能力向上のみを目的とはしていな

い。当事者を取り巻く環境（人、地域、制度、文化等）への働きかけも必要である。また

それらの関りはリカバリーを目指したものとしたい。精神科リハビリテーションにおい

て、精神保健福祉士として果たすべき役割について知る。 
  

■授業の目的・ねらい 

1. 精神障害を理解し精神障害リハビリテーションの概念を理解する。|2. 精 神

障害リハビリテーションのプロセスと技術を理解する。|3. 精神障害リハビリテーシ

ョンにおける支援者の役割を理解する。| 
 

■到達目標 

1. 精神障害について理解を深めることを通して身体科リハビリテーシ

ョン等との異同を明確にし、精神障害リハビリテーションを理解する。|2.

 「リカバリー」視点に基づく精神障害リハビリテーションの展開につ

いて理解する。|3. 精神障害リハビリテーションを行う上で、支援者が押さえ

ておくべき視点や役割を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W03600300A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 村上 貴栄 シラバスグループ W30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神科リハビリテーションはその名の通り「精神障害を対象に行われるリハビリテーショ

ン」である。リハビリテーションは「re-（再び）」＋「habills（適した）」という造語であ

る。元来は「身分、権利、名誉などの回復」を意味する。単に喪失した機能を回復するだ

けでなく、人間らしく生きる権利を回復することがその本質にある。特に精神障害は長い

歴史の中で偏見や差別・誤解のなかにあり、リハビリテーションされてきたとは言いがた

い状況にある。|また個別のリハビリテーションに目を向けてみてもその人の「精神障害」

がどのようなも 
 

■授業の概要 

精神科リハビリテーションの起源、歴史を確認する。|精神科リハビリテーションと社会福

祉との関係性、医療・福祉・地域や公的機関などで行われる精神科リハビリテーションの

実際、チームアプローチなどを理解する。|精神障害の特性を理解し、精神障害者への対応

の仕方を学び、理解する。|精神科リハビリテーションが行われている事例を通して精神科

リハビリテーションへの理解をさらに深める。|これらのことを学習し、その上で精神保健

福祉士が精神科リハビリテーションの中で果たすべき役割、その存在意義を理解する。ま

た総合リハビリテーションとして精神保健福祉士が必要とされる理由を考え、専門職とし

て精神科リハビリテーションに関わる意義を理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的|精神障害は中途障害でありながら、その障害が認識されていることが非常に不

正確で、需要度も低い状況にある。リハビリテーションの必要性すら未だ一般的には理解

されていない状況にある。精神保健福祉士は医療・福祉の現場で精神科リハビリテーショ

ンについて理解し、そこに貢献しなければならない。正しい障害認知をし、精神障害への

アプローチとインターベンションを行うことは精神障害者が生きていく中でとても重要

な支援である。精神保健福祉士が精神科リハビリテーションのなかでどのような役割を持

ち、その専門性を果たしながら進めていくのか、またどのようにして精神障害者支援の意

義を理解し、支援を展開できるようになるのかを理解することが目的となる。 
 

■到達目標 

精神障害の特性を理解。|精神科リハビリテーションとはどのようなものか、精

神障害者への支援として必要な関わりのあり方について理解する。|精神科リハ

ビリテーションのなかで精神保健福祉士が果たすべき役割がどのようなものか

を学習することで理解を深める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード 
W05510200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W05510200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05510200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
W05510450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05510450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05510450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05520200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W05520200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05520200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
W05520450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05520450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05520450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05530200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W05530200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05530200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
W05530450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05530450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05530450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05540200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W05540200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05540200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
W05540450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W05540450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W05540450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード W07180200A （認定科目名：介護概論/介護概論Ⅱ） 

授業科目 介護概論Ⅱ 単位 2 

担当者 小田 史 シラバスグループ W20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

介護の対象者を理解するために必要な専門職の行なう観察、コミュニケーションについて

の基本を確認する。要介護高齢舎の介護（介護過程）や障害者の生活支援（個別支援計画）

の展開の基本について学び、利用者主体の介護、意思決定支援の実際について学ぶ。 
 

■授業の概要 

さまざまな介護、生活支援の場面において専門職として質の高い支援を行なうためには、

対象者を理解することが必要となる。そのためには高いレベルの観察力、コミュニケーシ

ョン技術が求められる。授業ではコミュニケーションの意義、目的を理解した上で、基本

的なコミュニケーション技法（傾聴、共感、意欲やを引き出す、意思を汲み取る）をロー

ルプレイで体験し、グループディスカッションで気づきを出し合い、対人援助職のコミュ

ニケーションの在り方について考えていく。またリーム労働、協働によってなりたつ職種

であるということから、連携の在り方、記録や報告、会議の持ち方など実践的な学びも取

り入れる。介護や生活支援の先進的な取り組みについても紹介し、これまで学んだ理論と

実践との結びつきを意識できるようにする。 
  

■授業の目的・ねらい 

対人援助職に求められるコミュニケーション、利用者理解の基本について理解し、体験と

結びつけた理解をする。介護や生活支援においては知識や技術だけでなく、人間観が重要

であることに気づく。 
 

■到達目標 

対人援助職に求められるコミュニケーション、利用者理解の基本について体験

と結びつけた理解ができている。|介護や生活支援においては知識や技術だけで

なく、人間観が重要であることに気づき、自らの支援者観を振り返ることがで

きている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 授業の内容に沿ったリポートを授業内で作成する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 演習体験をまとめ発表する 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07210200A （認定科目名：社会福祉総合実習指導） 

授業科目 社会福祉総合実習指導 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉総合実習に向けて、問題意識を明確にしながら実習テーマを設定する。|実習テー

マの設定にあたっては、各科目の基本事項を押さえながら高校生が実感をもって理解でき

る実際の授業展開を視野に入れながら進めていく。 
 

■授業の概要 

社会福祉総合実習に向けて、問題意識を明確にしながら実習テーマを設定していく。その

際、自らの学びを「誰に」「どのように」伝えていくのかを考えることも重視する。 

  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、社会福祉総合実習に向けて実習テーマを設定していくことを目的とする。そし

て、社会福祉総合実習を通じて設定した実習テーマへの洞察や理解を深めるとともに、そ

の後の教育実習にもつながってていくことをねらいとする。 
 

■到達目標 

①各自の問題意識を明確にする過程を通じて、個々に応じた実習テーマを設定

することができる。|②学ぶ側の実態を踏まえた授業展開を検討し、実習に向け

た指導案を作成することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標②の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 到達目標①の観点から評価する。 

･その他 0  



授業コード W07240100A （認定科目名：社会福祉援助技術） 

授業科目 社会福祉援助技術 単位 2 

担当者 増井 香名子 シラバスグループ W10270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの理解と保育者のソーシャルワーク実践 

 

■授業の概要 

保育士は、子どもを保育するだけでなく同時に家庭に対するソーシャルワーカーの役割を

担っている。|本授業では、ソーシャルワークの理論を学ぶとともに、保育現場（保育所・

児童養護施設など）を中心としたソーシャルワークの理論や方法について考察する。|併せ

て、グループワークや事例からソーシャルワークを実践的に学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ソーシャルワークの理論と方法について理解し、実践場面で活用できる力をつける。 

 

■到達目標 

ソーシャルワークの体系について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 論述試験 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W07340200A （認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容演習「人

間関係」） 

授業科目 保育内容研究人間関係 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児の自我・自立心を育て、人とかかわる力を養う保育内容を考察する 

 

■授業の概要 

保育内容の観点から養護および保育内容５領域を総合的に学習する。わが国における保育

内容の歴史、諸外国の理論などに配慮し、母子関係論、環境構成論、プロジェクト法、単

元論、保育構造論などの理解を深める。その際、周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持

ってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を子どもに養うことのできる環

境構成のあり方についても学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・乳幼児期の発達過程に応じた自我・自立心の育成や、日々の身近な環境とのかかわりで

乳幼児が互いに共感し合う体験をもつ重要性について学ぶ。|・人間関係を深める生活や遊

びについて学び、指導力を身につける。|・乳幼児期にとっての大人との関係の重要性につ

いて学ぶ。 
 

■到達目標 

領域『人間関係』にかかわる保育内容の理解と、実践に生かせる指導力を身に

つける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07350200A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容演習「健康」） 

授業科目 保育内容研究健康 単位 1 

担当者 三柴 英昭 シラバスグループ W20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

自然や人とのかかわり、遊びから健康を考える。 

 

■授業の概要 

子ども一人一人の心身の発達には、集団の力が必要であり、友達と様々な感情を共有し、

いろいろなことを体感しながら自ら行動し、自由な思いを十分に発揮しようとする自発性

が必要となる。遊べない子どもが多くなってきている現在、何事にも驚きや感動をもって

ともだちとともに健康的に生活し、伸び伸びを自己発揮できるように支えてやることが大

切である。協同的な遊びの中で、ともだちと一緒に何かに集中し、人とつながる喜びや共

にいることの喜びを感じ、お互いを受け入れていくことのすばらしさに触れ、子供の視点

に立った教育・保育の質の向上にも着目し、健康を考えていく。また生活環境、遊びの中

で好奇心、忍耐力、人との関係をどのように築いていくのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

クラスの人たちと色々な遊びや人と心を伝え合う喜びを体感しながら、個々の思いを十分

に発揮し、楽しみ、感動を持ち、その活動の中で育つ心から健康を考えていくことを目的

とする。 終講時の試験と健康的な遊びの実践授業内発表とで 100 点満点とする。 
 

■到達目標 

目に見える行動、活動だけでなく、その時その時の遊びや経験を通し、子供の

心を理解できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07360200A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容演習「環境」） 

授業科目 保育内容研究環境 単位 1 

担当者 林 悠子 シラバスグループ W20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

子どもと環境との関わりの意義を理解する 

 

■授業の概要 

保育所保育指針」において保育内容はどのように位置づけられているか、「5 領域」の考え

方、を理解したうえで、5 領域のうち特に「環境」に焦点を当て、ねらいと内容について

具体的に考えてゆく。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

・保育内容についての基本的な理解と領域「環境」のねらいと内容について理解する。 

 

■到達目標 

・「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび 5 領域の捉え方につい

て説明することができる。|・領域「環境」のねらいと内容について、保育実践

での展開の具体例を考え発表することができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 ・リポート試験にて実施し、以下の 2 点が満たされている場合を

合格ライン（60 点）とする。|１ 解答の内容が問題・到達目標

に沿ったものであること。|２ 引用箇所・文献が明記されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 ・授業への積極的参加（議論、発表、質問） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07370200A （認定科目名：保育内容研究言語/保育内容演習「言葉」） 

授業科目 保育内容研究言語 単位 1 

担当者 津田 奈保子 シラバスグループ W20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

保育内容についての基本的な理解と領域「言葉」のねらいと内容について理解する。 | 

 

■授業の概要 

「保育所保育指針」において保育内容はどのように位置づけられているか「５領域」の考

え方を理解したうえで、５領域のうち特に「言葉」に焦点を当て、ねらいと内容について

具体的に考えていく。また保育者の支援について考察する。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

1 「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび５領域の捉え方について理解す

る。|２ 乳幼児期の言葉の発達について理解する。|３ 領域「言葉」のねらいと内容につ

いて、総合的理解を深める。| 
 

■到達目標 

1 「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび５領域の捉え方につ

いて説明することができる。|２ 乳幼児期の言葉の発達について説明すること

ができる。|３ 領域「言葉」のねらいと内容について、保育実践での展開の具

体例を考え述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 40  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード W07380200A （認定科目名：保育内容研究表現/保育内容演習「表現」） 

授業科目 保育内容研究表現 単位 1 

担当者 三柴 英昭 シラバスグループ W20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

自然や人とのかかわり、経験から、表現を考える。 

 

■授業の概要 

子ども一人一人の心身の発達には、集団の力が必要であり、友だちと様々な感情を共有し、

いろいろなことを体験しながら、自ら行動し、自由な思いを十分に発揮しようとする自発

性が必要となる。協同的な遊びの経験の中で、友だちと一緒に何かに集中し、人とつなが

る喜びや共にいることの喜びを感じ、お互いに受け入れていくことのすばらしさに触れ、

子供の視点に立った教育・保育の質の向上にも着目し、表現を考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

クラスの人たちと触れ合う喜びを体験しながら、個々の思いを十分に発揮し、楽しみ、感

動をもち、その活動の中で育つ心から表現を考えていくことを目的とする。 終講時の試

験と、伸び伸びとした表現活動の実践授業内発表とで、100 点満点とする。 
 

■到達目標 

子どもの日常の遊びや経験から、その時その時の子どもの思いや気持ちを素直

に表現することを理解していく。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07390100A （認定科目名：保育方法論） 

授業科目 保育方法論 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W10090 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児の生活を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

保育の方法論だけでなく、各年齢の発達の特徴を捉えたうえで、乳幼児の保育において保

育者が何をどのように伝えるのか、保育方法の事例をあげて保育所や幼稚園における指導

の在り方について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育は、保育対象者や子ども集団の規模などにあわせて具体的な方法を練り上げていくも

のである。それ故に子ども理解の知識や保育経験が、さらなる学びを深めるのでその一助

となる。|学習のねらいとしては、方法論だけでなく子どもの発達を深く捉えることを前提

として、保育を行う上で的確な子ども理解ができるようになることを目指す。| 
 

■到達目標 

講義内容を理解し、対象の子ども理解に見合った保育方法が導き出せる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07400450A （認定科目名：乳児保育/乳児保育２） 

授業科目 乳児保育 単位 2 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07430200A （認定科目名：教科内容研究音楽） 

授業科目 教科内容研究音楽 単位 2 

担当者 長井 典子 シラバスグループ S20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

幼児の豊かな感性や表現力を育む保育表現技術 

 

■授業の概要 

学習者が音楽的なあそびの実践を通し、保育に必要である基礎的な音楽理論を理解し、技

術や指導法を習得する。|・子どもの歌唱表現を引き出す様々な種類の歌を知る。|・楽曲を

構成している音楽の要素(拍・拍子・リズムなど)に気付き、子どもの表現活動を導く指導

法を身に付ける。|・基礎的な伴奏法を習得し、弾き歌いができるようにする。| 
  

■授業の目的・ねらい 

・本講義の内容を理解するだけでなく、習得した知識や技術を保育の実践的な音楽活動に

活かせるようにすることが目的である。| 

 

■到達目標 

・保育における音楽活動に不可欠な保育表現技術について理解できたか。|・講

義の中で行う様々な身体表現活動に意欲的に参加し、自身の表現能力を高める

ことができたか。|・子どもの歌に簡易伴奏を付ける方法を習得し、弾き歌いが

できるようになったか。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07440200A （認定科目名：教科内容研究図画工作） 

授業科目 教科内容研究図画工作 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

図画工作の目的と造形活動の構成について 

 

■授業の概要 

「表現」領域（造形分野）では、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通

して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」ことを目的としている。こ

のように自己表現という視点が明確になるにつれて、ものに挑む、空間に挑むなど、素材

を通して環境に関わり、作ったものを使って遊んだり、見立てたり、ごっこ遊びに使用し

たりという経験を重視する活動に転換してきている。であるならば、教材を扱う保育者も

教材特性を理解しておかなければ、目的を踏まえた価値ある活動は展開できないことにな

る。この講義では、様々な教材の特性を捉えて、保育活動にどのように活かすかという点

を中心に講義を進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

造形領域のねらいを実技を通して体感する 

 

■到達目標 

・教材の特性を理解する|・教材の特性を活かした保育構成を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W07450200A （認定科目名：教科内容研究体育） 

授業科目 教科内容研究体育 単位 2 

担当者 西村 誠 シラバスグループ S20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

「運動遊び」を自分のものにを原点におこう。  | 

 

■授業の概要 

 体育（健康）は身体そのものの学習（養護）指導であり、あわせて身体活動や諸活動を

通しての心のありようの学習指導でもある。この大切な学習指導を進めるためには、子ど

もの心身の発育・発達の状況の十分な把握と子ども一人ひとりの実態をふまえた展開が重

要である。| また、健康の保持増進、コミュニケーション、レクリエーション等に不可欠

なのが体育（健康）の学習内容でもある。その基礎・基本を培う幼（保）・小学校期の体育

（健康）の学習体験は、一人ひとりの生涯スポーツのあり方に引き継がれる大切なもので

ある。そのためこの時期には、体育（健康）に自発的、積極的に取り組んでいこうとする

意欲をもたせるようにしたいものだ。その基本は、絶対に「体育（運動）ぎらい」を生み

出さないための学習指導の創意と工夫が求められる。| そのためには、学習指導を展開す

るものとしての指導（養護）のための資質の向上に常に心がける必要のあることを忘れて

はならない。| なお、小学校学習指導要領・幼稚園教育要領（指導書）・保育所保育指針を

手もとにおかれ、その学習と研究にしっかりと取り組んでください。 
  

■授業の目的・ねらい 

 体育は代表的な応用科学の分野だといわれています。そのために多様な視点からの学

習・研究が求められます。学習・研究の要点として、次にあげた諸点を大切にしながら取

り組んでください。|・保育所保育指針の「健康」の内容及び０〜２才児の健康に係わる内

容について。|・幼稚園教育指導要領の「健康」領域の目標やその内容のねらいについて。

|・幼児に戸外（自然環境の中や園庭等）での遊びに興味や関心を持たせるための方法やそ

のための留意事項について。|・幼児が積極的に取り組むであろう遊びの種類とその展開の

方法について。|・幼児のいろいろな場所、場面での行動の仕方を理解し、安全に気をつけ

て行動するようになるための指導上の留意点について。|・体育（運動）ぎらいを生みださ

ない学習指導のあり方の研究は大切です。|・体育実技（健康）を指導する者として、ぜひ

身につけておきたい考え方や資質とはどのようなことなのだろうか。自分自身の目指す方

向についても考えをまとめておきましょう。|・健康で安全な生活をおくるためには、日常

の生活の中で基本的な習慣や態度を身につけることが大切である。そのためには保育課程

でどのようなことに留意すべきか。|・幼児期は一般的に種々な感染症にかかりやすい。そ

れを防ぐには、幼児の一人ひとりのどのような点に留意して観察する必要があるのでしょ

う。 
 

■到達目標 

１．幼稚園教育要領の領域「健康」について、ねらいと内容について理解する。

|２．幼児期の心身の発育発達の特徴や個人差と取り組みへの意欲などを理解す

る。|３．心を動かし、体を動かすあそびに則した環境構成、援助の在り方を一

緒に考えましょう。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W07530200A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１（音楽表現） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W07530200B （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１（音楽表現） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20141 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W07530300A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容研究表現１（音楽表現） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W07540200A （認定科目名：保育内容研究表現２（絵画製作）/保育内

容の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容研究表現２（絵画製作） 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
W07540300A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容研究表現２（絵画製作） 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード W07830200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 保科 和久 シラバスグループ W20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07830410A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 保科 和久 シラバスグループ W41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07830450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 楳原 直美 シラバスグループ W45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07840200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07840410A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07840450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W45050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07850200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅲ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅲ 単位 2 

担当者 長澤 哲也 シラバスグループ W20190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの実践的展開 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークを実践的な展開につい

て学ぶ。そのために、社会福祉専門職としての価値と倫理、地域を基盤としたソーシャル

ワーク実践について理解を深め、ソーシャルワークの展開の視点と方法について学ぶ。ま

た、体験的な演習の展開によって、社会福祉専門職に求められる専門性について学ぶ。な

お、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通

して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての価値・倫理について深く理解する|②地域を基盤としたソーシャ

ルワーク実践の展開過程について理解する|③社会福祉専門職に求められる専門性につい

て説明できるようになる| 
 

■到達目標 

①社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動することができる|

②地域を基盤としたソーシャルワーク実践の展開過程を理解し、社会福祉専門

職の視点や役割について説明することができる|③社会福祉専門職について求め

られる専門性について理解が深まる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定文字数の 50％以下の場合、不合格とな

る。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07850450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅲ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅲ 単位 2 

担当者 佐原 直幸 シラバスグループ W45060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの実践的展開 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークを実践的な展開につい

て学ぶ。そのために、社会福祉専門職としての価値と倫理、地域を基盤としたソーシャル

ワーク実践について理解を深め、ソーシャルワークの展開の視点と方法について学ぶ。ま

た、体験的な演習の展開によって、社会福祉専門職に求められる専門性について学ぶ。な

お、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通

して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての価値・倫理について深く理解する|②地域を基盤としたソーシャ

ルワーク実践の展開過程について理解する|③社会福祉専門職に求められる専門性につい

て説明できるようになる| 
 

■到達目標 

①社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動することができる|

②地域を基盤としたソーシャルワーク実践の展開過程を理解し、社会福祉専門

職の視点や役割について説明することができる|③社会福祉専門職について求め

られる専門性について理解が深まる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定文字数の 50％以下の場合、不合格とな

る。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07860100A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 池本 薫規 シラバスグループ W10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07860200A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 金田 喜弘 シラバスグループ W20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ | 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07860450A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 後藤 至功 シラバスグループ W45070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ | 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07870200A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ 単位 2 

担当者 金田 喜弘 シラバスグループ W20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習の事後学習 

 

■授業の概要 

社会福祉援助技術現場実習を単なる体験に終らせないために、学生主体による発表とグル

ープディスカッションなどを通して、自らの実習体験の振り返り、実習での学びや気づき

の整理、実習テーマの達成度・到達度の把握、今後の学習・実践課題などの明確化を行っ

ていく。また、自他の実習体験を客観的・多面的に捉えなおすことで、社会福祉士に求め

られる対人援助の基本的な視点や方法について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習を通して獲得したことや実習テーマの達成度・到達度を把握する|・今後取り組むべ

き自己課題（学習・実践課題など）を明確化する|・実習を振り返って「実践」を問い直す

ことで、「実践」と「理論」を結びつけて考える|・社会福祉士の専門性についてより理解を

深める|・実習での学びを専門職として福祉現場でどのように生かすのかを考える| 
 

■到達目標 

・自らの実習体験を振り返り、実習での学びや気づきを整理し、実習テーマの

達成度・到達度を把握することができる|・自他の実習体験を客観的・多面的に

捉えなおすことで、今後取り組むべき学習・実践課題などを明確化できる|・福

祉現場での「実践」（具体的な支援内容や方法）を「理論」と結びつけて考える

ことができる|・社会福祉士の専門性について説明できる|・実習での学びを専門

職として福祉現場でどのように生かすのかを述べることができる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W07870450A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ 単位 2 

担当者 金田 喜弘 シラバスグループ W45080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習の事後学習 

 

■授業の概要 

社会福祉援助技術現場実習を単なる体験に終らせないために、学生主体による発表とグル

ープディスカッションなどを通して、自らの実習体験の振り返り、実習での学びや気づき

の整理、実習テーマの達成度・到達度の把握、今後の学習・実践課題などの明確化を行っ

ていく。また、自他の実習体験を客観的・多面的に捉えなおすことで、社会福祉士に求め

られる対人援助の基本的な視点や方法について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習を通して獲得したことや実習テーマの達成度・到達度を把握する|・今後取り組むべ

き自己課題（学習・実践課題など）を明確化する|・実習を振り返って「実践」を問い直す

ことで、「実践」と「理論」を結びつけて考える|・社会福祉士の専門性についてより理解を

深める|・実習での学びを専門職として福祉現場でどのように生かすのかを考える| 
 

■到達目標 

・自らの実習体験を振り返り、実習での学びや気づきを整理し、実習テーマの

達成度・到達度を把握することができる|・自他の実習体験を客観的・多面的に

捉えなおすことで、今後取り組むべき学習・実践課題などを明確化できる|・福

祉現場での「実践」（具体的な支援内容や方法）を「理論」と結びつけて考える

ことができる|・社会福祉士の専門性について説明できる|・実習での学びを専門

職として福祉現場でどのように生かすのかを述べることができる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08050100A （認定科目名：保育の心理学Ⅱ/子どもの理解と援助） 

授業科目 保育の心理学Ⅱ 単位 1 

担当者 小川 徳子 シラバスグループ W10110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児期における心理的発達の理解と発達を支援する関わり方 

 

■授業の概要 

０～6 歳までの認知的発達・社会的発達の流れと、その発達的な変化はこども個人や集団

での言動にどのようあらわれるのかを知る。また、視聴覚資料によりこどもの行動を観察・

記録し、保育者がどのように関わることが、こどもひとりひとりの発達支援につながるの

かを、具体的に考えてみる。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育の現場において、こどもの心理的発達に即した保育実践を実現できる保育者となるた

め、次のことを学ぶ。|１．乳幼児期の認知的発達・社会的発達の流れを知る。|２．こども

それぞれの発達の状態を把握するための視点を知る。|３．発達に応じた関わり方を的確に

判断できるようになる。 
 

■到達目標 

１．「認知的・社会的に発達する」とは、どんな力を発揮できるようになること

なのか、発達の実態を理解する。|２．発達過程に応じた関わり方を把握し、年

齢や障害の有無にかかわらず、こどもひとりひとりへの発達に適した対応の仕

方を考えられるようになる。|３．保育者どうし、保育者と保護者とが連携する

ことの効果について、事例を通して知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W08070200A （認定科目名：子どもの保健Ⅱ/子どもの健康と安全） 

授業科目 子どもの保健Ⅱ 単位 1 

担当者 永幡 玉枝 シラバスグループ W20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児のこころとからだを育む小児保健の実際 

 

■授業の概要 

１ 乳幼児の発育発達と育児|２ 子どもに多い病気と看護|３ 児童虐待の現状と課題|４ 

感染症と予防|５ 子どもの保健と関係法規、制度|６ 子どもを取り巻く環境  他| 

|以上、子どもの保健を事例や実習を取り入れながら学ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

1 子どもの保健関係法規を知る|２ 乳幼児の年齢に応じた発育発達を知る|３ 子ども

の病気や事故予防を知り応急手当てができる|４ 子どものこころを理解し虐待予防の視

点を学ぶ|５ 感染症の正しい知識を持ち対応できる  など||配布資料を読み正しく分析

し小児保健を理解できる 
 

■到達目標 

学習内容を理解し保育士等の心構えを養う| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 設題に対して論述式で回答 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10| グループディスカッションや発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 実技実習など 

･その他 10 授業態度など 



授業コード W08080200A （認定科目名：子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2 

担当者 小谷 清子 シラバスグループ W20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

子どもの栄養と食生活 

 

■授業の概要 

小児期は、生涯にわたる健康の基礎が形成され、その後の心と身体の健康を大きく左右す

る重要な時期である。 この科目では、乳児期、幼児期を中心に、小児の各段階に応じた健

全な発育・発達を促すために必要な事柄を、栄養と食生活の面から学ぶ。保育者として食

育や保護者への支援が出来る力を身に着ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの栄養と食生活が生涯にわたる健康の基礎であり、その後の心と身体の健康に影響

することを理解する。食品や栄養に関する基礎的知識を学び、子どもの発育・発達と食生

活の関連について理解する。家庭や児童養護施設における食生活の現状と課題について学

び、保育との関連のなかで、幼少期から成人にいたる一貫した食生活の意義、子どもに適

切な食事が提供できることの意義を理解する。家庭や地域との関連性、生活全般や環境の

望ましい姿を理解し、保育者として食育や保護者への支援ができる力を身に着ける。 
 

■到達目標 

1）食品や栄養に関する基本的知識を習得する|2）子どもの発育・発達に応じた

食生活を理解する|3）様々な子どもの現状を理解し、それらに配慮した適切な食

や栄養について理解する|4）食育の基本とその内容を、家庭、地域社会や文化と

のかかわりの中で理解する 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W08110100A （認定科目名：保育内容総論） 

授業科目 保育内容総論 単位 1 

担当者 渡邉 保博 シラバスグループ W10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「保育内容」の基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などにおける「保育の目標」

「子どもの発達」「保育の内容」を関連づけて保育内容を理解し、保育の全体的な構造を理

解する。また保育内容の歴史的変遷の学習からも理解を深める。保育内容と子ども理解と

の関わり、養護と教育の一体的展開を実践的に理解し、保育の多様な展開について具体的

に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などに基づいて、保育の全体

的構造を理解したうえで、保育の目標・内容・構造などについて具体的に学ぶ。 

 

■到達目標 

1 保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などに基づいて、

保育の基本と全体的な構造を理解し、保育の目標、子どもの発達、保育の内容

を 関連付けて理解する。|2 保育の基本を踏まえた保育内容の展開を構想す

ることができる。|3 保育の多様な展開について具体例を示して説明すること

ができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08120450A （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

障害の特徴も踏まえた子どもの発達的理解のありようを学ぶ。|障害のある子どもの保育の

実際について学ぶ。 

 

■授業の概要 

権利が平等に保障されるために追加の支援を必要とする子どもへの保育であることを理

解する。具体的には，障害の種別やその特性の理解はもちろんこと，何らかの支援を必要

とする子どもたちの実態も踏まえ，「権利の平等性」と「追加の支援」を統一的に理解して

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

障害のある子ども一人ひとりの実態に即した保育をおこなう際に必要となる発達的視点

に基づく子ども理解を踏まえた上で、一人ひとりを丁寧に見ることと集団づくりは決して

対立するものではないことを理解することを目的とする。こうした理解が、実践現場で出

会う多様な事例に対応する際の基盤となることを意図している。 
 

■到達目標 

①発達と障害の相互関係を念頭において子どもの行動を検討することができ

る。|②集団づくりにおける個人と集団の関係を、実践上の難しさも踏まえて説

明することができる。|③授業を通じた理解の深まりを自分なりの言葉で説明す

ることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標①②③の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内で実施するワーク等での気づきや理解に基づいて評価す

る 



授業コード W08130200A （認定科目名：社会的養護内容/社会的養護２） 

授業科目 社会的養護内容 単位 1 

担当者 奥井 菜穂子 シラバスグループ W20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護の実践を当事者の声とともに学ぶ 

 

■授業の概要 

社会的養護の実践の詳細を学び、その現状と課題を理解する。その際、社会的養護におけ

る支援者の実践を読み解くこと、当事者の声を聴きとることを重視する。社会的養護で育

つ子どもに必要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す機会にしていくことを目指している。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（１）社会的養護における子どもの権利

擁護や保育士等の倫理について具体的に学ぶ。|（２）施設養護および他の形態でなされる

社会的養護の実際について学ぶ。|（３）社会的養護の当事者の声から社会的養護における

ニーズを把握し、理解する。|（４）社会的養護を通し、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す。|評価については、リポート課題の提出を課す。 
 

■到達目標 

・社会的養護で育つ子どもの権利について学び、その保障と自立を支えるため

の理念と方法を学び、現状と課題を考察する。|・社会的養護で育つ子どもに必

要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、援

助観を多様な側面から問い直す。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W08140200A （認定科目名：幼児理解と保育相談/幼児理解及び保育

相談/保育相談支援） 

授業科目 保育相談支援 単位 1 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育における相談支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育相談支援について理解する。保育相談支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の

重視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源

の活用と関係機関との連携等の理解を深める。保育相談支援の実践に関する技術を学習

し、グループワークにおける事例検討を通じて保育相談支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（1）保育相談支援の意義と原則につい

て理解する。|（2）保護者支援の基本を理解する。|（3）保育相談支援の実際を学び、内容

や方法を理解する。|（4）保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解

する。 
 

■到達目標 

保育相談支援の意義と原則について、保護者支援の基本について理解できる。

また、保育相談支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福

祉施設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード W08150100A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 60  

･その他 0  



授業コード W08150300A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード W08160100A （認定科目名：保育実践演習） 

授業科目 保育実践演習 単位 2 

担当者 中西 さやか シラバスグループ W10170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもを出発点とする保育のあり方を探究する 

 

■授業の概要 

これまでの学びを振り返り、「子どもとはどのような存在か」「保育士の専門性とは何か」

について自らの視点で探究する。また、グループワークをとおして保育をめぐる現代的な

課題を分析し、これからの保育について多様な視点から考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

これまでの学びをとおして形成された子ども観や保育観を振り返り、育つ主体としての子

どもを出発点とした保育のあり方を探究する。 

 

■到達目標 

・自らの保育観や子ども観を整理し、説明することができる。|・子どもを出発

点とする保育の意義を理解し、自分の言葉で語ることができる。|・保育の現代

的課題を分析し、これからの保育のあり方を展望することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08160450A （認定科目名：保育実践演習） 

授業科目 保育実践演習 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ S45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

保育記録をもとに保育を考察する 

 

■授業の概要 

この授業は、保育にかかわる現代的課題（地域における子育て支援、家庭と地域との連携、

乳児保育、異年齢の子どもの交流、長時間保育・夜間保育、乳幼児の虐待、道徳性の育成

など）を考慮しながら、保育の目標・内容・方法を実践に即しながら深く考察することを

課題としている。|本授業の受講生には、そうした課題を現実を踏まえて学習するために、

保育所・児童福祉施設における実際の経験が求められる。よって受講対象者は、すべての

保育実習を終えていることを条件とする。|授業の進め方については、全体的なガイダンス

のあと、保育の目標・内容・方法にかかわる事柄につき、保育実習で学んだ事実を踏まえ

て発表してもらい、これに基づいて討論を行う。そして、浮かび上がってきた問題や論点

について講義を行い、さらに討議を重ねて、保育の目標・内容・方法について実践的・理

論的に考察していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

（目的）|保育実践と保育理論は無関係のものではなく、実践から理論へという筋みちと、

理論から実践へという筋みちが絡み合って、実践も理論も豊かになっていくものである。

この授業では、前者の筋みちに沿って、各自が実習を通して行った実践を理論的に考察す

るという姿勢を形成することを目的とする。|（ねらい）|各自の実習ノートに記入された保

育記録を反省的に考察し、そこに現れた問題をつかみ出すことをねらいとする。 
 

■到達目標 

実習を通して経験した保育実践を省察する。|そこで抽出された課題を理論的に

検討・考察する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W08170100A （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

充実した保育実習を行うための準備を行う 

 

■授業の概要 

本授業では、施設における保育実習の意義と目的を確認する。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に

関連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■到達目標 

受講生が施設での充実した保育実習を行うための準備をすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 20  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08170300A （認定科目名：保育実習指導Ⅱ） 

授業科目 保育実習指導Ⅱ 単位 1 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

充実した保育実習を行うための準備を行う 

 

■授業の概要 

本授業では、施設における保育実習の意義と目的を確認する。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は施設における保育実践現場において、これまで学んできた知識や技能を総合的に

関連づける力と保育実践に応用する力とを養うものである。 
 

■到達目標 

受講生が施設での充実した保育実習を行うための準備をすること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 20  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08180100A （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1 

担当者 平野 知見 シラバスグループ W10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育実習１の事後指導として、実習の総括と自己評価を行い、自らの課題を明らかにする。

また、保育実習３の事前指導として、児童福祉施設における生活と保育実習を取り上げる。

実習の意義と目的を明確化し、保育実習の内容や実習先の施設について調べ発表を行う。

さらに、実習のテーマを明確化し、実習計画書を作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会的養護について理解を深める。|２．保育実習１の成果をまとめる。|３．実習計画

書を作成する。 

 

■到達目標 

１．保育実習３の意義、目的、及び実習の内容と具体的事項を理解する。|２．

子ども理解、実習の展開・評価・改善の一連のプロセスの理解を深める。|３．

社会的養護に関する力量形成について学ぶ。|４．実習の成果とまとめを発表し、

保育士の業務内容や職業倫理についての理解を深める。|５．保育士としての自

己の課題を明確化する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 40  



授業コード W08180300A （認定科目名：保育実習指導Ⅲ） 

授業科目 保育実習指導Ⅲ 単位 1 

担当者 大森 弘子 シラバスグループ W30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護について理解を深める。 

 

■授業の概要 

保育実習１の事後指導として、実習の総括と自己評価を行い、自らの課題を明らかにする。

また、保育実習３の事前指導として、児童福祉施設における生活と保育実習を取り上げる。

実習の意義と目的を明確化し、保育実習の内容や実習先の施設について調べ発表を行う。

さらに、実習のテーマを明確化し、実習計画書を作成する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会的養護について理解を深める。|２．保育実習１の成果をまとめる。|３．実習計画

書を作成する。 

 

■到達目標 

１．保育実習３の意義、目的、及び実習の内容と具体的事項を理解する。|２．

子ども理解、実習の展開・評価・改善の一連のプロセスの理解を深める。|３．

社会的養護に関する力量形成について学ぶ。|４．実習の成果とまとめを発表し、

保育士の業務内容や職業倫理についての理解を深める。|５．保育士としての自

己の課題を明確化する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 30  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 10  



授業コード W08510410A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W41030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉士の役割とその意義・価値をふまえた相談援助の理念 

 

■授業の概要 

現在、医療機関のみならず教育、司法、企業、地域、被災地等々における精神保健福祉士

の相談援助の重要性が高まってきている。その特質と価値、特に権利擁護等を核に学びを

進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神障害者にも対応する地域包括ケアシステムを構成する要素について、生活者としての

精神障害者が地域で一般住民と共生し、自らの生活を確立していくことの意義と支援の内

容について理解する。 
 

■到達目標 

精神障害領域のソーシャルワークの視点の確認 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08510440A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉士の役割とその意義・価値をふまえた相談援助の理念 

 

■授業の概要 

現在、医療機関のみならず教育、司法、企業、地域、被災地等々における精神保健福祉士

の相談援助の重要性が高まってきている。その特質と価値、特に権利擁護等を核に学びを

進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神障害者にも対応する地域包括ケアシステムを構成する要素について、生活者としての

精神障害者が地域で一般住民と共生し、自らの生活を確立していくことの意義と支援の内

容について理解する。 
 

■到達目標 

精神障害領域のソーシャルワークの視点の確認 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08520410A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（専門）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W41040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの形成と相談援助活動の展開 

 

■授業の概要 

精神保健福祉領域でのソーシャルワークの形成過程とその内容について確認し、相談援助

活動における対象、理念、価値、知識、支援の実際を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

1． 相談援助の形成過程を確認し、その中での価値や理念のうつりかわりについて理解す

る。|２．精神保健福祉領域の相談援助体系（機関、制度サービスとの関連、多職種連携の

実際）について|理解する。|３．権利擁護の発展過程と意義について考察する。|| 
 

■到達目標 

１．精神保健福祉領域における相談援助の発展過程について説明することがで

きる。|２．精神障害者の相談援助活動にかかわる法制度、サービス、機関、専

門職の機能的役割を把握し、総合的・包括的援助と多職種連携の実際について

説明することができる。|３．精神保健福祉士の倫理や価値について、その意義

を理解するとともに、権利擁護の方法と関連付けて説明することができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.90000000000000002 授業での学びや資料などを十分復習、理解した上で、設題

に沿ってまとめること。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 テーマに関連した内容について、ポイントをおさえて自

分の考えをまとめる。 

･その他 0  



授業コード W08520440A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（専門）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W44020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの形成と相談援助活動の展開 

 

■授業の概要 

精神保健福祉領域でのソーシャルワークの形成過程とその内容について確認し、相談援助

活動における対象、理念、価値、知識、支援の実際を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

1． 相談援助の形成過程を確認し、その中での価値や理念のうつりかわりについて理解す

る。|２．精神保健福祉領域の相談援助体系（機関、制度サービスとの関連、多職種連携の

実際）について|理解する。|３．権利擁護の発展過程と意義について考察する。|| 
 

■到達目標 

１．精神保健福祉領域における相談援助の発展過程について説明することがで

きる。|２．精神障害者の相談援助活動にかかわる法制度、サービス、機関、専

門職の機能的役割を把握し、総合的・包括的援助と多職種連携の実際について

説明することができる。|３．精神保健福祉士の倫理や価値について、その意義

を理解するとともに、権利擁護の方法と関連付けて説明することができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 授業での学びや資料などを十分復習、理解した上で、設題に沿っ

てまとめること。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマに関連した内容について、ポイントをおさえて自分の考え

をまとめる。 

･その他 0  



授業コード W08530100A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ W10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉領域における援助の理解 

 

■授業の概要 

・精神障害の特性を踏まえた支援の基本的な考え方と基礎的な援助技術(個別援助、集団援

助、コミュニティワーク)について理解する。特に精神障害者の自己決定を尊重し、いかに

して本人主体の支援を行うかに重点をおきながら、重要課題である精神障害者の地域移

行・地域定着支援などの実践における具体的支援を通して精神保健福祉援助技術の体系的

理解を深め、併せて精神保健福祉士の役割を理解する。 |・医療、行政、事業所といった

それぞれの機関での相談援助活動の実際を知る。また関連する法制度や事業などをとりあ

げ、問題点の分析や今後の方向性について討議などもとおして考察を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・精神科医療、保健、福祉、地域といったそれぞれの領域の中での対象を理解することと、

そこにある問題へのアプローチと援助の方法を広く知ることを目的とする。また、テキス

ト以外に精神保健医療福祉に関する国内外のトピックスも取り上げ、社会的状況とあわせ

て人への理解とその方法を構造的に把握する。  || 
 

■到達目標 

ソーシャルワークの歴史、概念、目的、原理を踏まえ、精神保健医療福祉領域に

おける援助活動の実際について理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08530300A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 知名 純子 シラバスグループ W30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉分野での支援に必要となる自己覚知について体験し考える。|精神保健福祉士

としてのケースワーク、グループワークについての理解を深め、業務についての知識を習

得する。 
 

■授業の概要 

クライエント本人および家族を対象としたケースワーク、グループワークを行うにあたっ

て求められる心理教育的アプローチや理論を学び、授業中の演習によりこれを体験するこ

とで総合的な理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神保健福祉士の倫理と業務特性を理解した上で、援助技術の具体的な方法を習得する。

|| 

 

■到達目標 

◆精神保健福祉領域での支援において、なぜ「自己覚知」が必要なのかを理解し

説明できる。|◆演習での自身の気持ちを振り返り、受け止め、クライエントへ

の支援に役立てる方法を模索できる。|◆理論を学ぶことによって、支援や考察

の質が大きく変化することを実感できる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 一日の 後に試験時間を設けます 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 演習への参加、自身の意見の発表など積極的な参加を期

待します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08540200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅰ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W20340 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉を支える理念、制度、歴史、実践 

 

■授業の概要 

わが国の精神保健医療福祉に関わる法制度、特にその根幹である精神保健福祉法の歴史、

法理念を学ぶと共に、関連する障害者福祉や社会保障領域の法制度、サービスについて学

習する。さらに諸外国における精神保健福祉の現状と歴史的展開をとおして、わが国の精

神障害者をめぐる政策的課題について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神病者、精神障害者に対するケアは社会の中でどのような歴史を辿ってきたのか、精神

保健医療福祉に関する法制度および関連政策の変遷をおさえながら学習をすすめる。ま

た、諸外国の政策動向にも注目し、日本の精神障害者をめぐる現状と歴史的に積み残して

きた課題(社会的入院、病床数の多さ、在院期間の長期化と高齢化、地域移行の難しさ等々)

について考察を行う。 | 
 

■到達目標 

精神保健医療福祉に関する制度やサービスを体系的に把握することをとおし

て、精神病者、精神障害者、家族等が時代の中でそれぞれどのような困難を抱

えてきたのか、社会問題として理解し、説明できるようになることを目指す。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 スクーリングで学んだことを振り返り、テキストや資料を読み直

し、設題で問われている内容について的確に把握し、まとめる。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマと関連する内容について、授業内に自分の考えとともにポ

イントを簡潔にまとめる。 

･その他 0  



授業コード W08540300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅰ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉を支える理念、制度、歴史、実践 

 

■授業の概要 

わが国の精神保健医療福祉に関わる法制度、特にその根幹である精神保健福祉法の歴史、

法理念を学ぶと共に、関連する障害者福祉や社会保障領域の法制度、サービスについて学

習する。さらに諸外国における精神保健福祉の現状と歴史的展開をとおして、わが国の精

神障害者をめぐる政策的課題について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神病者、精神障害者に対するケアは社会の中でどのような歴史を辿ってきたのか、精神

保健医療福祉に関する法制度および関連政策の変遷をおさえながら学習をすすめる。ま

た、諸外国の政策動向にも注目し、日本の精神障害者をめぐる現状と歴史的に積み残して

きた課題(社会的入院、病床数の多さ、在院期間の長期化と高齢化、地域移行の難しさ等々)

について考察を行う。 | 
 

■到達目標 

精神保健医療福祉に関する制度やサービスを体系的に把握することをとおし

て、精神病者、精神障害者、家族等が時代の中でそれぞれどのような困難を抱

えてきたのか、社会問題として理解し、説明できるようになることを目指す。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 スクーリングで学んだことを振り返り、テキストや資料を読み直

し、設題で問われている内容について的確に把握し、まとめる。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマと関連する内容について、授業内に自分の考えとともにポ

イントを簡潔にまとめる。 

･その他 0  



授業コード W08550200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅱ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W20350 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者と精神保健医療福祉の歴史 

 

■授業の概要 

精神障害者医療福祉の歴史的な変遷を学び，そこに流れる政策の限界と課題を講義する．

精神病者監護法下での私宅監置の状況を調査した呉秀三は，その著書「精神病者私宅監置

ノ実況及ビ其統計的観察」で、「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外

ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」という有名な言葉を残している。1950

年，私宅監置は廃止されたものの病院への収容が強まり，生産阻害因子キャンペーン（1952

年），らい予防法（1953 年）等の棄民政策が続いた．1964 年にライシャワー事件が生じ，

翌年改正された精神衛生法では，警察官通報等の通報制度が生まれ，精神障害者の地域管

理が徹底してきた．1983 年に発覚した宇都宮病院事件は，国連でも取り上げられ日本の

精神保健福祉の課題が国際的な調査団の調査で明確になった．それ以降，日本の精神保健

福祉は，精神障害者の権利保障を目指した政策が展開されてきた．しかし，そのなかでも，

1999 年に改正された精神保健福祉法で制定された移送制度は，精神障害者の権利との関

わりで多くの議論が行われている．本講義では，こうした歴史の流れとその時々の支援に

つき学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、次の三つである。①精神障害者の保健医療福祉の流れを理解する。②今

までの歴史のなかで、精神障害者がおかれていた状況を理解する。③障害者権利条約や自

立支援法（現行の障害者総合支援法と精神保健福祉法の関わりを理解する。|本講義では、

精神保健福祉の歴史を政策，運動，支援の三つの視点で学ぶ。|評価は、全講義に出席する

とともに，講義中の提出課題及びスクーリング後のリポートで理解度を問う。 
 

■到達目標 

精神病者監護法以降今日まで精神障害者がおかれてきた状況を理解し、各時代

の法に流れている考えを正しく理解する。なかでも、棄民政策としての性格を

もってきた精神障害者政策の流れをおさえ、今日の精神障害者の生活が保障さ

れる上で重要な役割を果たした運動や実践について理解する。さらに、現在の

精神保健福祉法や関連法を検討するなかで、精神障害者と家族の生活や権利を

保障する政策はどうあるべきかを理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08550300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅱ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者と精神保健医療福祉の歴史 

 

■授業の概要 

精神障害者医療福祉の歴史的な変遷を学び，そこに流れる政策の限界と課題を講義する．

精神病者監護法下での私宅監置の状況を調査した呉秀三は，その著書「精神病者私宅監置

ノ実況及ビ其統計的観察」で、「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外

ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」という有名な言葉を残している。1950

年，私宅監置は廃止されたものの病院への収容が強まり，生産阻害因子キャンペーン（1952

年），らい予防法（1953 年）等の棄民政策が続いた．1964 年にライシャワー事件が生じ，

翌年改正された精神衛生法では，警察官通報等の通報制度が生まれ，精神障害者の地域管

理が徹底してきた．1983 年に発覚した宇都宮病院事件は，国連でも取り上げられ日本の

精神保健福祉の課題が国際的な調査団の調査で明確になった．それ以降，日本の精神保健

福祉は，精神障害者の権利保障を目指した政策が展開されてきた．しかし，そのなかでも，

1999 年に改正された精神保健福祉法で制定された移送制度は，精神障害者の権利との関

わりで多くの議論が行われている．本講義では，こうした歴史の流れとその時々の支援に

つき学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の三つである．①精神障害者の保健医療福祉の流れを理解する．②今

までの歴史のなかで，精神障害者がおかれていた状況を理解する．③障害者権利条約や自

立支援法（現行の障害者総合支援法と精神保健福祉法の関わりを理解する．|本講義では，

精神保健福祉の歴史を政策，運動，支援の三つの視点で学ぶ．||評価は，全講義に出席する

とともに，講義中の提出課題及びスクーリング後のリポートで理解度を問う． 
 

■到達目標 

精神病者監護法以降今日まで精神障害者がおかれてきた状況を理解し，各時代

の法に流れている考えを正しく理解する．なかでも，棄民政策としての性格を

もってきた精神障害者政策の流れをおさえ，今日の精神障害者の生活が保障さ

れる上で重要な役割を果たした運動や実践について理解する．さらに，現在の

精神保健福祉法や関連法を検討するなかで，精神障害者と家族の生活や権利を

保障する政策はどうあるべきかを理解する． 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08560200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅲ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者の地域生活支援システムの現状と課題 

 

■授業の概要 

精神障害者の生活の場は地域である．今，世界的に病院から地域へという流れのなかで，

地域での生活をどう充実させるかが問われている．精神障害者の地域生活を考える上で，

まず，精神障害とはを学ぶ必要がある．精神障害の特性とはなにか，彼らや彼女たちが，

どのような生活ニーズを持っているのかを明確にする必要がある．この講義では，まず，

統合失調症と感情障害（双極性障害）等の障害特徴を学び，次に，彼らの生活をいくつか

の局面に分け学ぶ．それは，彼らが危機的な状況を招いた時の地域生活支援，安心して生

活できる居住支援や地域での居場所の支援，就労支援等である．これらの支援が，どのよ

うな法・制度の下で行われているのか，その支援を展開していく上で，どのような哲学や

方法が求められるのか．さらに，ソーシャルワーカーとして，その支援制度を発展させて

いく為に，どのような運動を組織することが必要か等を学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の四つである．|①精神障害とはなにかを理解する．福祉を学ぶものに

とって， 低限の精神障害の症状や障害の特徴を学び理解することが必要である為，基礎

的な知識を学ぶ．|②精神障害者の地域生活をいくつかの局面に分け考える力を育てる．一

つは，地域のソーシャルワーカーとして精神障害者と出会った時に，どのような資源を活

用し，どのような支援を行うのかであるる．次に，彼や彼女たちが，危機的な状況と出会

った時の局面である．その時に，どのように介入するかである．さらには，彼らが地域で

安心して暮らし，仲間と関わり，就労することを支援する局面である．|③精神障害者の地

域生活は満ち足りているものではない．現状の制度がどのような課題を持っているのか，

システムを充実させる為に必要なソーシャルワーカーが組織する運動について理解する．

| 
 

■到達目標 

精神障害の特徴と支援ニーズ，現行の支援システムの概要を理解するとともに，

政策や制度に規定される支援システムの限界と，その限界を克服する運動の課

題を理解する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08560300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅲ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W30180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者の地域生活支援システムの現状と課題 

 

■授業の概要 

精神障害者の生活の場は地域である．今，世界的に病院から地域へという流れのなかで，

地域での生活をどう充実させるかが問われている．精神障害者の地域生活を考える上で，

まず，精神障害とはを学ぶ必要がある．精神障害の特性とはなにか，彼らや彼女たちが，

どのような生活ニーズを持っているのかを明確にする必要がある．この講義では，まず，

統合失調症と感情障害（双極性障害）等の障害特徴を学び，次に，彼らの生活をいくつか

の局面に分け学ぶ．それは，彼らが危機的な状況を招いた時の地域生活支援，安心して生

活できる居住支援や地域での居場所の支援，就労支援等である．これらの支援が，どのよ

うな法・制度の下で行われているのか，その支援を展開していく上で，どのような哲学や

方法が求められるのか．さらに，ソーシャルワーカーとして，その支援制度を発展させて

いく為に，どのような運動を組織することが必要か等を学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の四つである．|①精神障害とはなにかを理解する．福祉を学ぶものに

とって， 低限の精神障害の症状や障害の特徴を学び理解することが必要である為，基礎

的な知識を学ぶ．|②精神障害者の地域生活をいくつかの局面に分け考える力を育てる．一

つは，地域のソーシャルワーカーとして精神障害者と出会った時に，どのような資源を活

用し，どのような支援を行うのかであるる．次に，彼や彼女たちが，危機的な状況と出会

った時の局面である．その時に，どのように介入するかである．さらには，彼らが地域で

安心して暮らし，仲間と関わり，就労することを支援する局面である．|③精神障害者の地

域生活は満ち足りているものではない．現状の制度がどのような課題を持っているのか，

システムを充実させる為に必要なソーシャルワーカーが組織する運動について理解する． 
 

■到達目標 

精神障害の特徴と支援ニーズ，現行の支援システムの概要を理解するとともに，

政策や制度に規定される支援システムの限界と，その限界を克服する運動の課

題を理解する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08570200A （認定科目名：精神保健福祉援助演習） 

授業科目 精神保健福祉援助演習 単位 2 

担当者 三木 佐和子 シラバスグループ W20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

自己理解を深め、ケースワーク・グループワークの展開過程を学ぶ。 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08570300A （認定科目名：精神保健福祉援助演習） 

授業科目 精神保健福祉援助演習 単位 2 

担当者 泉水 宏仁 シラバスグループ W30190 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

自己理解を深め、ケースワーク・グループワークの展開過程を学ぶ。 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

本演習では相談援助場面で体現できるスキルを獲得するために、対象理解や支

援方法など実践を意識し具体的に想像することに加え、場面や事象を適切に切

り取り、言語化することができるようになることを目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W08580200A （認定科目名：精神保健福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅰ 単位 2 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ W20380 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークを学ぶ。その１ 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）な観点と質的（内容）な観点により評価する。出

題の要点を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように具体

的に記述すること。記述量が、指定文字数の 50％以下の場合、不

合格となる。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08580200B （認定科目名：精神保健福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅰ 単位 2 

担当者 （未 定） シラバスグループ W20381 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークを学ぶ。その１ 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）な観点と質的（内容）な観点により評価する。出

題の要点を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように具体

的に記述すること。記述量が、指定文字数の 50％以下の場合、不

合格となる。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08580300A （認定科目名：精神保健福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅰ 単位 2 

担当者 大塚 剛史 シラバスグループ W30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークを学ぶ。その１ 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）な観点と質的（内容）な観点により評価する。出

題の要点を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように具体

的に記述すること。記述量が、指定文字数の 50％以下の場合、不

合格となる。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08590200A （認定科目名：精神保健福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅱ 単位 2 

担当者 吉田 久美子 シラバスグループ W20390 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークを学ぶ。その２ 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）な観点と質的（内容）な観点により評価する。出

題の要点を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように具体

的に記述すること。記述量が、指定文字数の 50％以下の場合、不

合格となる。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08590450A （認定科目名：精神保健福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅱ 単位 2 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ W45110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークを学ぶ。その２ 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 量的（記述量）な観点と質的（内容）な観点により評価する。出

題の要点を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように具体

的に記述すること。記述量が、指定文字数の 50％以下の場合、不

合格となる。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08600200A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 泉 洋一 シラバスグループ W20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害福祉サービス事業所での実習に向けての事前学習 

 

■授業の概要 

①本授業は、地域実習（障害福祉サービス事業等）を主体的に取り組むための事前学習と

して、精神保健福祉士の専門知識および援助方法についての理解を深め、ソーシャルワー

ク専門職に求められる専門的視点と基本的態度を学ぶ。|②精神障がい者及び家族のおかれ

ている社会的状況及び生活実態、生活上の困難（生活のしづらさ）、社会的障壁等について

理解を深め、社会福祉学を基盤とする精神保健福祉士の多面的な視点と専門性（価値・知

識・技術）から精神障がい者を“生活者”として捉え、その生活を包括的に支援する能力を

習得する。|③社会福祉の基礎・共通科目と精神保健福祉の専門科目で学んだ多様な知識・

理論・技術を統合し、自己洞察できる力とソーシャルワーク専門職として行動（役割遂行）

できる力を醸成する。|④福祉現場の課題や自分自身の問題意識をもとに、実習テーマ・実

習課題を考え、実習計画書を作成する。個別発表やグループワークを通じて参加型授業を

実施し、受講生相互の意見交換の場を持つ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①精神保健福祉士の使命と役割、職業倫理について学び、ソーシャルワーク専門職として

獲得すべき専門性（価値・知識・技術）及び基本的態度、権利擁護の視点について、理解

を深めることをねらいとしている。|②精神障がい者や家族のおかれている社会的状況を多

面的に捉え、その生活実態や生活上の困難（生活のしづらさ）を包括的に支援する視点を

形成し、地域生活支援に関する問題意識を醸成する。|③障害福祉サービス事業や地域生活

支援事業の体系を理解し、精神障がい者の自己決定を尊重しながら地域生活を継続するソ

ーシャルワーク実践の方法と必要な社会資源について考える。|④福祉現場の課題や自分自

身の問題意識をもとに実習テーマや実習課題についての考察を重ね、主体的なグループ討

議への参加を経て、地域実習（障害福祉サービス事業等）の実習計画書を立案する。 
 

■到達目標 

①精神保健福祉士を目指す動機と精神保健福祉領域における問題意識を明確に

する。|②ソーシャルワーク専門職としての専門的な視点及び基本的態度を形成

し、職業倫理に基づいた行動がとれる。|③精神障がい者及び家族の生活のしづ

らさについて理解し、その地域生活支援のために精神保健福祉士がどのような

ソーシャルワーク実践（個別・集団）を展開しているのかを説明できるととも

に自らが実践できるようになる。|④ソーシャルワーク専門職に求められる資質

や技能、自己の課題把握などを見極め、精神障がい者を“生活者”として捉える視

点をもとに 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W08600300A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 2 

担当者 塩満 卓 シラバスグループ W30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害福祉サービス事業所での実習に向けての事前学習 

 

■授業の概要 

①本授業は、地域実習（障害福祉サービス事業等）を主体的に取り組むための事前学習と

して、精神保健福祉士の専門知識および援助方法についての理解を深め、ソーシャルワー

ク専門職に求められる専門的視点と基本的態度を学ぶ。|②精神障がい者及び家族のおかれ

ている社会的状況及び生活実態、生活上の困難（生活のしづらさ）、社会的障壁等について

理解を深め、社会福祉学を基盤とする精神保健福祉士の多面的な視点と専門性（価値・知

識・技術）から精神障がい者を“生活者”として捉え、その生活を包括的に支援する能力を

習得する。|③社会福祉の基礎・共通科目と精神保健福祉の専門科目で学んだ多様な知識・

理論・技術を統合し、自己洞察できる力とソーシャルワーク専門職として行動（役割遂行）

できる力を醸成する。|④福祉現場の課題や自分自身の問題意識をもとに、実習テーマ・実

習課題を考え、実習計画書を作成する。個別発表やグループワークを通じて参加型授業を

実施し、受講生相互の意見交換の場を持つ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①精神保健福祉士の使命と役割、職業倫理について学び、ソーシャルワーク専門職として

獲得すべき専門性（価値・知識・技術）及び基本的態度、権利擁護の視点について、理解

を深めることをねらいとしている。|②精神障がい者や家族のおかれている社会的状況を多

面的に捉え、その生活実態や生活上の困難（生活のしづらさ）を包括的に支援する視点を

形成し、地域生活支援に関する問題意識を醸成する。|③障害福祉サービス事業や地域生活

支援事業の体系を理解し、精神障がい者の自己決定を尊重しながら地域生活を継続するソ

ーシャルワーク実践の方法と必要な社会資源について考える。|④福祉現場の課題や自分自

身の問題意識をもとに実習テーマや実習課題についての考察を重ね、主体的なグループ討

議への参加を経て、地域実習（障害福祉サービス事業等）の実習計画書を立案する。 
 

■到達目標 

①精神保健福祉士を目指す動機と精神保健福祉領域における問題意識を明確に

する。|②ソーシャルワーク専門職としての専門的な視点及び基本的態度を形成

し、職業倫理に基づいた行動がとれる。|③精神障がい者及び家族の生活のしづ

らさについて理解し、その地域生活支援のために精神保健福祉士がどのような

ソーシャルワーク実践（個別・集団）を展開しているのかを説明できるととも

に自らが実践できるようになる。|④ソーシャルワーク専門職に求められる資質

や技能、自己の課題把握などを見極め、精神障がい者を“生活者”として捉える視

点をもとに 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W08610200A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅱ 単位 2 

担当者 塩満 卓 シラバスグループ W20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地域実習の事後学習及び精神科医療機関での実習に向けての事前学習 

 

■授業の概要 

①本授業では、地域実習（障害福祉サービス事業等）を省察する事後学習、そして精神科

医療機関での実習を主体的に取り組むための事前学習に取り組む。|②地域実習での援助場

面を振り返り、精神障がい者へのかかわりを通じて学んだことや気づいたことを言語化

し、ソーシャルワークの専門性（価値・知識・技術）に照らし合わせて、生活問題や福祉

現場の課題を見極め、自らの学習課題や実践課題を明確にする。|③精神障がい者及び家族

のおかれている社会状況を再認識する過程を通じて、精神保健福祉士の専門性についての

理解を深め、精神科医療機関でのソーシャルワーク実践に求められる基本的態度と視点を

学ぶ。|④精神科医療機関におけるソーシャルワーク専門職の存在意義に関わる考察を深

め、精神障がい者を“生活者”としてみる視点を獲得し、多職種連携における精神保健福祉

士の役割や機能について考える。|⑤精神保健福祉法に定められた入院形態と権利擁護制度

について学び、退院後生活環境相談員としての役割や長期入院者への退院支援に向けたソ

ーシャルワーク実践について考察を深め、精神保健福祉士の多面的かつ包括的な視点を獲

得する。|⑥精神科医療の現状と課題に関する問題意識をもとに、実習テーマ・実習課題を

考え、実習計画書を作成する。個別発表やグループワークを通じて参加型授業を実施し、

受講生相互の意見交換の場を持つ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①地域実習（障害福祉サービス事業等）を省察し、個々の援助場面から学んだことや気づ

いたことを言語化し、自己洞察の過程を経た上で、自らの学習課題と実践上の課題を明ら

かにする。|②精神科医療機関での実習に向けて、医療福祉現場で求められるソーシャルワ

ーク専門職の高い水準の専門性を養うことを目標にする。|③精神障がい当事者や家族のお

かれている社会的状況を多面的に捉え、その生活実態や生活上の困難（生活のしづらさ）

を包括的に支援する視点を形成する。|④精神科医療機関での精神保健福祉士の役割や機能

を理解し、多職種連携のなかでのソーシャルワーク専門職の存在意義を学び、精神障がい

者が利用できる保健・医療・福祉制度や障害福祉サービス等について説明できるようにな

る。|⑤精神科医療機関の調査を通じて、現場実習で求められる精神保健福祉士の専門性（価

値・知識・技術）について考察を深め、具体的な実習目標や実習内容を考える。|⑥精神科

医療機関の課題や自分自身の問題意識をもとに実習テーマや実習課題についての考察を

重ね、主体的なグループ討議への参加を経て、実習計画書を立案する。 
 

■到達目標 

①地域実習（障害福祉サービス事業等）の省察を通じて、ソーシャルワーク専

門職としての自己の学習課題と実践上の課題を明確にする。|②精神科医療機関

におけるソーシャルワーク専門職としての専門的な視点及び基本的態度を獲得

する。|③精神科医療機関におけるソーシャルワーク専門職の存在意義に関わる

考察を深め、精神障がい者を“生活者”として捉える視点を獲得し、多職種連携に

おける精神保健福祉士の役割や機能について説明できるようになる。|④精神科

医療機関における入院形態と権利擁護制度について理解し、退院後生活環境相

談員として 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 



･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード W08610450A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅱ 単位 2 

担当者 泉 洋一 シラバスグループ W45120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地域実習の事後学習及び精神科医療機関での実習に向けての事前学習 

 

■授業の概要 

①本授業では、地域実習（障害福祉サービス事業等）を省察する事後学習、そして精神科

医療機関での実習を主体的に取り組むための事前学習に取り組む。|②地域実習での援助場

面を振り返り、精神障がい者へのかかわりを通じて学んだことや気づいたことを言語化

し、ソーシャルワークの専門性（価値・知識・技術）に照らし合わせて、生活問題や福祉

現場の課題を見極め、自らの学習課題や実践課題を明確にする。|③精神障がい者及び家族

のおかれている社会状況を再認識する過程を通じて、精神保健福祉士の専門性についての

理解を深め、精神科医療機関でのソーシャルワーク実践に求められる基本的態度と視点を

学ぶ。|④精神科医療機関におけるソーシャルワーク専門職の存在意義に関わる考察を深

め、精神障がい者を“生活者”としてみる視点を獲得し、多職種連携における精神保健福祉

士の役割や機能について考える。|⑤精神保健福祉法に定められた入院形態と権利擁護制度

について学び、退院後生活環境相談員としての役割や長期入院者への退院支援に向けたソ

ーシャルワーク実践について考察を深め、精神保健福祉士の多面的かつ包括的な視点を獲

得する。|⑥精神科医療の現状と課題に関する問題意識をもとに、実習テーマ・実習課題を

考え、実習計画書を作成する。個別発表やグループワークを通じて参加型授業を実施し、

受講生相互の意見交換の場を持つ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①地域実習（障害福祉サービス事業等）を省察し、個々の援助場面から学んだことや気づ

いたことを言語化し、自己洞察の過程を経た上で、自らの学習課題と実践上の課題を明ら

かにする。|②精神科医療機関での実習に向けて、医療福祉現場で求められるソーシャルワ

ーク専門職の高い水準の専門性を養うことを目標にする。|③精神障がい当事者や家族のお

かれている社会的状況を多面的に捉え、その生活実態や生活上の困難（生活のしづらさ）

を包括的に支援する視点を形成する。|④精神科医療機関での精神保健福祉士の役割や機能

を理解し、多職種連携のなかでのソーシャルワーク専門職の存在意義を学び、精神障がい

者が利用できる保健・医療・福祉制度や障害福祉サービス等について説明できるようにな

る。|⑤精神科医療機関の調査を通じて、現場実習で求められる精神保健福祉士の専門性（価

値・知識・技術）について考察を深め、具体的な実習目標や実習内容を考える。|⑥精神科

医療機関の課題や自分自身の問題意識をもとに実習テーマや実習課題についての考察を

重ね、主体的なグループ討議への参加を経て、実習計画書を立案する。 
 

■到達目標 

①地域実習（障害福祉サービス事業等）の省察を通じて、ソーシャルワーク専

門職としての自己の学習課題と実践上の課題を明確にする。|②精神科医療機関

におけるソーシャルワーク専門職としての専門的な視点及び基本的態度を獲得

する。|③精神科医療機関におけるソーシャルワーク専門職の存在意義に関わる

考察を深め、精神障がい者を“生活者”として捉える視点を獲得し、多職種連携に

おける精神保健福祉士の役割や機能について説明できるようになる。|④精神科

医療機関における入院形態と権利擁護制度について理解し、退院後生活環境相

談員として 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 



･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード W08620200A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅲ 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W20420 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉士の役割とその意義・価値をふまえた相談援助の理念 

 

■授業の概要 

現在、医療機関のみならず教育、司法、企業、地域、被災地等々における精神保健福祉士

の相談援助の重要性が高まってきている。その特質と価値、特に権利擁護等を核に学びを

進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神障害者にも対応する地域包括ケアシステムを構成する要素について、生活者としての

精神障害者が地域で一般住民と共生し、自らの生活を確立していくことの意義と支援の内

容について理解する。 
 

■到達目標 

精神障害領域のソーシャルワークの視点の確認 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W08620450A （認定科目名：精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉援助技術現場実習指導Ⅲ 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W45130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉援助実習を省察する 

 

■授業の概要 

障害福祉サービス事業所及び精神科医療機関での現場実習の体験をもとに、クライアント

や家族への援助場面を振り返り、学んだことや気づいたことをスーパービジョンやグルー

プワークで分かち合う。また、実習の総括と自己評価を行い、自己の課題を明確にする過

程で、ソーシャルワーク専門職としての専門性を獲得できたのかどうかについて自己洞察

を図る。 
  

■授業の目的・ねらい 

①精神保健福祉援助実習（地域及び医療）での体験をもとに援助場面を振り返る。|②クラ

イアントや職員とのかかわりの場面で気づいたことや学んだこと、困ったこと、感情の揺

れ動きなどを、ピアスーパービジョンやグループワークで分かち合う。|③実習計画書や週

間目標シートで立案した目標や課題の成果をまとめ、ソーシャルワーク専門職としての自

己洞察をもとに、実習の総括と自己評価を行い、自己の課題を明確にする。|④日本の精神

障がい者および家族のおかれている社会的状況に対して、私たちソーシャルワーク専門職

は何ができるのかを考える。| 
 

■到達目標 

①精神科医療機関での実習を振り返り、学んだことや気づいたことを整理し、

まとめる。|②スーパービジョンやグループワークに主体的に参加し、実習の成

果と課題について報告するとともに、自己の学習課題と実践上の課題を明確に

する。|③精神保健福祉士の社会的役割と使命について、「ソーシャルワーク専門

職のグローバル定義」（2014 年）をもとにディスカッションし、日本の精神保

健福祉の現状をどのように変えていくのかを考える。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0.10000000000000001 【予習課題】精神科医療機関での精神保健福祉援助実習

（12 日間）を振り返り、実習報告書を A4・1 枚（1,500

字程度）にまとめ、授業開始時に提出すること。 



授業コード W50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 岡﨑 祐司 シラバスグループ W20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学－課題・問題をとらえる視点と社会福祉理論の基礎をつかむ 

 

■授業の概要 

 これから「大学」で社会福祉を学ぶうえでの基礎をつかむのが、この授業の目的です。

社会科学的視点にたって、社会問題、人権、福祉の歴史、福祉の理念・価値を学びます。

ただ、社会福祉のことだけではなく、社会のこと、すなわち資本主義社会とはどのような

社会か、現代の日本社会をどうとらえるか、社会的事象（ものごと）をどのような視点で

つかむのか、思想や哲学的観点、歴史の発展の原動力とはなにかをおさえながら、社会福

祉をつかみ、社会福祉学を学ぶ基礎を形成する授業です。日常生活では耳慣れない言葉も

多くでてくると思うので、しっかり授業を聴いてノートを取るようにしてほしい。担当者

による講義と受講生の意見交流を交えて進めます。授業資料は当日配布。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．社会福祉にかかわる社会理論、思想、哲学の重要性について理解する。|２．社会、社

会問題とのかかわりから社会福祉の意義、社会的役割を理解する。|３．社会福祉の専門的

学習のうえで必須の視点―社会問題、人権、運動、実践者の社会的使命－を理解する。 
 

■到達目標 

１．社会福祉にかかわる社会理論、思想、哲学の重要性が理解でき、その意味を

自分なりに説明することができる。|２．社会、社会問題とのかかわりから社会

福祉の意義、社会的役割を説明することができる。|３．社会福祉の専門的学習

のうえで必須の視点―社会問題、人権、運動、実践者の社会的使命－を理解し、

自分なりに説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 授業の 終コマで、リポート課題を示します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 授業内でのコメント作成 

･その他 0  



授業コード W50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ W30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学を構成する視点について学びを深め、今後の社会福祉関連法・制度および理念、

理論などについて視座を深めることを目的とする。  | 

 

■授業の概要 

社会福祉学を体系的に学ぶ上で、法的側面、制度的側面に関する理解を深める。また、こ

れまでの社会福祉学をめぐる研究および理念、理論などを総合的に学ぶことを目的とす

る。  | 
  

■授業の目的・ねらい 

主に、社会福祉学を初めて学ぶ学生をイメージし理論的な理解の深化を目的とする。具体

的には、これまえの国内における社会福祉学をめぐる理論、議論をはじめ、国際社会で議

論されている考え方などを中心に理解を深める。  | 
 

■到達目標 

スクーリングにおける講義内容および、当日配布する印刷物などを基本とし、

その理解度をリポート課題によって判定する。  | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 リポート作成のポイントはスクーリング中に説明いたします。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W52010200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 藤松 素子 シラバスグループ W20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉に関わる諸問題を探求する際に必要な学習方法の基礎を身につける。テキストの

読み方、リポートの構成・展開方法、資料の収集、課題設定、問いの立て方、論理的思考

の方法等について具体的に取り組む。 
  

■授業の目的・ねらい 

文章を正確に読み、理解し、必要な情報を収集・整理し、それに基づき論理的思考を組み

立て、実際に展開する方法をみにるけること。各自の見解をグループ学習を通じて共有し、

各の異同について検討する。 
 

■到達目標 

基本的学習方法を身につけ、問いに対する論理的構成ができるようになる。共

同学習を通じて批判的考察ができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
W52010200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W20021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W52010300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 朴 光駿 シラバスグループ W30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉問題・社会福祉制度や政策の研究方法を学ぶ 

 

■授業の概要 

社会福祉現象や福祉問題、そして社会福祉政策や制度など、調べたいテーマが決まった場

合、そのテーマを具体的に分析・探究する方法を学習する。|その探求方法は一連の講義を

通して具体化していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

抽象的な社会科学的研究方法を学習することよりは、受講生みずからが研究テーマを設定

するようにし、その研究テーマから研究報告書の作成に至るまでのプロセスを学習するこ

とによって、研究問題の提起から研究に至る倫理的配慮に至るまでの全研究過程が理解で

きるようにすること。| 
 

■到達目標 

受講生が、自分の研究テーマが社会福祉とどのように関わっているものなのか

を認識したうえ、テーマに関わるよき質問の提起、研究の観点の設定、研究対

象の絞り込み、探究アプローチの選択、比較研究方法の活用、倫理的配慮に至

るまでの研究プロセスを自らがクリアできるようにすること。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W52010300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義１/社会福祉学方法

基礎１） 

授業科目 社会福祉学方法基礎１ 単位 2 

担当者 田中 智子 シラバスグループ W30021 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

アカデミックリテラシーについての意義や基本的知識を習得したうえで、自立的学習者と

なることを目指す 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降、求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのアカデミック・

リテラシーの習得を目標としています。入学後、出来るだけ早い時期に受講し、学術的文

献の検索、読み方やリポートの書き方等理解した上で、今後の自立的学習に役立つような

内容となっています。| 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶうえで必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

受講生がアカデミックリテラシーの意義・方法を理解した上で、今後の自立的

学習に向けての主体的姿勢について考えることができるようになること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
W52020200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 奥野 啓子 シラバスグループ W20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W52020200B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W20031 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W52020300A （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 嶋田 佳広 シラバスグループ W30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W52020300B （認定科目名：社会福祉学特殊講義２/社会福祉学方法

基礎２） 

授業科目 社会福祉学方法基礎２ 単位 2 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W30031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉学におけるリテラシー・アカデミックスキル（２） 

 

■授業の概要 

社会福祉学部入学以降に求められる読み・書き、プレゼンテーションなどのリテラシー能

力と、社会福祉調査や（卒業）研究の進め方などのアカデミックスキルの獲得を目標とし

ています。入学後、できるだけ早い時期に受講し、学術的文献の読み方やリポートの書き

方等を理解することで、今後の自立的学習に役立つような内容となっています。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学を学ぶ上で必要な思考、方法、姿勢を身につけることを目標としています。 

 

■到達目標 

アカデミックスキルの獲得、維持、向上を目指します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W52030200A （認定科目名：社会福祉学特殊講義３／社会福祉学特殊

講義） 

授業科目 社会福祉学特殊講義 単位 2 

担当者 増澤 髙志 シラバスグループ W20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害とその支え方を考える。特にそのひとつとして、福祉用具も含めた、もの・道具、環

境に重きを置く。 

 

■授業の概要 

誰もが障害を持つ可能性がある。障害を持ったとしても人格全てに障害を持つわけではな

い。障害の部分を質、量共にしっかりと支えることができれば、他の人と同様の自分なり

の人生を送ることができる可能性がある。|様々な障害があり、それぞれに社会参加の妨げ

となる「バリア」があり、その解消の仕方や障害の部分の支え方も様々にある。その一つ

として、福祉用具も含めた、ものや道具環境でできること、しなければならないことがあ

る。|また、可能な限り用具の紹介や体験も行いたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

誰もが障害を持つ可能性があると言うことは、自らにもその可能性があると言うことであ

る。もし、障害を持ったとしたらどのような生活、その連続としての人生を送りたいのか、

自らの問題として考えることが、対象者にもその人なりの人生があり、思いがあることを

認識しての支援につながるのではないか。その支援の一つとしてのものや道具、環境のこ

とを考えたい。|自らの問題として考えることができるかどうか。が成績評価の柱である。 
 

■到達目標 

障害を誰かの問題ではなく、自らの問題としてとらえてほしい。|また、障害の

部分の支え方についても、様々にあり、それが適切であれば、障害を持ったと

しても、自らの人生をあきらめることなく生きることができることも理解して

ほしい。|それらを試験（リポート）で確認したい。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 受講時の態度・姿勢等 



授業コード 
W52030450A （認定科目名：社会福祉学特殊講義/社会福祉学特殊講

義３） 

授業科目 社会福祉学特殊講義 単位 2 

担当者 海老口 恵子 シラバスグループ W45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害者の「学び」、「就労」、「余暇」、「生涯教育」に関する実践を、地域連携の視点を交え

て考察する。 

 

■授業の概要 

１） 障害福祉サービス事業（自立訓練＝生活訓練）を使った本格的な学校型の専攻科＝福

祉事業型「専攻科」エコールＫＯＢＥの理念と実践を学ぶ。||２）就労支援Ｂ型事業を使っ

た福祉事業型「職業訓練校」カレッジ・アンコラージュにおける、就労に向けた取り組み

の実践例を通じて、障害者の就労支援の在り方を考察する。||３）障害者の生涯学習の意義

と「障害者・土曜セミナー」の実践例を、「学び」、「就労」そして「余暇」の諸側面から考

察する。||４）これらの 3 つの事業が、震災復興の地＝新長田地区における実践事例を地域

連携の視点で考察する。||５）障害者の余暇、楽しい「学び」、自由な「学び」とつながる

「えこーる新喜劇」の実践事例を学ぶとともに、専門家の指導のもとに、障害者の取り組

む新喜劇を実体験する。 
  

■授業の目的・ねらい 

１）福祉事業型「専攻科」という学びの場が生まれた背景を歴史的な教育改革の流れの中

で考える。||２）障害者の就労支援の現状と課題について考える。||３）地域における障害

者施設の在り方と施設の地域交流・地域連携の重要性を考える。||４）障害者の「余暇」の

現状と生涯教育の重要性を考える。|| 
 

■到達目標 

１）障害者の「学び」、「就労」、「余暇」の意義を知る。||２）障害者の支援の多

様性を知る。||３）障害者が生きる上での地域連携の重要性を知る。||４）障害者

の生涯教育に関する国＝文部科学省の示している指針、ＳＤＧ４（持続可能な

開発目標の第四目標：教育〉に示された考えを知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.5 授業参加度 



授業コード W52040100A （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 伊山 喜二 シラバスグループ W10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

児童福祉施設の現状と今後について 

 

■授業の概要 

 児童福祉施設とひと言にいっても、多種多様でそれぞれの種別の特性を活かし、社会の

ニーズに応じた福祉サービスを提供しています。| この講義では児童を取り巻く現状と社

会的養護について取り上げ、各分野の専門家を招いてそれぞれが抱える問題点や今後の展

望などをより詳しく分かりやすく解説してもらい、一緒に学んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ①児童福祉施設の違いを理解する。 ②児童福祉施設で生活する児童を理解する。 ③

児童福祉施設の現状と今後について理解する。| 

 

■到達目標 

児童福祉施設の違い、生活する児童について、現状と今後の課題について理解

する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 講義の理解度を測る。時間は 50 分。 

･リポート試験(SR 履修) 0 なし 

･授業内発表 0| なし 

･授業内試験 0 なし 

･授業内課題 0 なし 

･その他 30 スクーリングの全講義に出席していること 



授業コード W52040100B （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 藤本 ヨシタカ シラバスグループ W10011 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

臨床実践・学校教育における「心理主義」の現状と問題 

 

■授業の概要 

1980～90 年代にかけて、臨床福祉、学校教育、産業界を中心に「心のケア」の重要性が

叫ばれ始めた。一般に「心理主義」と呼ばれるこの傾向は、民間資格である「臨床心理士」

の誕生、「心のノート」作成に至る「心の教育」への期待、そして企業によるメンタルヘル

スケアへの取り組みという形で現れた。他方で 2000 年代に入ると、こうした傾向を批判

する議論が相次いで寄せられるようになる。様々な事柄を個人の〈心〉の問題へと還元し、

それを治癒・教育・管理の対象とすることは、〈社会〉問題への開かれた視野を狭め、個々

人の社会的共同性の感覚を失わせるものではないか――これが批判の要点である。|2010 年

代に入ると、こうした批判は徐々に下火となっていく。しかしながら、昨今の政治的動向

を見ると、国家資格である「公認心理師」法の施行（2017 年）や、「心のノート」改訂版

の作成・配布（2014 年）など、今も〈心〉への関心と期待はまったく衰えていない。|そ

こで本講義では、こうした心理臨床ならびに心理教育を中心とする顕著な動きを見据えつ

つ、今一度、かつての「心理主義批判」をめぐる議論に目を向け、その意義や限界につい

て検討したい。そのうえで、心理主義と呼ばれる現象がいかなる問題を本質的に抱えてい

るのか、そしてその問題解消に向けて社会福祉学はいかにあるべきかを、様々な実践経験・

実務経験を持つ受講生の皆さんとともに考えていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

(1)心理臨床・心理教育の技法、知識、専門性を高めることが目的ではない。むしろ、それ

らが強く求められる背景にいかなる社会的、経済的、政治的関心が働いているかを、批判

的に読み解くことが主たるねらいである。|(2)心理主義という現象を自然発生的なものと

は捉えずに、高度消費社会、(ポスト)工業化社会、新自由主義的政治経済体制などといっ

た時代的文脈との関わりから、そのありようを捉えること。||成績評価について|講義への

参加度とリポート試験の内容を総合的に評価する。|講義では適宜ディスカッションの時間

を設け、講義内容の共有や、疑問点・問題点の相互検討の場としたい。|リポートは、講義

内容の理解度、上記の目的・ねらいの達成度を評価基準とする。 
 

■到達目標 

上記の「授業の目的・ねらい」で培った批判的思考を、日常の実践経験や実務経

験にどのように活かすことができるか、考えられるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 後日提出のリポート試験とする。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 授業内でいくつか簡単な課題を出し、それについてグル

ープでディスカッションをする。 

･その他 0  



授業コード W52040200A （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 楳原 直美 シラバスグループ W20060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワーカーとして、相談援助に必要なコミュニケーション技術や課題解決方法に

ついて学びます。 

 

■授業の概要 

前半は、マイクロカウンセリングの技術の基本を学び、事例を用いてインテークやアセス

メント等を行う際、どのように利用者との面談に応用すればよいのか考えます。 後半は、

受講生同士でロールプレイを行います。グループのメンバーが提示する問題について、聞

き取りを行い、解決に向けての会議を開き解決策を考えます。課題解決を行うためには、

どのように利用者の聞き取りや整理、分析、解決法の提示を行う必要があるのか、実践的

に考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

ソーシャルワーカーとしての相談援助のスキルアップを目指します。受講生それぞれが自

分自身の話の聴き方、聴く姿勢や態度だけでなく、質問の仕方（情報の収集方法）、課題分

析や抽出の方法について、体験的に習得していくことが目的やねらいです。 
 

■到達目標 

今後ソーシャルワーカーとして活躍する際に、自身がどのように利用者に対し

のぞめばよいのか、面談をどのように構造化すればよいのか、各自の課題を明

確にすることも本講義の目標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 グループワークの参加態度（発言・発表・まとめ役など）を評価

します。 



授業コード W52040200B （認定科目名：社会福祉学演習１） 

授業科目 社会福祉学演習１ 単位 1 

担当者 新井 康友 シラバスグループ W20061 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者の孤立死（孤独死）の実態と予防対策に関する研究 

 

■授業の概要 

今後、一人暮らし高齢者の増加に伴い、ますます孤立死（孤独死）が増加することが予想

される。しかし、孤立死（孤独死）問題は研究途上にあり、孤立死（孤独死）の定義も明

確になっていない。そのため、孤立死（孤独死）の実態把握もできていない。また、孤立

死対策も確立していない。そこで本講義では、高齢者の孤立死（孤独死）の実態と予防対

策について検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

昨今、マスコミ等は孤立死（孤独死）を社会問題として取り扱うようになった。しかし、

孤立死（孤独死）の現象や形態だけが話題になることが多い。そこで、本講義では孤立死

（孤独死）問題の本質について理解する。 
 

■到達目標 

孤立死（孤独死）が起きた背景について説明することができる。また、孤立死

（孤独死）問題の本質についても説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 試験で講義・演習の理解度を評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 授業内での発表と参加度を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52050100A （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 嶋田 佳広 シラバスグループ W10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉と居住問題 

 

■授業の概要 

社会福祉の課題を考えるうえで、住居・住宅、あるいは居住状況は避けては通れないテー

マである。しかしかねてより我が国では、住宅は国土交通省、福祉は厚生労働省、という

ように所管が分かれ、その有機的連携がなかなか果たされないままであった。しかし近年、

両者の接近が各所で論ぜられるようになり、政府レベルでも検討が開始されている。そこ

で本講義では、日本の社会福祉法制における住宅の位置づけについて、生活保護、介護保

険、児童・障害者福祉などの諸制度での問題の現れ方を参考に、総論としての居住福祉論

に迫ってみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

居住福祉（論、学）とはいえ、21 世紀に至るも確立した学問体系や概念を備えていないた

め、まずは問題状況そのもののリアルな認識を共有することを目的としたい。あわせて、

衣食住とひとくくりにされる「住」の、衣食との共通点および相違点について、日常生活

のなかから発見できるような視点の獲得を目指したい。同時に、判例等の活用により、法

的な視座への接近も試みたい。 
 

■到達目標 

住宅問題について自らの考えを形成し、他者に対して論理的に説明できるよう

になること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52050100B （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 黒岩 晴子 シラバスグループ W10021 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉と平和について考える。特に原爆被害者問題から学ぶ。 

 

■授業の概要 

・平和の定義から社会福祉と平和の課題は同じであることを理解する。|・平和に関する受

講生の問題意識を明確にする。|・平和に貢献する社会福祉専門職の専門性や役割を考える。

|・社会正義とソーシャルアクションについて考える。| 
  

■授業の目的・ねらい 

現代では戦争がないことだけが平和ではないこと、人々の人権が守られ、安全に、健康に

生きて発達することであり、社会福祉の課題を同じであることを理解する。 

 

■到達目標 

・平和の定義の理解を深め社会福祉との関連を理解する。|・平和への貢献につ

いて具体的な課題を考えることができる。|・被爆者問題から平和を考えるため

に原爆被害を認識する。|・被爆者の救済制度の歴史、不備等を理解する。|・原

爆被害を歴史的、社会的、政策的等、構造的に理解する。|・生活史把握の意味

を理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W52050200A （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 河合 悟 シラバスグループ W20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助者にとって何が必要なのかを問う 

 

■授業の概要 

社会福祉援助者に求められる対人援助の基本的な視点や援助方法について、グループワー

クやロール|プレイ、事例を通じて体験的に学ぶ。|社会福祉の受け手には誰もがなりうる。

その意味でも、自らの問題して捉える視点を持ち、真の援助者としてのあるべき姿を深く

追求し、考察していきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉援助者に必要とされている相談援助場面におけるコミュニケーションスキルを

獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

相談援助場面におけるコミュニケーションスキルを身につける。||グループワー

クやロールプレイができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52050200B （認定科目名：社会福祉学演習２） 

授業科目 社会福祉学演習２ 単位 1 

担当者 大坪 勇 シラバスグループ W20080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

現代社会におけるケースワークの実際的展開について 

 

■授業の概要 

この演習では、主にケースワークのの基本的な知識や技術について、講義及び実践的なロ

ールプレイなどを取り入れ、現場で役立つ演習なとなるよう展開してます。 

  

■授業の目的・ねらい 

ケースワークの基本的知識、特にバイスティックの 7 原理などを中心に講義を展開すると

ともに、実践的ロールプレイを実践します。 

 

■到達目標 

ケースワークの知識と実際的技術を身に着けることができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W52110200A （認定科目名：社会福祉学実践論１） 

授業科目 社会福祉学実践論１ 単位 1 

担当者 山岸 孝啓 シラバスグループ W20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者福祉における生活の質の向上を考える 

 

■授業の概要 

介護保険制度が開始されて今年で２０年になる。この制度だけではうまくいかない問題が

高齢者分野では多い。また、２０４０年問題を見据えて、認知症高齢者の急増、ダブルケ

ア・８０５０問題・ごみ屋敷等の社会的な孤立・人口減少社会・少子高齢社会の中での問

題・尊厳と権利擁護を優先した取組を取りあげる。講義と演習を通じてこれらの問題意識

を持ち、考察を深めていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

当事者意識を根底にした支援を行う事の必要性を主眼にして、制度政策を知る事に留まら

ず、高齢者の生活の多様性や個別性を確認して、援助での大切な視点や原則を確認する。

|授業は高齢者問題を主とするが、障害者、児童という垣根を超えた支援の必要性を学ぶ。 
 

■到達目標 

福祉観の再確認と構築を目指す。|理論と実践が福祉の両輪であるので、現場で

の状況を気にかけながら今後の勉学に奨励されることを目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 15%|  

･授業内試験 0.14999999999999999  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W52110300A （認定科目名：社会福祉学実践論１） 

授業科目 社会福祉学実践論１ 単位 1 

担当者 河合 悟 シラバスグループ W30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

高齢者ケアの現場からみえてくるもの 

 

■授業の概要 

利用者の不安・職員の苦悩・介護者の限界・・・・虐待等の事例|現場に人がいない、来な

い・・・・どのような取組みが必要か|多職種連携に必要なものとは？|様々の課題を個人演

習、グループワーク等を通じて考える 
  

■授業の目的・ねらい 

利用者、介護者、職員、それぞれの立場で考え学習を深めてもらいたい。|実際に起きてい

る課題や解決方法を一緒に考えていきたい。 

 

■到達目標 

利用者・介護者・専門職のそれぞれの立場や思いを理解すること。||具体的な取

組みや解決方法を 1 つでも現場で実践出来ること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52120200A （認定科目名：社会福祉学実践論２） 

授業科目 社会福祉学実践論２ 単位 1 

担当者 木塚 勝豊 シラバスグループ W20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉の一領域である児童家庭福祉の実践現場の現状と課題をテーマにして日本の社

会福祉を俯瞰する。 

 

■授業の概要 

児童家庭福祉について、児童養護施設での現場経験から事例等を通して実践力を培う。|ま

た、社会福祉領域以外も演習を通して学び、領域との関連を探る。| 

  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉士を目指される学生も多いため、部分的に国家試験の問題を使うこともあるが、

あくまでも現場での実践力養成に役立つ講義としたい。 

 

■到達目標 

子どもの置かれている現状と課題について理解し、社会的養護を必要とする子

どもの実際を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10 授業態度(退出や講義中の睡眠等)特に問題がない場合は可としま

すが、著しい場合は加点しません。 



授業コード W52120300A （認定科目名：社会福祉学実践論２） 

授業科目 社会福祉学実践論２ 単位 1 

担当者 神谷 純 シラバスグループ W30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

労働を通した障害者における発達保障の実践について学び、支援者の実践のあり方と果た

す役割について考察する。 

 

■授業の概要 

①社会福祉実践とは何かを理解し、実践から学び生かしていく事の大切さについて考察す

る。||②労働を通した障害者における発達保障の意義について、共同作業所の歴史と現状か

ら学ぶ。||③現在の障害福祉サービスの概要と課題について把握し、実践との連動性につい

て理解する。||④共同作業所での実践について具体的に学び、体感する。||⑤支援者の実践

のあり方と実践が果たす役割について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉実践とは何かを理解し、実践から学び生かしていく事の大切さについて考察す

る。||②労働を通した障害者における発達保障の意義について学ぶ。||③制度と社会福祉実

践の連動性について把握する。||④共同作業所での実践と課題について学ぶ。||⑤具体的な

実践を体感し、支援者の実践のあり方と実践が果たす役割について考察する。|| 
 

■到達目標 

①実践から学び、生かしていく事の大切さについて理解する。||②障害者の発達

保障における共同作業所の果たす役割を理解する。||③障害者権利条約、憲法、

制度などと社会福祉実践の連動性について理解する。||④社会福祉実践のあり方

と果たす役割について考察し、| 今後の支援者として実践していく価値観の基

礎を作る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001 講義内で提出するレポート等が対象。 

･その他 0.40000000000000002 出席点|１コマでも欠席の場合は、持ち点はゼロ。 



授業コード W52130200A （認定科目名：社会福祉学実践論３） 

授業科目 社会福祉学実践論３ 単位 1 

担当者 高橋 健太 シラバスグループ W20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉分野の実践を通して、ソーシャルワーク実践の理解を深める。 

 

■授業の概要 

精神保健福祉分野での実践を以下の観点から学習する。||〇精神保健福祉分野の課題|〇精

神保健福祉士の専門性|〇精神障害の特性（生活者の視点から）|〇福祉施設での支援（集団

支援・環境整備）|〇地域とのつながりと啓発活動の在り方|〇社会運動の展開とその一例 
  

■授業の目的・ねらい 

精神保健福祉分野の実践を通して、現場で働くソーシャルワーカーの在りかとを深める。

|個別実践や施設内実践にとどまらない、まちづくりや社会変革のための専門職であること

が、社会福祉実践を担うために必要な枠割であることを学習する。 
 

■到達目標 

精神障害者を取り巻く社会環境や障害特性を理解する。|社会福祉実践は、個別

や集団支援だけでなく、地域や社会への働きかけと連関していることを理解す

る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52130300A （認定科目名：社会福祉学実践論３） 

授業科目 社会福祉学実践論３ 単位 1 

担当者 篠田 晴菜 シラバスグループ W30070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域での実践を通して考えるソーシャルワーカーの役割 

 

■授業の概要 

 福祉、医療にまつわる大きな変化は依然続いています。| 国連障害者権利条約の締約国

となって数年、障害者の権利保障が様々な場所でうたわれるようになってきました。| 一

方で従来からある課題のみならず、精神科病院の「病床転換型居住施設」問題、生活保護

制度の度重なる見直し、「我が事・丸ごと」政策の背景など、障害者の権利保障どころか権

利が脅かされるような現実も見え隠れしています。| ソーシャルワーカーが行う支援とは

何か、ソーシャルワーク実践における視点について考察を深めます。このクラスは、精神

保健福祉分野におけるソーシャルワーク実践をもとに進めていきます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 実践していく上でソーシャルワーク専門職に求められる視点・価値・倫理を確認するこ

とを目的とします。| それぞれが意見をアウトプットしながら双方向の学びが深めていけ

るよう、参加型で行います。|対話なしにソーシャルワーク実践は進みません。専門的自己

を模索しながら対話の中で表現していくこと、自分のものさしと暮らしの多様性に気づく

こともねらいとします。| 
 

■到達目標 

社会を視野にソーシャルワーク実践ができるよう、講義全体を通して独自の考

察ができることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999  

･その他 0  



授業コード W52140200A （認定科目名：社会福祉学実践論４） 

授業科目 社会福祉学実践論４ 単位 1 

担当者 川田 雅之 シラバスグループ W20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

老人福祉の現状と課題（現場の声に学ぶ） 

 

■授業の概要 

2025 年には、団塊の世代が後期高齢者と呼ばれる 75 才を迎える。|この 5 年後に向けて、

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるように「地域包括ケアシステム」の構築

が進められている。|これは、高齢者が日常生活圏域で、医療・介護・予防・住まい・生活

支援サービスを享受できることを目指している。|このような大きな環境の変化の中、変わ

っていくこと、変わらないこと、変えてはいけないこと、守るべきことがあると考えてい

る。|現場からの視点を通して、老人福祉分野で大切なことを押さえながら、再度問い直し

てみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、利用者の視点から制度やサービス内容を問い直し、本質的な老人福祉観を各人

が理解することを目的とする。 

 

■到達目標 

老人福祉分野で起こっていることを、肯定的かつ批判的の両側面から見ること

ができるようになることを期待します。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W52140300A （認定科目名：社会福祉学実践論４） 

授業科目 社会福祉学実践論４ 単位 1 

担当者 鴨井 健二 シラバスグループ W30080 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

障害者権利条約の理念を地域に定着させるにはどうすればいいか 

 

■授業の概要 

さつき福祉会の紹介、障害者権利条約の概要を紹介します。|その後、現在起こっている障

害者分野での諸問題、優生思想の問題等々を映像も見てもらいながらグループワークで検

証してもらいます。| 
  

■授業の目的・ねらい 

現在、障害のある人の生活の中で様々な事が起こっています。優生思想による影響で起こ

っている事件もあります。優生思想の歴史を検証します。|日本でも障害者権利条約を 2014

年 1 月に批准しました。|障害者権利条約に照らして今起こっている様々な出来事を検証し

てみます。|そのうえで障害者権利条約の理念を地域に定着させるにはどうすればいいいか

を一緒に考えたいと思います。考え方はそれぞれです。グループ討議で意見を出し合い中

身を深めていければと思います。 
 

■到達目標 

障害者権利条約の理念に照らして障害のある人の現状を一緒に考えること。今

後どうすればいいと思うか、自分の意見を持つことが到達目標、成果評価の基

準になります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0 自分の意見をしっかり書くことが評価の基準になります。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52210100A （認定科目名：社会福祉方法論１） 

授業科目 社会福祉方法論１ 単位 2 

担当者 川口 啓子 シラバスグループ W10050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

福祉の人財育成と職場づくり－人手不足に抗して 

 

■授業の概要 

職場の在り方を問うことも、社会福祉の重要な方法論です。|職員の熱意、経験、スキルも、

気持ちよく働ける職場があってこそ！|働き方改革が叫ばれる昨今ですが、働き方は往々に

してその「組織風土」に左右されます。そこでこの授業では、どのような職場が働きやす

く、人財育成・確保につながるのか、その方法にアプローチします。| ・職場「あるある」

を交流しながら、職場課題を出し合い、分析・整理してみます。| ・風通しの良い職場と

は･･･？「トップダウンとボトムアップ」を考えましょう。| ・仕事が捗る・質が高まる・

成長できる－そんな会議の在り方を学びます。|地域の One of Them として事業所のビジョ

ンを持ちつつ、働き甲斐のある職場をつくりましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

人財育成や職場づくりを、トップの力量や個人のパーソナリティに求めるのではなく、意

識や感情に訴えるでもなく、客観的な組織の仕組み・制度・手続き・会議運営などから学

びます。福祉職場の当事者が主体となって、職場づくりを実践する力をつけることを目的

にしています。 
 

■到達目標 

テキストにある「5 つの視点」を理解します。その上で、自分の職場を客観的に

分析し、一つでも具体的な職場課題を設定することを目標にします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 1. 読みやすい日本語であること|2. 句読点や改行（段落）が適

切であること|3. 誤字脱字のないこと|4. 抽象的な言葉に終始

しないこと|以上のようなことに注意して、リポートを仕上げてく

ださい。 

･授業内発表 20 1. 他の受講生にきちんと伝える声の大きさ・態度で発表するこ

と|2. 指示された持ち時間（概ね 5 分以内）を適切に使うこと|3. 

抽象的な言葉に終始しないこと|4. グループ討議では一人に偏

ることなく話し合えること|以上のようなことに注意し授業に臨

んでください。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52210200A （認定科目名：社会福祉方法論１） 

授業科目 社会福祉方法論１ 単位 2 

担当者 川口 啓子 シラバスグループ W20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

福祉の人財育成と職場づくり－人手不足に抗して 

 

■授業の概要 

職場の在り方を問うことも、社会福祉の重要な方法論です。|職員の熱意、経験、スキルも、

気持ちよく働ける職場があってこそ！|働き方改革が叫ばれる昨今ですが、働き方は往々に

してその「組織風土」に左右されます。そこでこの授業では、どのような職場が働きやす

く、人財育成・確保につながるのか、その方法にアプローチします。| ・職場「あるある」

を交流しながら、職場課題を出し合い、分析・整理してみます。| ・風通しの良い職場と

は･･･？「トップダウンとボトムアップ」を考えましょう。| ・仕事が捗る・質が高まる・

成長できる－そんな会議の在り方を学びます。|地域の One of Them として事業所のビジョ

ンを持ちつつ、働き甲斐のある職場をつくりましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

人財育成や職場づくりを、トップの力量や個人のパーソナリティに求めるのではなく、意

識や感情に訴えるでもなく、客観的な組織の仕組み・制度・手続き・会議運営などから学

びます。福祉職場の当事者が主体となって、職場づくりを実践する力をつけることを目的

にしています。 
 

■到達目標 

テキストにある「5 つの視点」を理解します。その上で、自分の職場を客観的に

分析し、一つでも具体的な職場課題を設定することを目標にします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 1. 読みやすい日本語であること|2. 句読点や改行（段落）が適

切であること|3. 誤字脱字のないこと|4. 抽象的な言葉に終始

しないこと|以上のようなことに注意して、レポートを仕上げてく

ださい。 

･授業内発表 20 1. 他の受講生にきちんと伝える声の大きさ・態度で発表するこ

と|2. 指示された持ち時間（概ね 5 分以内）を適切に使うこと|3. 

抽象的な言葉に終始しないこと|4. グループ討議では一人に偏

ることなく話し合えること|以上のようなことに注意し授業に臨

んでください。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52220100A （認定科目名：社会福祉方法論２） 

授業科目 社会福祉方法論２ 単位 2 

担当者 佐々木 勝一 シラバスグループ W10060 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉現場で起きる様々な事象について、個々のサービス利用者、支援者、周囲の人た

ちからの視点で検証し、社会福祉の在り方を考察する機会とします。 

 

■授業の概要 

前半は講義形式による、今日の社会状況からの社会福祉サービスの現状、課題について検

証します。後半は、グループワークによる参加学生さんの日常の視点から、社会福祉サー

ビスに対する検証・分析、課題を明確化します。 
  

■授業の目的・ねらい 

今日の社会福祉の理論と現状を鑑みて、その限界とあるべき方向性について、参加学生の

皆さんが検証・分析・望むべき方向について考察する機会とします。 

 

■到達目標 

社会福祉専門職として、今後の社会状況の変化に求められる意識、行動規範な

どを検証、考察する機会とします。グループワークでは、積極的な意見発表等

ができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 授業参加時の積極性 



授業コード W52220200A （認定科目名：社会福祉方法論２） 

授業科目 社会福祉方法論２ 単位 2 

担当者 重野 勉 シラバスグループ W20160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

社会福祉士及び精神保健福祉士などの社会福祉専門職に求められる価値・倫理、理論、実

践を具体的な支援場面を想定した演習により理解し、身につける。価値観の多様性、意思

決定支援、面接技術、スーパービジョンやコーチングなどの技術や知識を学ぶ。 
 

■授業の概要 

講義は演習形式で行います。個人で取り組むワークと小グループで取り組むワークを組み

合わせて構成していきます。面接技術に関しては具体的な事例を用い、ロールプレイを実

施し、その技術の習得を目指します。また、振り返りの小レポートもテーマの終りに実施

し講義内容の検証と評価に使用します。テキストは指定せず、配布するレジュメを使用し

て講義を進めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

価値観の多様性、コミュニケーションスキルや面接技術の基礎を理解し、意思決定支援や

そのほかのソーシャルワークの専門性に気づき、習得を目指す。クライエントを生活者と

してとらえアセスメントの重要性にも着目する。 
 

■到達目標 

福祉現場の実践でソーシャルワーカーとして求められる専門性（価値・倫理、

理論、実践）について学び、その習得を目指す基本姿勢を持つこと目標としま

す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 講義終了時にリポートのテーマを発表します。 

･授業内発表 10% 個人ワークの発表の際に作成するワークシートを使用 

･授業内試験 0.10000000000000001 講義内で問題を出し、小リポートを作成する 

･授業内課題 0.10000000000000001 講義内で課題を出し、小リポートを作成する。 

･その他 0.10000000000000001 講義内で実施するリフレクションシート（小リポート） 



授業コード W52610200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ  

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52610410A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ  

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W52610450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ  

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55320200A （認定科目名：介護概論/介護概論Ⅱ） 

授業科目 介護概論 単位 2 

担当者 小田 史 シラバスグループ W20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

介護の対象者を理解するために必要な専門職の行なう観察、コミュニケーションについて

の基本を確認する。要介護高齢舎の介護（介護過程）や障害者の生活支援（個別支援計画）

の展開の基本について学び、利用者主体の介護、意思決定支援の実際について学ぶ。 
 

■授業の概要 

さまざまな介護、生活支援の場面において専門職として質の高い支援を行なうためには、

対象者を理解することが必要となる。そのためには高いレベルの観察力、コミュニケーシ

ョン技術が求められる。授業ではコミュニケーションの意義、目的を理解した上で、基本

的なコミュニケーション技法（傾聴、共感、意欲やを引き出す、意思を汲み取る）をロー

ルプレイで体験し、グループディスカッションで気づきを出し合い、対人援助職のコミュ

ニケーションの在り方について考えていく。またリーム労働、協働によってなりたつ職種

であるということから、連携の在り方、記録や報告、会議の持ち方など実践的な学びも取

り入れる。介護や生活支援の先進的な取り組みについても紹介し、これまで学んだ理論と

実践との結びつきを意識できるようにする。 
  

■授業の目的・ねらい 

対人援助職に求められるコミュニケーション、利用者理解の基本について理解し、体験と

結びつけた理解をする。介護や生活支援においては知識や技術だけでなく、人間観が重要

であることに気づく。 
 

■到達目標 

対人援助職に求められるコミュニケーション、利用者理解の基本について体験

と結びつけた理解ができている。|介護や生活支援においては知識や技術だけで

なく、人間観が重要であることに気づき、自らの支援者観を振り返ることがで

きている。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.5 授業の内容に沿ったリポートを授業内で作成する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50% 演習体験をまとめ発表する 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55340200A （認定科目名：社会福祉総合実習指導） 

授業科目 社会福祉総合実習指導 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉総合実習に向けて、問題意識を明確にしながら実習テーマを設定する。|実習テー

マの設定にあたっては、各科目の基本事項を押さえながら高校生が実感をもって理解でき

る実際の授業展開を視野に入れながら進めていく。 
 

■授業の概要 

社会福祉総合実習に向けて、問題意識を明確にしながら実習テーマを設定していく。その

際、自らの学びを「誰に」「どのように」伝えていくのかを考えることも重視する。 

  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、社会福祉総合実習に向けて実習テーマを設定していくことを目的とする。そし

て、社会福祉総合実習を通じて設定した実習テーマへの洞察や理解を深めるとともに、そ

の後の教育実習にもつながってていくことをねらいとする。 
 

■到達目標 

①各自の問題意識を明確にする過程を通じて、個々に応じた実習テーマを設定

することができる。|②学ぶ側の実態を踏まえた授業展開を検討し、実習に向け

た指導案を作成することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標②の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 到達目標①の観点から評価する。 

･その他 0  



授業コード W55600100A （認定科目名：保育の心理学Ⅱ/子どもの理解と援助） 

授業科目 子どもの理解と援助 単位 1 

担当者 小川 徳子 シラバスグループ W10120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児期における心理的発達の理解と発達を支援する関わり方 

 

■授業の概要 

０～6 歳までの認知的発達・社会的発達の流れと、その発達的な変化はこども個人や集団

での言動にどのようあらわれるのかを知る。また、視聴覚資料によりこどもの行動を観察・

記録し、保育者がどのように関わることが、こどもひとりひとりの発達支援につながるの

かを、具体的に考えてみる。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育の現場において、こどもの心理的発達に即した保育実践を実現できる保育者となるた

め、次のことを学ぶ。|１．乳幼児期の認知的発達・社会的発達の流れを知る。|２．こども

それぞれの発達の状態を把握するための視点を知る。|３．発達に応じた関わり方を的確に

判断できるようになる。 
 

■到達目標 

１．「認知的・社会的に発達する」とは、どんな力を発揮できるようになること

なのか、発達の実態を理解する。|２．発達過程に応じた関わり方を把握し、年

齢や障害の有無にかかわらず、こどもひとりひとりへの発達に適した対応の仕

方を考えられるようになる。|３．保育者どうし、保育者と保護者とが連携する

ことの効果について、事例を通して知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード W55620200A （認定科目名：子どもの食と栄養） 

授業科目 子どもの食と栄養 単位 2 

担当者 小谷 清子 シラバスグループ W20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子どもの栄養と食生活 

 

■授業の概要 

小児期は、生涯にわたる健康の基礎が形成され、その後の心と身体の健康を大きく左右す

る重要な時期である。 この科目では、乳児期、幼児期を中心に、小児の各段階に応じた健

全な発育・発達を促すために必要な事柄を、栄養と食生活の面から学ぶ。保育者として食

育や保護者への支援が出来る力を身に着ける。 
  

■授業の目的・ねらい 

子どもの栄養と食生活が生涯にわたる健康の基礎であり、その後の心と身体の健康に影響

することを理解する。食品や栄養に関する基礎的知識を学び、子どもの発育・発達と食生

活の関連について理解する。家庭や児童養護施設における食生活の現状と課題について学

び、保育との関連のなかで、幼少期から成人にいたる一貫した食生活の意義、子どもに適

切な食事が提供できることの意義を理解する。家庭や地域との関連性、生活全般や環境の

望ましい姿を理解し、保育者として食育や保護者への支援ができる力を身に着ける。 
 

■到達目標 

1）食品や栄養に関する基本的知識を習得する|2）子どもの発育・発達に応じた

食生活を理解する|3）様々な子どもの現状を理解し、それらに配慮した適切な食

や栄養について理解する|4）食育の基本とその内容を、家庭、地域社会や文化と

のかかわりの中で理解する 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W55640100A （認定科目名：保育内容総論） 

授業科目 保育内容総論 単位 1 

担当者 渡邉 保博 シラバスグループ W10080 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

「保育内容」の基本を学ぶ。 

 

■授業の概要 

保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などにおける「保育の目標」

「子どもの発達」「保育の内容」を関連づけて保育内容を理解し、保育の全体的な構造を理

解する。また保育内容の歴史的変遷の学習からも理解を深める。保育内容と子ども理解と

の関わり、養護と教育の一体的展開を実践的に理解し、保育の多様な展開について具体的

に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などに基づいて、保育の全体

的構造を理解したうえで、保育の目標・内容・構造などについて具体的に学ぶ。 

 

■到達目標 

1 保育所保育指針・幼保育連携型認定こども園教育・保育要領などに基づいて、

保育の基本と全体的な構造を理解し、保育の目標、子どもの発達、保育の内容

を 関連付けて理解する。|2 保育の基本を踏まえた保育内容の展開を構想す

ることができる。|3 保育の多様な展開について具体例を示して説明すること

ができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55650200A （認定科目名：保育内容研究健康/保育内容演習「健康」） 

授業科目 保育内容演習「健康」 単位 1 

担当者 三柴 英昭 シラバスグループ W20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

自然や人とのかかわり、遊びから健康を考える。 

 

■授業の概要 

子ども一人一人の心身の発達には、集団の力が必要であり、友達と様々な感情を共有し、

いろいろなことを体感しながら自ら行動し、自由な思いを十分に発揮しようとする自発性

が必要となる。遊べない子どもが多くなってきている現在、何事にも驚きや感動をもって

ともだちとともに健康的に生活し、伸び伸びを自己発揮できるように支えてやることが大

切である。協同的な遊びの中で、ともだちと一緒に何かに集中し、人とつながる喜びや共

にいることの喜びを感じ、お互いを受け入れていくことのすばらしさに触れ、子供の視点

に立った教育・保育の質の向上にも着目し、健康を考えていく。また生活環境、遊びの中

で好奇心、忍耐力、人との関係をどのように築いていくのかを考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

クラスの人たちと色々な遊びや人と心を伝え合う喜びを体感しながら、個々の思いを十分

に発揮し、楽しみ、感動を持ち、その活動の中で育つ心から健康を考えていくことを目的

とする。 終講時の試験と健康的な遊びの実践授業内発表とで 100 点満点とする。 
 

■到達目標 

目に見える行動、活動だけでなく、その時その時の遊びや経験を通し、子供の

心を理解できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W55660200A （認定科目名：保育内容研究人間関係/保育内容演習「人

間関係」） 

授業科目 保育内容演習「人間関係」 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児の自我・自立心を育て、人とかかわる力を養う保育内容を考察する 

 

■授業の概要 

保育内容の観点から養護および保育内容５領域を総合的に学習する。わが国における保育

内容の歴史、諸外国の理論などに配慮し、母子関係論、環境構成論、プロジェクト法、単

元論、保育構造論などの理解を深める。その際、周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持

ってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を子どもに養うことのできる環

境構成のあり方についても学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・乳幼児期の発達過程に応じた自我・自立心の育成や、日々の身近な環境とのかかわりで

乳幼児が互いに共感し合う体験をもつ重要性について学ぶ。|・人間関係を深める生活や遊

びについて学び、指導力を身につける。|・乳幼児期にとっての大人との関係の重要性につ

いて学ぶ。 
 

■到達目標 

領域『人間関係』にかかわる保育内容の理解と、実践に生かせる指導力を身に

つける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55670200A （認定科目名：保育内容研究環境/保育内容演習「環境」） 

授業科目 保育内容演習「環境」 単位 1 

担当者 林 悠子 シラバスグループ W20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

子どもと環境との関わりの意義を理解する 

 

■授業の概要 

保育所保育指針」において保育内容はどのように位置づけられているか、「5 領域」の考え

方、を理解したうえで、5 領域のうち特に「環境」に焦点を当て、ねらいと内容について

具体的に考えてゆく。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

・保育内容についての基本的な理解と領域「環境」のねらいと内容について理解する。 

 

■到達目標 

・「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび 5 領域の捉え方につい

て説明することができる。|・領域「環境」のねらいと内容について、保育実践

での展開の具体例を考え発表することができる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50 ・リポート試験にて実施し、以下の 2 点が満たされている場合を

合格ライン（60 点）とする。|１ 解答の内容が問題・到達目標

に沿ったものであること。|２ 引用箇所・文献が明記されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 50 ・授業への積極的参加（議論、発表、質問） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55680200A （認定科目名：保育内容研究言語/保育内容演習「言葉」） 

授業科目 保育内容演習「言葉」 単位 1 

担当者 津田 奈保子 シラバスグループ W20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育内容についての基本的な理解と領域「言葉」のねらいと内容について理解する。 | 

 

■授業の概要 

「保育所保育指針」において保育内容はどのように位置づけられているか「５領域」の考

え方を理解したうえで、５領域のうち特に「言葉」に焦点を当て、ねらいと内容について

具体的に考えていく。また保育者の支援について考察する。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

1 「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび５領域の捉え方について理解す

る。|２ 乳幼児期の言葉の発達について理解する。|３ 領域「言葉」のねらいと内容につ

いて、総合的理解を深める。| 
 

■到達目標 

1 「保育所保育指針」における保育内容の位置づけおよび５領域の捉え方につ

いて説明することができる。|２ 乳幼児期の言葉の発達について説明すること

ができる。|３ 領域「言葉」のねらいと内容について、保育実践での展開の具

体例を考え述べることができる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 40  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード W55690200A （認定科目名：保育内容研究表現/保育内容演習「表現」） 

授業科目 保育内容演習「表現」 単位 1 

担当者 三柴 英昭 シラバスグループ W20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

自然や人とのかかわり、経験から、表現を考える。 

 

■授業の概要 

子ども一人一人の心身の発達には、集団の力が必要であり、友だちと様々な感情を共有し、

いろいろなことを体験しながら、自ら行動し、自由な思いを十分に発揮しようとする自発

性が必要となる。協同的な遊びの経験の中で、友だちと一緒に何かに集中し、人とつなが

る喜びや共にいることの喜びを感じ、お互いに受け入れていくことのすばらしさに触れ、

子供の視点に立った教育・保育の質の向上にも着目し、表現を考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

クラスの人たちと触れ合う喜びを体験しながら、個々の思いを十分に発揮し、楽しみ、感

動をもち、その活動の中で育つ心から表現を考えていくことを目的とする。 終講時の試

験と、伸び伸びとした表現活動の実践授業内発表とで、100 点満点とする。 
 

■到達目標 

子どもの日常の遊びや経験から、その時その時の子どもの思いや気持ちを素直

に表現することを理解していく。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55700200A （認定科目名：保育内容の理解と方法１） 

授業科目 保育内容の理解と方法１ 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ W20270 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

幼児の心身の発達と身体表現・音楽表現に関する技術と知識を学ぶ。 

 

■授業の概要 

幼児の心身の発達と身体表現・音楽表現に関する知識や技術を学ぶ。具体的には、身体表

現において、見立て、ごっこあそび、劇あそびにみる子どもの経験ができる保育環境づく

り、音楽表現においては、身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽に親しむ経験がで

きる保育環境づくりを学ぶ。それらの経験に基づく表現活動と、音楽表現を結びつけるあ

そびに展開するために、習得した知識や技術を通して、模擬保育をすることで省察を深め

ていくことを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

将来の保育者としての身体表現や音楽表現の基礎知識を学習する。 

 

■到達目標 

保育者としての身体表現、音楽表現の基礎的知識を習得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55710200A （認定科目名：保育内容の理解と方法２） 

授業科目 保育内容の理解と方法２ 単位 2 

担当者 髙橋 司 シラバスグループ W20280 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

幼児の心身の発達と児童文化に関する知識と技術を学ぶ。 

 

■授業の概要 

幼児の心身の発達と児童文化財に関する知識と技術を学ぶ。具体的には、児童文化財とし

て、子どもの心身の発達と絵本、紙芝居、素話、ペープサート、エプロンシアター、パネ

ルシアターなどに関する知識とと技術を学ぶ。それらの経験に基づく児童文化財を結びつ

けるあそびに展開するために、習得した知識や技術を通して、模擬保育をすることで省察

を深めていくことを目指す。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育者としての児童文化財の基礎知識を学習する。 

 

■到達目標 

保育者としての児童文化財の基礎知識を学習すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55730450A （認定科目名：乳児保育/乳児保育２） 

授業科目 乳児保育２ 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W55750450A （認定科目名：障害児保育） 

授業科目 障害児保育 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ W45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

障害の特徴も踏まえた子どもの発達的理解のありようを学ぶ。|障害のある子どもの保育の

実際について学ぶ。 

 

■授業の概要 

権利が平等に保障されるために追加の支援を必要とする子どもへの保育であることを理

解する。具体的には，障害の種別やその特性の理解はもちろんこと，何らかの支援を必要

とする子どもたちの実態も踏まえ，「権利の平等性」と「追加の支援」を統一的に理解して

いく。 
  

■授業の目的・ねらい 

障害のある子ども一人ひとりの実態に即した保育をおこなう際に必要となる発達的視点

に基づく子ども理解を踏まえた上で、一人ひとりを丁寧に見ることと集団づくりは決して

対立するものではないことを理解することを目的とする。こうした理解が、実践現場で出

会う多様な事例に対応する際の基盤となることを意図している。 
 

■到達目標 

①発達と障害の相互関係を念頭において子どもの行動を検討することができ

る。|②集団づくりにおける個人と集団の関係を、実践上の難しさも踏まえて説

明することができる。|③授業を通じた理解の深まりを自分なりの言葉で説明す

ることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 到達目標①②③の観点から評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内で実施するワーク等での気づきや理解に基づいて評価す

る 



授業コード W55760200A （認定科目名：社会的養護内容/社会的養護２） 

授業科目 社会的養護２ 単位 1 

担当者 奥井 菜穂子 シラバスグループ W20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会的養護の実践を当事者の声とともに学ぶ 

 

■授業の概要 

社会的養護の実践の詳細を学び、その現状と課題を理解する。その際、社会的養護におけ

る支援者の実践を読み解くこと、当事者の声を聴きとることを重視する。社会的養護で育

つ子どもに必要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す機会にしていくことを目指している。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の 4 つの観点における習得と達成を重視する。|（１）社会的養護における子どもの権利

擁護や保育士等の倫理について具体的に学ぶ。|（２）施設養護および他の形態でなされる

社会的養護の実際について学ぶ。|（３）社会的養護の当事者の声から社会的養護における

ニーズを把握し、理解する。|（４）社会的養護を通し、自らの子ども観、家族観、養育観、

援助観を多様な側面から問い直す。|評価については、リポート課題の提出を課す。 
 

■到達目標 

・社会的養護で育つ子どもの権利について学び、その保障と自立を支えるため

の理念と方法を学び、現状と課題を考察する。|・社会的養護で育つ子どもに必

要な養育や支援について考察するなかで、自らの子ども観、家族観、養育観、援

助観を多様な側面から問い直す。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W55770100A （認定科目名：子育て支援） 

授業科目 子育て支援 単位 1 

担当者 小田 美也子 シラバスグループ W10130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育における子育て支援について理解を深める。 

 

■授業の概要 

子育て支援について理解する。子育て支援の基本となる子どもの 善の利益と福祉の重

視、子どもの成長の喜びの共有、信頼関係を基本とした受容的なかかわり、地域の資源の

活用と関係機関との連携等の理解を深める。|子育て支援の実践に関する技術を学習し、グ

ループワークにおける事例検討を通じて子育て支援の実際を学んでいく。 
  

■授業の目的・ねらい 

次の４つの視点における習慣と達成を重視する。|(１)子育て支援の意義と原則について理

解する。|(２)保護者支援の基本を理解する。|(３)子育て支援の実際を学び、内容や方法を

理解する。|(４)保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。 
 

■到達目標 

子育て支援の意義と原則について、子育て支援の基本について理解できる。ま

た、子育て支援の実際を学び、内容や方法を理解できる。保育所等児童福祉施

設における保護者支援の実際について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 30  

･その他 0  



授業コード W55800100A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W10140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 60  

･その他 0  



授業コード W55800300A （認定科目名：保育実習指導Ⅰ/保育実習指導１） 

授業科目 保育実習指導１ 単位 2 

担当者 佐藤 順子 シラバスグループ W30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

保育所保育実習に臨むための基礎的な知識と態度を身につける 

 

■授業の概要 

保育実習は、今まで学んだ知識を保育実践に結び付けていく大切な機会である。そのため、

本科目は保育実践現場においてこれまで学んできた知識や技能を総合的に関連づける力

と保育実践に応用する力とを養うものである。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業は、学生が保育所保育実習を通して、子どもや保護者の理解と支援を学ぶだけでな

く、保育所・保育士の仕事に対する理解を深められることをねらいとする。| 

 

■到達目標 

保育所保育実習に臨む基礎的な知識と態度を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 20  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 10  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード 
W55820200A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W55820200B （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S20141 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W55820300A （認定科目名：保育内容研究表現１(音楽表現)/保育内容

の理論と方法「音楽表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「音楽表現」 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

表現領域（音楽）に関する保育実践のための基礎的な知識と表現・指導技術を高める。 

 

■授業の概要 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針における領域「表現」の基本理念をふまえ、表現領域

に示すねらいの趣旨に基づき、幼児の音楽表現指導を行う上で必要となる基礎的かつ実践

的内容を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

音楽表現力の向上を目指し、音楽の基礎的知識・表現技術を習得することを目的とする。 

 

■到達目標 

できるだけ多くの表現遊びを習得する。また、子どもの発達段階にふさわしい

表現方法や指導方法を取捨選択し、自らの保育実践において活用、工夫する能

力を身につける。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
W55830200A （認定科目名：保育内容研究表現２（絵画製作）/保育内

容の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S20150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード 
W55830300A （認定科目名：保育内容研究表現２(絵画製作)/保育内容

の理論と方法「造形表現」） 

授業科目 保育内容の理論と方法「造形表現」 単位 2 

担当者 津田 由加子 シラバスグループ S30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

保育の内容を理解し、乳幼児を含めたこどもの造形の指導援助者として、こどもの発達と

保育の中で取り扱う教材に必要な知識、さらに材料・用具の操作体験など実践学習を通し

て、体験的・技術的に学習する。 
 

■授業の概要 

乳幼児における表現活動の大切さと、こどもの発達過程を基盤とした造形的な表現の特徴

を理解する学習をします。実際に材料・用具、手法をもとに「えがく」「つくる」「造形あ

そび」の題材を通じて、手の動きによる描写や造形、描画材の特徴の理解及び表現技法の

習得と活用、素材を用いた立体物や玩具等の制作体験を交えながら、実践での造形教育活

動を行うにあたり、環境構成を踏まえた指導計画案の作成や、援助のあり方についての知

識を関連づけながら学習を深めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

教材の研究と幼児造形の実際について学ぶ 

 

■到達目標 

１．保育指導法「表現」のねらいと内容等に基づいた保育の基本について理解

できることを目標とする。|２．乳幼児の表現活動の大切さと発達段階を踏まえ

た造形的な表現の特徴が理解できることを目標とする。|３．乳幼児の造形表現

活動の展開と援助のあり方を学び、保育者としての知識と技術が習得できるこ

とを目標とする。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.40000000000000002 造形表現題材開発作品の提出 

･その他 0  



授業コード W56200200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 保科 和久 シラバスグループ W20170 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56200410A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 保科 和久 シラバスグループ W41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56200450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅰ 単位 4 

担当者 楳原 直美 シラバスグループ W45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの基礎的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの基礎的な理解を深め

る。そのために、自己覚知及び対象者理解、ソーシャルワークの価値・倫理の基礎的理解

を促し、生活の振り返り、生活史把握、グループ討論等々、さまざまな方法を活用した体

験的な演習の展開によって援助者となる者の自己形成の土台を構築する。なお、演習授業

のため、少人数によるディスカッションやロールプレイ、事例検討などを通して体験的に

学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①社会福祉専門職としての自己覚知及び対象理解の重要性について説明できるようにな

る|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解する|③社会福祉専門職としての基

本的な態度や姿勢について理解する|④実践事例を通して、対象者の生活実態や生活問題に

ついて理解する| 
 

■到達目標 

①ソーシャルワーカーとしての自己覚知及び対象理解の重要性について説明す

ることができる|②社会福祉専門職としての価値・倫理について理解し、行動す

ることができる|③社会福祉専門職としての基本的な態度や姿勢について身につ

ける|④対象者の生活実態や生活問題について理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56210200A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W20180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56210410A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56210450A （認定科目名：社会福祉援助技術演習Ⅱ） 

授業科目 社会福祉援助技術演習Ⅱ 単位 4 

担当者 福嶋 正人 シラバスグループ W45050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

ソーシャルワークの応用的理解 

 

■授業の概要 

社会福祉専門職としての実践力を高めるために、ソーシャルワークの応用的な理解を深め

る。そのために、対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションの方法、ソ

ーシャルワークにおける面接技法と展開過程、記録の意義と方法について、グループ討論

等方法を活用した体験的な演習の展開によって社会福祉専門職として求められる価値や

技術について学ぶ。なお、演習授業のため、少人数によるディスカッションやロールプレ

イ、事例検討などを通して体験的に学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

①対人援助としての基本的な視点やコミュニケーションについて理解する|②ソーシャル

ワークにおける面接技法とその展開過程について説明できるようになる|③ソーシャルワ

ークにおける記録の意義と方法について理解する| 
 

■到達目標 

①対人援助としての基本的な視点や援助的コミュニケーションについて理解

し、行動できるようになる|②ソーシャルワークにおける面接技法とその展開過

程について身につける|③ソーシャルワークにおける記録の意義と方法について

理解が深まる | 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 量的（記述量）と質的（内容）な観点より評価する。出題の要点

を正しく理解し、専門用語を読み手に分かるように記述するこ

と。なお、記述量が指定用紙の 50％以下の場合、不合格となる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56230100A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 池本 薫規 シラバスグループ W10070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56230200A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 金田 喜弘 シラバスグループ W20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ | 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56230450A （認定科目名：社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ） 

授業科目 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ 単位 4 

担当者 後藤 至功 シラバスグループ W45070 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉援助技術現場実習にむけての事前学習 

 

■授業の概要 

本科目は、社会福祉士国家試験受験資格における指定科目として位置づけられている。社

会福祉援助技術現場実習の事前学習として、実習の意義・目的を理解し、社会福祉士に求

められる価値・倫理、専門的知識や技術といった専門性を習得するとともに、実習領域に

関する基本的知識、実習に臨むまでの学習内容や方法を学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・実習の意義・目的を理解する|・社会福祉士に求められる価値・倫理、専門的知識や技術

を習得する|・実習領域における利用者の特性と生活課題、関連する制度、実習施設の機能

や役割などについて理解を深める|・「実習計画書」の意義と目的を理解したうえで、実習

のテーマ・課題を明確化し作成する|・実習記録の意義・目的、書き方を理解する|・実習に

臨むうえで取り組むべき学習内容や方法を学ぶ | 
 

■到達目標 

・実習の意義・目的を理解し、実習を通して何を学ぶのかを明確化できる|・社

会福祉士の専門性について説明できる |・実習領域の利用者、制度、施設の機

能や役割などについて説明できる |・「実習計画書」「実習目標・実習プログラ

ム」の意義と目的を理解し、作成できるようになる|・実習記録の意義・目的に

ついて理解し、作成できるようになる|・実習に臨むうえで取り組むべき学習内

容や方法を理解できる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.80000000000000004  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56510100A （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4 

担当者 松岡 義明 シラバスグループ W10180 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障がい者を取り巻く社会| 

 

■授業の概要 

精神障がい者の人権擁護|精神障がい者の意思決定支援|精神保健福祉法 

  

■授業の目的・ねらい 

わが国の精神保健福祉を取り巻く制度や社会の仕組みを理解し、地域で暮らし続けるため

に|必要な支援の方法を学ぶ 

 

■到達目標 

精神障がい者を取り巻く社会の仕組みを理解し、支援者としての必要なスキル

を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56510300A （認定科目名：精神医学） 

授業科目 精神医学 単位 4 

担当者 松岡 義明 シラバスグループ W30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障がい者を取り巻く社会| 

 

■授業の概要 

精神障がい者の人権擁護|精神障がい者の意思決定支援|精神保健福祉法 

  

■授業の目的・ねらい 

わが国の精神保健福祉を取り巻く制度や社会の仕組みを理解し、地域で暮らし続けるため

に|必要な支援の方法を学ぶ 

 

■到達目標 

精神障がい者を取り巻く社会の仕組みを理解し、支援者としての必要なスキル

を身につける 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56520100A （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4 

担当者 上村 啓子 シラバスグループ W10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神の健康、ライフサイクルと精神の健康、家族・学校・職場における精神保健活動の実

際、地域精神保健活動について学ぶ 

 

■授業の概要 

 精神保健学においては、1．乳幼児期・学童期・思春期・青年期・成人期・老年期のライ

フサイクルにおける精神保健 2．認知症・アルコール関連問題・薬物依存症対策等におけ

る個別課題の取り組み３．家族・学校・職場・地域等の精神保健活動の実際４．地域精神

保健の歴史や課題、諸活動の内容５．諸外国における精神保健の動向や実態について学ぶ。

| 特に精神障害者の地域生活支援及び精神保健活動が広く人々の精神的健康の保持及び

増進に果たす役割について理解を深める。また精神保健における個別課題への取り組みと

活動の実際について理解するとともに、地域精神保健施策の概要、ネットワーク、これか

らの精神保健活動のあるべき姿について考察を深める、 
  

■授業の目的・ねらい 

 精神保健に関する基本的理解を得て、ライフサイクル、疾病・障害別の個別課題、家庭・

学校・職場における精神保健活動の実際、精神保健に関する精神保健福祉士の役割、関連

法規や関連施策を理解する。 
 

■到達目標 

精神の健康の重要性を理解し、関連して法律、施策、実例を説明できるように

なる。ストレスの多い社会においてどのように精神の健康を保っていくか、精

神保健の課題を持つ人々へどのように関わっていけばよいか理解し、これから

の精神保健活動のあるべき姿について考察できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20 積極的な質問、発表を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 授業に対する姿勢や態度も評価する。 



授業コード W56520300A （認定科目名：精神保健学） 

授業科目 精神保健学 単位 4 

担当者 塩満 卓 シラバスグループ W30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

現代における主要な精神保健の課題であるアルコール依存症や薬物依存病、ギャンブル依

存症等のアディクション、家族の精神保健、労働者の精神保健、学校現場の精神保健課題

について学ぶ。 
 

■授業の概要 

世界及び日本の精神保健の歴史を踏まえ、社会発展に伴う精神保健問題の広がりと主要な

精神保健課題とその対策・限界について、講義する。➀精神保健の歴史を理解する。また、

②アディクション問題（アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症）、③家族の精

神保健の課題、④労働者の精神保健の課題、⑤学校現場における精神保健の課題、の理解

を深め、現行の対策とその限界について、考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

➀現代社会における精神面における保健（メンタルヘルス）の諸課題を社会と関連づけて

捉え、説明できるようになる。|②メンタルヘルスの諸課題に関する対応策について、一次

予防（発生予防）、二次予防（早期発見・早期介入）、三次予防（社会参加）の視点から理

解する。|③メンタルヘルスの諸課題に関する現行の一次予防、二次予防、三次予防対策の

効果と限界を理解する。||成績評価|授業内試験の点数に試験の点数を加え、評価する。 
 

■到達目標 

➀現代社会におけるメンタルヘルスの諸課題を社会と関連づけて説明すること

ができる。|②メンタルヘルスの諸課題に対する現行の一次予防、二次予防、三

次予防の対応策を説明することができる。|③メンタルヘルスの諸課題に対する

現行の対応策の効果と限界について、説明することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 20 授業内に小テストを実施する 

･授業内課題 0 設定しない 

･その他 0  



授業コード W56530410A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W41030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉士の役割とその意義・価値をふまえた相談援助の理念 

 

■授業の概要 

現在、医療機関のみならず教育、司法、企業、地域、被災地等々における精神保健福祉士

の相談援助の重要性が高まってきている。その特質と価値、特に権利擁護等を核に学びを

進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神障害者にも対応する地域包括ケアシステムを構成する要素について、生活者としての

精神障害者が地域で一般住民と共生し、自らの生活を確立していくことの意義と支援の内

容について理解する。 
 

■到達目標 

精神障害領域のソーシャルワークの視点の確認 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56530440A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ W44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉士の役割とその意義・価値をふまえた相談援助の理念 

 

■授業の概要 

現在、医療機関のみならず教育、司法、企業、地域、被災地等々における精神保健福祉士

の相談援助の重要性が高まってきている。その特質と価値、特に権利擁護等を核に学びを

進める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神障害者にも対応する地域包括ケアシステムを構成する要素について、生活者としての

精神障害者が地域で一般住民と共生し、自らの生活を確立していくことの意義と支援の内

容について理解する。 
 

■到達目標 

精神障害領域のソーシャルワークの視点の確認 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56540410A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（専門）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W41040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの形成と相談援助活動の展開 

 

■授業の概要 

精神保健福祉領域でのソーシャルワークの形成過程とその内容について確認し、相談援助

活動における対象、理念、価値、知識、支援の実際を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

1． 相談援助の形成過程を確認し、その中での価値や理念のうつりかわりについて理解す

る。|２．精神保健福祉領域の相談援助体系（機関、制度サービスとの関連、多職種連携の

実際）について|理解する。|３．権利擁護の発展過程と意義について考察する。|| 
 

■到達目標 

１．精神保健福祉領域における相談援助の発展過程について説明することがで

きる。|２．精神障害者の相談援助活動にかかわる法制度、サービス、機関、専

門職の機能的役割を把握し、総合的・包括的援助と多職種連携の実際について

説明することができる。|３．精神保健福祉士の倫理や価値について、その意義

を理解するとともに、権利擁護の方法と関連付けて説明することができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.90000000000000002 授業での学びや資料などを十分復習、理解した上で、設題

に沿ってまとめること。 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 テーマに関連した内容について、ポイントをおさえて自

分の考えをまとめる。 

･その他 0  



授業コード W56540440A （認定科目名：精神保健福祉相談援助の基盤（専門）） 

授業科目 精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W44020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの形成と相談援助活動の展開 

 

■授業の概要 

精神保健福祉領域でのソーシャルワークの形成過程とその内容について確認し、相談援助

活動における対象、理念、価値、知識、支援の実際を学習する。 

  

■授業の目的・ねらい 

1． 相談援助の形成過程を確認し、その中での価値や理念のうつりかわりについて理解す

る。|２．精神保健福祉領域の相談援助体系（機関、制度サービスとの関連、多職種連携の

実際）について|理解する。|３．権利擁護の発展過程と意義について考察する。|| 
 

■到達目標 

１．精神保健福祉領域における相談援助の発展過程について説明することがで

きる。|２．精神障害者の相談援助活動にかかわる法制度、サービス、機関、専

門職の機能的役割を把握し、総合的・包括的援助と多職種連携の実際について

説明することができる。|３．精神保健福祉士の倫理や価値について、その意義

を理解するとともに、権利擁護の方法と関連付けて説明することができる。|| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 授業での学びや資料などを十分復習、理解した上で、設題に沿っ

てまとめること。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマに関連した内容について、ポイントをおさえて自分の考え

をまとめる。 

･その他 0  



授業コード W56550100A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 太田 智之 シラバスグループ W10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神障害者のリカバリーに向けた支援を学ぶ 

 

■授業の概要 

精神科リハビリテーション学は、まず大前提として精神障害とは何か、疾病と障害の違い

とは何かを理解するところから始まる。精神障害者へのリハビリテーションについて学び

を深めるが、そのアプローチは決して精神障害者個人の能力向上のみを目的とはしていな

い。当事者を取り巻く環境（人、地域、制度、文化等）への働きかけも必要である。また

それらの関りはリカバリーを目指したものとしたい。精神科リハビリテーションにおい

て、精神保健福祉士として果たすべき役割について知る。 
  

■授業の目的・ねらい 

1. 精神障害を理解し精神障害リハビリテーションの概念を理解する。|2. 精 神

障害リハビリテーションのプロセスと技術を理解する。|3. 精神障害リハビリテーシ

ョンにおける支援者の役割を理解する。| 
 

■到達目標 

1. 精神障害について理解を深めることを通して身体科リハビリテーシ

ョン等との異同を明確にし、精神障害リハビリテーションを理解する。|2.

 「リカバリー」視点に基づく精神障害リハビリテーションの展開につ

いて理解する。|3. 精神障害リハビリテーションを行う上で、支援者が押さえ

ておくべき視点や役割を理解する。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56550300A （認定科目名：精神科リハビリテーション学） 

授業科目 精神科リハビリテーション学 単位 4 

担当者 村上 貴栄 シラバスグループ W30140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神科リハビリテーションはその名の通り「精神障害を対象に行われるリハビリテーショ

ン」である。リハビリテーションは「re-（再び）」＋「habills（適した）」という造語であ

る。元来は「身分、権利、名誉などの回復」を意味する。単に喪失した機能を回復するだ

けでなく、人間らしく生きる権利を回復することがその本質にある。特に精神障害は長い

歴史の中で偏見や差別・誤解のなかにあり、リハビリテーションされてきたとは言いがた

い状況にある。|また個別のリハビリテーションに目を向けてみてもその人の「精神障害」

がどのようなも 
 

■授業の概要 

精神科リハビリテーションの起源、歴史を確認する。|精神科リハビリテーションと社会福

祉との関係性、医療・福祉・地域や公的機関などで行われる精神科リハビリテーションの

実際、チームアプローチなどを理解する。|精神障害の特性を理解し、精神障害者への対応

の仕方を学び、理解する。|精神科リハビリテーションが行われている事例を通して精神科

リハビリテーションへの理解をさらに深める。|これらのことを学習し、その上で精神保健

福祉士が精神科リハビリテーションの中で果たすべき役割、その存在意義を理解する。ま

た総合リハビリテーションとして精神保健福祉士が必要とされる理由を考え、専門職とし

て精神科リハビリテーションに関わる意義を理解する。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業の目的|精神障害は中途障害でありながら、その障害が認識されていることが非常に不

正確で、需要度も低い状況にある。リハビリテーションの必要性すら未だ一般的には理解

されていない状況にある。精神保健福祉士は医療・福祉の現場で精神科リハビリテーショ

ンについて理解し、そこに貢献しなければならない。正しい障害認知をし、精神障害への

アプローチとインターベンションを行うことは精神障害者が生きていく中でとても重要

な支援である。精神保健福祉士が精神科リハビリテーションのなかでどのような役割を持

ち、その専門性を果たしながら進めていくのか、またどのようにして精神障害者支援の意

義を理解し、支援を展開できるようになるのかを理解することが目的となる。 
 

■到達目標 

精神障害の特性を理解。|精神科リハビリテーションとはどのようなものか、精

神障害者への支援として必要な関わりのあり方について理解する。|精神科リハ

ビリテーションのなかで精神保健福祉士が果たすべき役割がどのようなものか

を学習することで理解を深める。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード W56560100A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 松本 聡子 シラバスグループ W10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉領域における援助の理解 

 

■授業の概要 

・精神障害の特性を踏まえた支援の基本的な考え方と基礎的な援助技術(個別援助、集団援

助、コミュニティワーク)について理解する。特に精神障害者の自己決定を尊重し、いかに

して本人主体の支援を行うかに重点をおきながら、重要課題である精神障害者の地域移

行・地域定着支援などの実践における具体的支援を通して精神保健福祉援助技術の体系的

理解を深め、併せて精神保健福祉士の役割を理解する。 |・医療、行政、事業所といった

それぞれの機関での相談援助活動の実際を知る。また関連する法制度や事業などをとりあ

げ、問題点の分析や今後の方向性について討議などもとおして考察を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

・精神科医療、保健、福祉、地域といったそれぞれの領域の中での対象を理解することと、

そこにある問題へのアプローチと援助の方法を広く知ることを目的とする。また、テキス

ト以外に精神保健医療福祉に関する国内外のトピックスも取り上げ、社会的状況とあわせ

て人への理解とその方法を構造的に把握する。  || 
 

■到達目標 

ソーシャルワークの歴史、概念、目的、原理を踏まえ、精神保健医療福祉領域に

おける援助活動の実際について理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56560300A （認定科目名：精神保健福祉援助技術各論） 

授業科目 精神保健福祉援助技術各論 単位 4 

担当者 知名 純子 シラバスグループ W30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 T･S 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉分野での支援に必要となる自己覚知について体験し考える。|精神保健福祉士

としてのケースワーク、グループワークについての理解を深め、業務についての知識を習

得する。 
 

■授業の概要 

クライエント本人および家族を対象としたケースワーク、グループワークを行うにあたっ

て求められる心理教育的アプローチや理論を学び、授業中の演習によりこれを体験するこ

とで総合的な理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神保健福祉士の倫理と業務特性を理解した上で、援助技術の具体的な方法を習得する。

|| 

 

■到達目標 

◆精神保健福祉領域での支援において、なぜ「自己覚知」が必要なのかを理解し

説明できる。|◆演習での自身の気持ちを振り返り、受け止め、クライエントへ

の支援に役立てる方法を模索できる。|◆理論を学ぶことによって、支援や考察

の質が大きく変化することを実感できる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.59999999999999998 一日の 後に試験時間を設けます 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40% 演習への参加、自身の意見の発表など積極的な参加を期

待します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56570200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅰ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W20340 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉を支える理念、制度、歴史、実践 

 

■授業の概要 

わが国の精神保健医療福祉に関わる法制度、特にその根幹である精神保健福祉法の歴史、

法理念を学ぶと共に、関連する障害者福祉や社会保障領域の法制度、サービスについて学

習する。さらに諸外国における精神保健福祉の現状と歴史的展開をとおして、わが国の精

神障害者をめぐる政策的課題について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神病者、精神障害者に対するケアは社会の中でどのような歴史を辿ってきたのか、精神

保健医療福祉に関する法制度および関連政策の変遷をおさえながら学習をすすめる。ま

た、諸外国の政策動向にも注目し、日本の精神障害者をめぐる現状と歴史的に積み残して

きた課題(社会的入院、病床数の多さ、在院期間の長期化と高齢化、地域移行の難しさ等々)

について考察を行う。 | 
 

■到達目標 

精神保健医療福祉に関する制度やサービスを体系的に把握することをとおし

て、精神病者、精神障害者、家族等が時代の中でそれぞれどのような困難を抱

えてきたのか、社会問題として理解し、説明できるようになることを目指す。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 スクーリングで学んだことを振り返り、テキストや資料を読み直

し、設題で問われている内容について的確に把握し、まとめる。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマと関連する内容について、授業内に自分の考えとともにポ

イントを簡潔にまとめる。 

･その他 0  



授業コード W56570300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅰ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅰ 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ W30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉を支える理念、制度、歴史、実践 

 

■授業の概要 

わが国の精神保健医療福祉に関わる法制度、特にその根幹である精神保健福祉法の歴史、

法理念を学ぶと共に、関連する障害者福祉や社会保障領域の法制度、サービスについて学

習する。さらに諸外国における精神保健福祉の現状と歴史的展開をとおして、わが国の精

神障害者をめぐる政策的課題について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神病者、精神障害者に対するケアは社会の中でどのような歴史を辿ってきたのか、精神

保健医療福祉に関する法制度および関連政策の変遷をおさえながら学習をすすめる。ま

た、諸外国の政策動向にも注目し、日本の精神障害者をめぐる現状と歴史的に積み残して

きた課題(社会的入院、病床数の多さ、在院期間の長期化と高齢化、地域移行の難しさ等々)

について考察を行う。 | 
 

■到達目標 

精神保健医療福祉に関する制度やサービスを体系的に把握することをとおし

て、精神病者、精神障害者、家族等が時代の中でそれぞれどのような困難を抱

えてきたのか、社会問題として理解し、説明できるようになることを目指す。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90 スクーリングで学んだことを振り返り、テキストや資料を読み直

し、設題で問われている内容について的確に把握し、まとめる。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 テーマと関連する内容について、授業内に自分の考えとともにポ

イントを簡潔にまとめる。 

･その他 0  



授業コード W56580200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅱ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W20350 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者と精神保健医療福祉の歴史 

 

■授業の概要 

精神障害者医療福祉の歴史的な変遷を学び，そこに流れる政策の限界と課題を講義する．

精神病者監護法下での私宅監置の状況を調査した呉秀三は，その著書「精神病者私宅監置

ノ実況及ビ其統計的観察」で、「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外

ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」という有名な言葉を残している。1950

年，私宅監置は廃止されたものの病院への収容が強まり，生産阻害因子キャンペーン（1952

年），らい予防法（1953 年）等の棄民政策が続いた．1964 年にライシャワー事件が生じ，

翌年改正された精神衛生法では，警察官通報等の通報制度が生まれ，精神障害者の地域管

理が徹底してきた．1983 年に発覚した宇都宮病院事件は，国連でも取り上げられ日本の

精神保健福祉の課題が国際的な調査団の調査で明確になった．それ以降，日本の精神保健

福祉は，精神障害者の権利保障を目指した政策が展開されてきた．しかし，そのなかでも，

1999 年に改正された精神保健福祉法で制定された移送制度は，精神障害者の権利との関

わりで多くの議論が行われている．本講義では，こうした歴史の流れとその時々の支援に

つき学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は、次の三つである。①精神障害者の保健医療福祉の流れを理解する。②今

までの歴史のなかで、精神障害者がおかれていた状況を理解する。③障害者権利条約や自

立支援法（現行の障害者総合支援法と精神保健福祉法の関わりを理解する。|本講義では、

精神保健福祉の歴史を政策，運動，支援の三つの視点で学ぶ。|評価は、全講義に出席する

とともに，講義中の提出課題及びスクーリング後のリポートで理解度を問う。 
 

■到達目標 

精神病者監護法以降今日まで精神障害者がおかれてきた状況を理解し、各時代

の法に流れている考えを正しく理解する。なかでも、棄民政策としての性格を

もってきた精神障害者政策の流れをおさえ、今日の精神障害者の生活が保障さ

れる上で重要な役割を果たした運動や実践について理解する。さらに、現在の

精神保健福祉法や関連法を検討するなかで、精神障害者と家族の生活や権利を

保障する政策はどうあるべきかを理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56580300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅱ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅱ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者と精神保健医療福祉の歴史 

 

■授業の概要 

精神障害者医療福祉の歴史的な変遷を学び，そこに流れる政策の限界と課題を講義する．

精神病者監護法下での私宅監置の状況を調査した呉秀三は，その著書「精神病者私宅監置

ノ実況及ビ其統計的観察」で、「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外

ニ、此邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」という有名な言葉を残している。1950

年，私宅監置は廃止されたものの病院への収容が強まり，生産阻害因子キャンペーン（1952

年），らい予防法（1953 年）等の棄民政策が続いた．1964 年にライシャワー事件が生じ，

翌年改正された精神衛生法では，警察官通報等の通報制度が生まれ，精神障害者の地域管

理が徹底してきた．1983 年に発覚した宇都宮病院事件は，国連でも取り上げられ日本の

精神保健福祉の課題が国際的な調査団の調査で明確になった．それ以降，日本の精神保健

福祉は，精神障害者の権利保障を目指した政策が展開されてきた．しかし，そのなかでも，

1999 年に改正された精神保健福祉法で制定された移送制度は，精神障害者の権利との関

わりで多くの議論が行われている．本講義では，こうした歴史の流れとその時々の支援に

つき学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の三つである．①精神障害者の保健医療福祉の流れを理解する．②今

までの歴史のなかで，精神障害者がおかれていた状況を理解する．③障害者権利条約や自

立支援法（現行の障害者総合支援法と精神保健福祉法の関わりを理解する．|本講義では，

精神保健福祉の歴史を政策，運動，支援の三つの視点で学ぶ．||評価は，全講義に出席する

とともに，講義中の提出課題及びスクーリング後のリポートで理解度を問う． 
 

■到達目標 

精神病者監護法以降今日まで精神障害者がおかれてきた状況を理解し，各時代

の法に流れている考えを正しく理解する．なかでも，棄民政策としての性格を

もってきた精神障害者政策の流れをおさえ，今日の精神障害者の生活が保障さ

れる上で重要な役割を果たした運動や実践について理解する．さらに，現在の

精神保健福祉法や関連法を検討するなかで，精神障害者と家族の生活や権利を

保障する政策はどうあるべきかを理解する． 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56590200A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅲ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者の地域生活支援システムの現状と課題 

 

■授業の概要 

精神障害者の生活の場は地域である．今，世界的に病院から地域へという流れのなかで，

地域での生活をどう充実させるかが問われている．精神障害者の地域生活を考える上で，

まず，精神障害とはを学ぶ必要がある．精神障害の特性とはなにか，彼らや彼女たちが，

どのような生活ニーズを持っているのかを明確にする必要がある．この講義では，まず，

統合失調症と感情障害（双極性障害）等の障害特徴を学び，次に，彼らの生活をいくつか

の局面に分け学ぶ．それは，彼らが危機的な状況を招いた時の地域生活支援，安心して生

活できる居住支援や地域での居場所の支援，就労支援等である．これらの支援が，どのよ

うな法・制度の下で行われているのか，その支援を展開していく上で，どのような哲学や

方法が求められるのか．さらに，ソーシャルワーカーとして，その支援制度を発展させて

いく為に，どのような運動を組織することが必要か等を学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の四つである．|①精神障害とはなにかを理解する．福祉を学ぶものに

とって， 低限の精神障害の症状や障害の特徴を学び理解することが必要である為，基礎

的な知識を学ぶ．|②精神障害者の地域生活をいくつかの局面に分け考える力を育てる．一

つは，地域のソーシャルワーカーとして精神障害者と出会った時に，どのような資源を活

用し，どのような支援を行うのかであるる．次に，彼や彼女たちが，危機的な状況と出会

った時の局面である．その時に，どのように介入するかである．さらには，彼らが地域で

安心して暮らし，仲間と関わり，就労することを支援する局面である．|③精神障害者の地

域生活は満ち足りているものではない．現状の制度がどのような課題を持っているのか，

システムを充実させる為に必要なソーシャルワーカーが組織する運動について理解する．

| 
 

■到達目標 

精神障害の特徴と支援ニーズ，現行の支援システムの概要を理解するとともに，

政策や制度に規定される支援システムの限界と，その限界を克服する運動の課

題を理解する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56590300A （認定科目名：精神保健福祉論Ⅲ） 

授業科目 精神保健福祉論Ⅲ 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ W30180 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

精神障害者の地域生活支援システムの現状と課題 

 

■授業の概要 

精神障害者の生活の場は地域である．今，世界的に病院から地域へという流れのなかで，

地域での生活をどう充実させるかが問われている．精神障害者の地域生活を考える上で，

まず，精神障害とはを学ぶ必要がある．精神障害の特性とはなにか，彼らや彼女たちが，

どのような生活ニーズを持っているのかを明確にする必要がある．この講義では，まず，

統合失調症と感情障害（双極性障害）等の障害特徴を学び，次に，彼らの生活をいくつか

の局面に分け学ぶ．それは，彼らが危機的な状況を招いた時の地域生活支援，安心して生

活できる居住支援や地域での居場所の支援，就労支援等である．これらの支援が，どのよ

うな法・制度の下で行われているのか，その支援を展開していく上で，どのような哲学や

方法が求められるのか．さらに，ソーシャルワーカーとして，その支援制度を発展させて

いく為に，どのような運動を組織することが必要か等を学ぶ． 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義の目的は，次の四つである．|①精神障害とはなにかを理解する．福祉を学ぶものに

とって， 低限の精神障害の症状や障害の特徴を学び理解することが必要である為，基礎

的な知識を学ぶ．|②精神障害者の地域生活をいくつかの局面に分け考える力を育てる．一

つは，地域のソーシャルワーカーとして精神障害者と出会った時に，どのような資源を活

用し，どのような支援を行うのかであるる．次に，彼や彼女たちが，危機的な状況と出会

った時の局面である．その時に，どのように介入するかである．さらには，彼らが地域で

安心して暮らし，仲間と関わり，就労することを支援する局面である．|③精神障害者の地

域生活は満ち足りているものではない．現状の制度がどのような課題を持っているのか，

システムを充実させる為に必要なソーシャルワーカーが組織する運動について理解する． 
 

■到達目標 

精神障害の特徴と支援ニーズ，現行の支援システムの概要を理解するとともに，

政策や制度に規定される支援システムの限界と，その限界を克服する運動の課

題を理解する． 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56600200A （認定科目名：精神保健福祉援助演習） 

授業科目 精神保健福祉援助演習 単位 2 

担当者 三木 佐和子 シラバスグループ W20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

自己理解を深め、ケースワーク・グループワークの展開過程を学ぶ。 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

相談援助場面において体現できるスキルとする為に、スクーリングで学んだ専

門的な関わりや概念をリアルに理解することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W56600300A （認定科目名：精神保健福祉援助演習） 

授業科目 精神保健福祉援助演習 単位 2 

担当者 泉水 宏仁 シラバスグループ W30190 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

自己理解を深め、ケースワーク・グループワークの展開過程を学ぶ。 

 

■授業の概要 

総合的かつ包括的な相談援助，医療と共同・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事

例を体系的に取り上げながら，個別指導ならびに集団指導を通して，具体的な援助場面を

想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習を行う。 
  

■授業の目的・ねらい 

具体的な援助場面を通して、専門的援助技術の概念を理解していくことを目的とする。実

際の援助場面で体現できることを目指す。 

 

■到達目標 

本演習では相談援助場面で体現できるスキルを獲得するために、対象理解や支

援方法など実践を意識し具体的に想像することに加え、場面や事象を適切に切

り取り、言語化することができるようになることを目指す。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード W57730450A （認定科目名：乳児保育/乳児保育２） 

授業科目 乳児保育２ 単位 1 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ  

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W57740200A （認定科目名：子どもの保健Ⅱ/子どもの健康と安全） 

授業科目 子どもの健康と安全 単位 1 

担当者 永幡 玉枝 シラバスグループ W20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

乳幼児のこころとからだを育む小児保健の実際 

 

■授業の概要 

１ 乳幼児の発育発達と育児|２ 子どもに多い病気と看護|３ 児童虐待の現状と課題|４ 

感染症と予防|５ 子どもの保健と関係法規、制度|６ 子どもを取り巻く環境  他| 

|以上、子どもの保健を事例や実習を取り入れながら学ぶ 
  

■授業の目的・ねらい 

1 子どもの保健関係法規を知る|２ 乳幼児の年齢に応じた発育発達を知る|３ 子ども

の病気や事故予防を知り応急手当てができる|４ 子どものこころを理解し虐待予防の視

点を学ぶ|５ 感染症の正しい知識を持ち対応できる  など||配布資料を読み正しく分析

し小児保健を理解できる 
 

■到達目標 

学習内容を理解し保育士等の心構えを養う| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 設題に対して論述式で回答 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 10| グループディスカッションや発表 

･授業内試験 0  

･授業内課題 20 実技実習など 

･その他 10 授業態度など 



授業コード W81110100A （認定科目名：福祉と養護） 

授業科目 福祉と養護 単位 2 

担当者 岩本 華子 シラバスグループ W10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

児童家庭福祉・社会的養護についての理解 

 

■授業の概要 

児童家庭福祉に関する現状、法律や制度について学ぶ。児童家庭福祉において重要なテー

マである支援を必要とする子どもへの支援や、児童虐待、DV について学び、子どもと家庭

への支援の重要性について理解をする。社会的養護の制度や実践について学び、公による

子どもへの支援の重要性について理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義を通して、子どもと子育て家庭への支援について具体的に理解し、保育士に求められ

る社会福祉の知識を得ることを目的とする。| 

 

■到達目標 

・児童家庭福祉に関する制度を理解する|・児童家庭福祉として対応が求められ

るテーマについて理解する|・子どもや子育て家庭への支援内容について理解す

る|・社会的養護の実践について理解する|・子どもや子育て家庭への支援につい

て保育士としてできることを考える 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30 授業への取り組みを勘案します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業への取り組みを勘案します。 

･その他 0  



授業コード W81110450A （認定科目名：福祉と養護） 

授業科目 福祉と養護 単位 2 

担当者 増井 香名子 シラバスグループ W45140 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

児童家庭福祉・社会的養護についての理解 

 

■授業の概要 

児童家庭福祉に関する現状、法律や制度について学ぶ。さらに、虐待・DV など家族の中に

ある暴力と児童家庭福祉の一分野である社会的養護について学ぶ。特に支援を必要とする

子どもと家族の支援について具体的に理解する。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

児童家庭福祉に関するテーマ、制度及び実践内容に関する講義及び、児童家庭福祉の一分

野である社会的養護に関する講義をもとに、子どもと子育て家庭への支援について具体的

に理解し、保育士に求められる知識を得ることを目的とする。 
 

■到達目標 

児童家庭福祉に関する法律、施策、実施機関の理解|子どもと子育て家庭が抱え

る生活困難、虐待等家族の中にある暴力及び支援内容の理解|社会的養護の仕組

み、基本原理と実施内容の理解| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 30 授業への取り組みを勘案する 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 授業への取り組みを勘案する 

･その他 0  



授業コード W81120100A （認定科目名：相談支援/子ども家庭支援論） 

授業科目 相談支援 単位 2 

担当者 坂口 伊都 シラバスグループ W10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子ども家庭支援の意義と役割、保育士に求められる子育て支援を学ぶ。また、多様な支援

と関係機関との連携について学ぶ。 

 

■授業の概要 

相談援助の目的や方法を学び、事例を通してソーシャルワークの視点を養う。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士として求められる子ども家庭支援を習得し、実践に活かす方法を習得する。 

 

■到達目標 

子ども家庭支援の実際を知り、支援の見立てができ、支援方法を組み立てられ

るようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W81120300A （認定科目名：相談支援/子ども家庭支援論） 

授業科目 相談支援 単位 2 

担当者 坂口 伊都 シラバスグループ W30220 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子ども家庭支援の意義と役割、保育士に求められる子育て支援を学ぶ。また、多様な支援

と関係機関との連携について学ぶ。 

 

■授業の概要 

相談援助の目的や方法を学び、事例を通してソーシャルワークの視点を養う。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士として求められる子ども家庭支援を習得し、実践に活かす方法を習得する。 

 

■到達目標 

子ども家庭支援の実際を知り、支援の見立てができ、支援方法を組み立てられ

るようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W81131100A （認定科目名：保健と食と栄養） 

授業科目 保健と食と栄養 単位 2 

担当者 村元 由佳利 シラバスグループ W10240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

栄養に関する知識、献立作成や食育の基本について学ぶ。 

 

■授業の概要 

「食」は人が生きていくために欠かせないものであり、特に成長過程での食習慣は心身の

発達やその後の健康などに大きな影響を与える。そこで本授業では、栄養に関する知識や

献立作成のポイント、子どもの発育・発達に応じた食生活、食育の基本やその内容などに

ついて学び、「食」を通じて子どもたちにどのようにかかわることができるのかについて考

えてもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義内容を理解し、献立作成や食育など現場での実践につなげることをねらいとする。 

 

■到達目標 

栄養に関する基礎的な知識を習得する。|栄養バランスの良い献立を考えること

ができる。|小児期における食の大切さに気付き、子どもたちとのかかわり方に

活かしたいと感じる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 10 出席状況や受講態度などを加味して総合的に評価する 



授業コード W81131300A （認定科目名：保健と食と栄養） 

授業科目 保健と食と栄養 単位 2 

担当者 村元 由佳利 シラバスグループ W30230 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

栄養に関する知識、献立作成や食育の基本について学ぶ。 

 

■授業の概要 

「食」は人が生きていくために欠かせないものであり、特に成長過程での食習慣は心身の

発達やその後の健康などに大きな影響を与える。そこで本授業では、栄養に関する知識や

献立作成のポイント、子どもの発育・発達に応じた食生活、食育の基本やその内容などに

ついて学び、「食」を通じて子どもたちにどのようにかかわることができるのかについて考

えてもらう。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義内容を理解し、献立作成や食育など現場での実践につなげることをねらいとする。 

 

■到達目標 

栄養に関する基礎的な知識を習得する。|栄養バランスの良い献立を考えること

ができる。|小児期における食の大切さに気付き、子どもたちとのかかわり方に

活かしたいと感じる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 10 出席状況や受講態度などを加味して総合的に評価する 



授業コード W81132100A （認定科目名：保健と食と栄養） 

授業科目 保健と食と栄養 単位 2 

担当者 梶山 葉 シラバスグループ W10250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

就学前の乳幼児の健康管理、日常よく遭遇する疾患について 

 

■授業の概要 

子どもの健康と保健について、系統的な講義を行います。|写真やビデオをつかった疾患の

紹介、効果的な手洗い、エピペン、救急蘇生の講習なども予定しています 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士など子供に関わる職種において重要な、子どもの健康保持、健康状態の変化を理解

するよう講義を行います。|日々の保育に役立つ知識や技術を獲得することが目標です。|成

績評価は、試験成績と出席状況を踏まえ総合的に判断します。 
 

■到達目標 

1 日目：感染症とその予防について理解できる。効果的な手洗いが出来る|2 日

目午前：アレルギー疾患とその対応について理解できる。エピペンの使い方を

知る|2 日目午後；小児の危機的状況に対し、理解し対応できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード W81132300A （認定科目名：保健と食と栄養） 

授業科目 保健と食と栄養 単位 2 

担当者 梶山 葉 シラバスグループ W30240 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

就学前の乳幼児の健康管理、日常よく遭遇する疾患について 

 

■授業の概要 

子どもの健康と保健について、系統的な講義を行います。|写真やビデオをつかった疾患の

紹介、効果的な手洗い、エピペン、救急蘇生の講習なども予定しています 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士など子供に関わる職種において重要な、子どもの健康保持、健康状態の変化を理解

するよう講義を行います。|日々の保育に役立つ知識や技術を獲得することが目標です。|成

績評価は、試験成績と出席状況を踏まえ総合的に判断します。 
 

■到達目標 

1 日目：感染症とその予防について理解できる。効果的な手洗いが出来る|2 日

目午前：アレルギー疾患とその対応について理解できる。エピペンの使い方を

知る|2 日目午後；小児の危機的状況に対し、理解し対応できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 10  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード W81140100A （認定科目名：乳児保育） 

授業科目 乳児保育 単位 2 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W10260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W81140300A （認定科目名：乳児保育） 

授業科目 乳児保育 単位 2 

担当者 増本 敏子 シラバスグループ W30250 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

乳児の発達を捉え、保育の目的や具体的な方法を知る 

 

■授業の概要 

乳児保育の歴史と今日的意義を理解し、今後の課題を考察する。０歳児から２歳児の発達

のみちすじと、保育内容・方法についての理解を深める。乳児保育における保育士の専門

性について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

＊乳児保育の歴史と今日的意義を考察する。|＊０歳児から２歳児の発達のみちすじと保育

内容・保育方法についての理解を深める。|＊乳児期における保育士の専門性について考察

する。| 
 

■到達目標 

・乳児保育の理念と保育所・乳児院における乳児の現状と課題について理解す

ることが できる。|・０歳児か２歳児の発育・発達・生活と遊びについて理解

することができる。|・乳児保育の内容・保育方法、環境構成や観察・記録につ

いて学ぶ。|・乳児保育の歴史的変遷および役割について学ぶ。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W81150100A （認定科目名：相談支援/子ども家庭支援論） 

授業科目 子ども家庭支援論 単位 2 

担当者 坂口 伊都 シラバスグループ W10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子ども家庭支援の意義と役割、保育士に求められる子育て支援を学ぶ。また、多様な支援

と関係機関との連携について学ぶ。 

 

■授業の概要 

相談援助の目的や方法を学び、事例を通してソーシャルワークの視点を養う。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士として求められる子ども家庭支援を習得し、実践に活かす方法を習得する。 

 

■到達目標 

子ども家庭支援の実際を知り、支援の見立てができ、支援方法を組み立てられ

るようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード W81150300A （認定科目名：相談支援/子ども家庭支援論） 

授業科目 子ども家庭支援論 単位 2 

担当者 坂口 伊都 シラバスグループ W30220 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

子ども家庭支援の意義と役割、保育士に求められる子育て支援を学ぶ。また、多様な支援

と関係機関との連携について学ぶ。 

 

■授業の概要 

相談援助の目的や方法を学び、事例を通してソーシャルワークの視点を養う。 

  

■授業の目的・ねらい 

保育士として求められる子ども家庭支援を習得し、実践に活かす方法を習得する。 

 

■到達目標 

子ども家庭支援の実際を知り、支援の見立てができ、支援方法を組み立てられ

るようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998  

･授業内発表 40%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB0100190A （認定科目名：社会福祉学研究基礎Ⅰ） 

授業科目 社会福祉学研究基礎Ⅰ 単位 2 

担当者 藤松 素子 シラバスグループ WB1905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

社会福祉研究の基礎と基本姿勢を学ぶ 

 

■授業の概要 

修士論文作成に向けた学修と研究を進めていくための基礎知識、基礎理論を講義し、各自

が研究の基本姿勢を形成するよう促し、それに必要な知識・方法を講義する。授業は（１）

社会福祉研究を進める上で欠くことのできない基本事項と視点、（２）戦後日本における社

会福祉理論の変遷と課題、（３）社会福祉研究の基礎となる社会科学的なものの見方と考え

方、（４）研究計画書作成の基本的視点と方法、研究倫理の四つから構成される。 
  

■授業の目的・ねらい 

授業のねらいは以下のとおりである。|受講生が社会福祉研究の基礎となり共通となる視

点・観点・捉え方を理解し、修士論文の作成に向けた研究力の基礎を形成すること。|（１）

受講生が社会福祉研究を進める上で欠かしてはならない基本事項と観点を学び、社会福祉

の基礎を身につける。|（２）受講生が戦後日本における代表的な社会福祉理論とその変遷

を学び、理解する。また、今後の社会福祉理論の課題を考察する。|（３）受講生が社会福

祉研究の基礎となる社会科学的なものの見方・考え方にふれ、とくに現代社会の社会問題

をとらえる観点を身につける。|（４）受講生が研究計画書を作成するための基本的視点と

方法を理解し、研究倫理を身につける。 
 

■到達目標 

到達目標は以下のとおりである。|１．社会福祉研究を進める上で不可欠な基本

事項と観点について説明できるようになる。|2．社会福祉研究の基礎となる社会

科学的なものの見方・考え方の意義が説明でき、それらの観点から社会問題に

ついて説明できるようになる。|３．戦後日本における代表的な社会福祉理論と

その変遷を説明でき、今後の理論課題について自己の意見を論理的に説明でき

るようになる。|４．修士論文作成に向けた研究計画書を作成するための基本事

項を理解し、適切な研究計画書が作成できるようになり、かつ研究倫理を厳守

できるよう 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード WB2100190A （認定科目名：乳幼児保育特殊研究） 

授業科目 乳幼児保育特殊研究 単位 2 

担当者 渡邉 保博 シラバスグループ WB1903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

保育計画の実践史的研究 

 

■授業の概要 

保育計画（内容）は、保育所(幼稚園)保育とは何かということをベースに作成される。そ

の際、保育の独自性が学校教育との関連で問題になった。たとえば、両者の保育・教育方

式の違いに焦点が当てられてきた。とはいえ、欧米では保育(幼児教育)を学校への「準備

教育」と捉え読書算などを教える潮流がある。わが国の保育でも、保育(幼児教育)が、「小

学校的」になったり「著しく学校化」したこともあった。あるいは、「場」の性格の違いに

焦点があてられたこともあったが、学校もまた保育所・幼稚園と同様に「生活の場」「（昼

間の）家」であるとして実践が計画されてきた事実もある。つまり、保育の方法や「場」

のあり方は、必ずしも保育所(保育)の独自性を示すものとは言えない。今日、保育の「学

校化」が懸念される状況において、「今の学校の基本的なしくみ」や「学校文化」の特質に

関する近年の学校論研究の成果に学ぶとともに、「保育の社会的問題を解決することが,保

育内容を高めることにつながっている｣という地平に立って模索された保育の計画と実践

のいくつかを取り上げ、学校とは異なる保育所保育の独自性をとらえる視点とは何かにつ

いて考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

保育所保育の特質に迫る実践の歴史を通して、「保育」計画の基本的視点を批判的に学ぶと

ともに、実践史研究の意義と方法を理解する。 

 

■到達目標 

1960 年代以降のわが国の保育実践に関する学びと討議を通して、計画のベース

となる保育所保育の独自性をとらえる視点を身につけ、実践史研究の方法(制度

的条件・ニーズ把握・研究対象・保育者の勤務体制と意識・資料論等)について

理解を深めるとともに、自らの研究との接点を探る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2200290A （認定科目名：児童福祉特殊研究） 

授業科目 児童福祉特殊研究 単位 2 

担当者 伊部 恭子 シラバスグループ WB2908 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

児童福祉研究の視点と方法－子どもの権利をふまえて－ 

 

■授業の概要 

社会福祉学において、児童福祉を研究する意味と意義、児童福祉に関する基礎理論、基礎

知識を学び、子どもの権利擁護の観点に立脚した児童福祉の課題と可能性を探る。 

  

■授業の目的・ねらい 

社会福祉学の一つの領域・分野における児童福祉研究において、その固有性とともに、社

会福祉学としての共通する基盤について理解を深めることを目指す。また、児童福祉研究

の視点、方法、対象等について、基礎理論および先行研究等から学びを深める。 
 

■到達目標 

社会福祉学の一つの領域・分野における児童福祉研究において、その固有性と

ともに、社会福祉学としての共通する基盤について理解を深め、説明できるよ

うになる。また、児童福祉研究の視点、方法、対象等について、基礎理論および

先行研究等から学びを深め、修士論文等自己の研究に活かすことができるよう

になる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2300290A （認定科目名：障害者福祉特殊研究） 

授業科目 障害者福祉特殊研究 単位 2 

担当者 鈴木 勉 シラバスグループ WB2902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

障害者問題と障害者福祉に関する原理的検討 

 

■授業の概要 

障害者問題の発生メカニズムを学び、わが国における障害者福祉政策の問題点と課題につ

いて、ノーマライゼーション、リハビリテーションなどの福祉理念をふまえて考察する。 

  

■授業の目的・ねらい 

資本制社会の下で発生する障害者問題の特質をふまえ、障害者福祉政策の成立根拠と戦後

日本における政策展開を理解する。また、障害者福祉理念および障害概念に関して学ぶ。

その上で、現行障害者福祉政策の問題点について概観し、改革課題を検討する。 
 

■到達目標 

障害者福祉研究の基礎的理解の上に、現行障害者福祉政策の改革課題を提案す

る能力の養成 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2400190A （認定科目名：高齢者福祉特殊研究） 

授業科目 高齢者福祉特殊研究 単位 2 

担当者 新井 康友 シラバスグループ WB1904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

高齢者の孤立死（孤独死）に関する研究 

 

■授業の概要 

今後、一人暮らし高齢者の増加に伴い、ますます孤立死（孤独死）が増加することが予想

される。しかし、孤立死（孤独死）問題は研究途上にあり、孤立死（孤独死）の定義も明

確になっていない。そのため、孤立死（孤独死）の実態把握もできていない。また、孤立

死（孤独死）対策も確立していない。そこで本講義では、高齢者の孤立死（孤独死）の実

態と予防対策について検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

昨今、マスコミ等は孤立死（孤独死）を社会問題として取り扱うようになった。しかし、

孤立死（孤独死）の現象や形態だけが話題になることが多い。そこで、本講義では孤立死

（孤独死）問題の本質について理解する。 
 

■到達目標 

孤立死（孤独死）が起きた背景について説明することができる。また、孤立死

（孤独死）問題の本質についても説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5 リポート試験で講義・演習の理解度を評価する。 

･授業内発表 50% 授業内での発表と参加度を評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2500290A （認定科目名：精神保健福祉特殊研究） 

授業科目 精神保健福祉特殊研究 単位 2 

担当者 緒方 由紀 シラバスグループ WB2904 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

精神保健医療福祉における歴史的・政策的課題と実践の展開 

 

■授業の概要 

わが国における精神保健福祉活動の成立と歴史的展開について、資料文献を通して政策的

課題の検証を行う。さらに、精神保健医療福祉領域における今日的広がりや、事業・組織・

機関など多元的サービスの実態をとりあげ、当事者や家族のみならず援助専門職の業務、

価値、倫理にも大きな影響を与えていることに着目する。本クラスでは、各自の報告およ

びディスカッションをとおして、実践と政策に対する研究的理解を深める。 
  

■授業の目的・ねらい 

精神病者への歴史的理解を踏まえながら、わが国の精神保健医療福祉の成立やその後の展

開を整理する。さらにそれらを基に医療福祉実践における価値、倫理、知識、技術等につ

いて検証を行う。精神医療、精神保健、ソーシャルワークの政策的・実践的整理を行うと

ともに、わが国の専門職制度とソーシャルワーク教育の課題を明らかにする。|成績評価は、

各自の報告およびディスカッションなど総合的に判断する。 
 

■到達目標 

精神保健医療福祉領域に関する基本的視点を法制度や文献資料と共に読み解く

力を獲得する。さらに受講生の研究的関心とあわせて、本領域における課題や

問題点を掘り下げ、全体での議論を深め、検証する力をつけることを目標とす

る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2600390A （認定科目名：医療福祉特殊研究） 

授業科目 医療福祉特殊研究 単位 2 

担当者 黒岩 晴子 シラバスグループ WB3901 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

現代の医療福祉問題の要因と背景について学ぶ 

 

■授業の概要 

＊健康の社会的決定要因（ＳＤＨ）及びヘルスプロモ―ション（ＨＰＨ）を理解する。|＊

SDH の視点から貧困問題を中心とした健康問題を考える。|・健康格差、受療権の侵害、小

児期の環境と成人期の健康問題との関連を考える。|・医療福祉の諸問題の解決に活用する

社会資源について検討する。|・国民健康保険の制度上の諸問題と国保加入者の経済的な問

題を理解する。|・無料低額診療事業の理解と活用について考える。|＊社会福祉と平和につ

いて考える。|・平和の定義と積極的平和主義を理解する。|・戦争被害者（原爆被害者を含

む）の健康問題について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

・現代だけでなく、これまでの疾病や健康被害について歴史的、社会的、政策的等構造的

に捉える視点を持つ。|・過去から現在に至る医療福祉の諸問題について検討し、健康の社

会的決定要因（SDH）を理解する。|・平和の定義から社会福祉の諸課題を理解する。 
 

■到達目標 

・疾病や健康の社会的背景や要因についてを理解している。|・個人と社会の関

係について、当事者の立場で考えることができる。|・現在の仕事と研究が現代

の医療福祉問題と関連しているのかを考える。|・社会的貢献を意識して研究を

行うことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード WB2700290A （認定科目名：地域福祉特殊研究） 

授業科目 地域福祉特殊研究 単位 2 

担当者 加美 嘉史 シラバスグループ WB2903 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

地域社会における「貧困」と「自立支援」を考える 

 

■授業の概要 

 近年、「子どもの貧困」をはじめ、「貧困」への関心は高まりを見せる一方で、「自己責任」

を問う声や論調も強まりを見せている。自己責任論は「貧困」状態にある人々に何にも頼

らず自力で問題解決を図ることを求め、「助けて」という声を出すことを難しくさせるとと

もに、困難な状態にある人びとを地域社会から「見えなくさせる」構造もつくられている

と考える。| こうした状況のなか、国・自治体は「自立支援」を鍵概念にした生活保護行

政や生活困窮者支援を展開しているが、果たして声が出せず、見えなくされた人びとにア

プローチできているのだろうか？| このような「問い」から本授業では、①まず地域社会

に広がる「貧困」の実態、その困難性について、地域・社会調査（量的・質的調査）など

から検討を行う。②次いで、現在、地域で取り組まれている「子ども食堂」や地域での居

場所づくりの取り組みなども視野に入れ、生活保護行政や生活困窮者自立支援制度におけ

る「自立支援」の現状と課題を検討する。③そして、「自立」概念の変遷を辿り、「自立」

と「依存」の関係性について検討することを通して、「自立」とは何か、「貧困」とは何か

を問い直し、今後の貧困対策・支援のあり方について考える。|| 
  

■授業の目的・ねらい 

①地域社会に表出する「貧困」の実態と困難性、その背後にある社会構造について、地域・

社会調査（量的・質的調査）をもとに学ぶ。|②所得貧困、剥奪、潜在能力、社会的排除、

社会的孤立といった「貧困」に関係する概念を理解し、地域社会における「貧困」を捉え

る視角・視点を学ぶ。|③「自立」概念の歴史的変遷から「自立」と「依存」の関係性を学

び、今日の政策的言語としての「自立」「自立支援」が孕んでいる矛盾、両義性について考

える。|④現在の国・自治体の貧困対策・生活困窮者支援、地域におけるさまざまな取り組

み・支援について検討し、国や地方自治体、地域・市民社会においてどのような対策・支

援が必要なのかを考える。 
 

■到達目標 

①現代社会における「貧困」の実態、その背後にある社会構造について、地域・

社会調査（量的・質的調査）から読み解き、論理的に理解し、説明できるように

なる。|②「貧困」に関する諸概念を理解し、それぞれの概念の特徴と課題を説

明できるようになる。|③「自立」概念の歴史的変遷を理解し、今日の政策的言

語としての「自立」「自立支援」の課題について説明できるようになる。|④現在

の貧困対策・生活困窮者支援の課題を理解し、国および地方自治体、そして地

域・市民社会においてどのような対策・支援が必要なのかを理解し、説明でき

るように 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB2800290A （認定科目名：現代社会福祉問題特殊研究） 

授業科目 現代社会福祉問題特殊研究 単位 2 

担当者 横山 壽一 シラバスグループ WB2910 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

介護保険制度を考える 

 

■授業の概要 

介護保険制度は、２０００年に発足して以降、何度か制度改正を経てきたが、そのたびに

給付は制限され、負担は増大してきた。そして、今では、介護が必要であっても介護保険

が使えない、負担が重く必要なサービスを利用できないなど、制度の存在意義が問われる

状況にある。なぜそうした事態になっているのか、その背景と要因を明らかにし、それら

を踏まえてどのような改革が求められているのかについて、財政、地域、人材なども視野

に入れて広い視野から検討する。 
  

■授業の目的・ねらい 

介護保険制度の制度的特徴と現状を理解したうえで、現在介護保険に起きている利用者に

とっての問題、提供側にとっての問題、制度運営上の問題などについて、背景と要因を明

かにする。|それらを踏まえて、介護保険制度が本来の役割を果たすためには、どのような

制度の見直し・改革が必要とされているかを検討し、展望を探る。 
 

■到達目標 

1.介護保険制度の制度的特徴を理解できる。|2.介護保険制度の構造的欠陥につい

て理解できる。|3.介護保険制度の現状について理解できる。|4.介護保険制度の

改革方向について理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 討論における態度 



授業コード WB3100190A （認定科目名：乳幼児保育特殊演習） 

授業科目 乳幼児保育特殊演習 単位 2 

担当者 井上 洋平 シラバスグループ WB1902 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

乳幼児を発達的に理解する視点を土台に子どもが生活する保育や教育の営みを捉えなお

す 

 

■授業の概要 

本演習では、乳幼児を発達的に理解するために必要な視点を、古典的研究と言われるもの

から近年の研究に至るものまでを取り上げながら学んでいく（グループワークや文献の講

読を含む）。特に大人は子どもの視点を思い返すことが難しいことから、具体的な映像や実

体験も交えながら、対象となる乳幼児の生活の営み（保育や教育）に接近していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

乳幼児の世界を大人が獲得した思考を基準に評価するのではなく、乳幼児が獲得した思考

を基準に理解していくことを目的とする。そのような理解を土台に、乳幼児はもちろん自

らが出会う様々な人々に対して向けがちな評価的視点から脱却し、共感的視点へと移行し

ていくことをねらいとする。 
 

■到達目標 

・大人の視点（自己中心性）を脱却して乳幼児の姿を理解する視点を身につけ

る。|・発達の各時期の特徴を諸側面を関連づけながら整理することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 90  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード WB3200190A （認定科目名：児童福祉特殊演習） 

授業科目 児童福祉特殊演習 単位 2 

担当者 武内 一 シラバスグループ WB1901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

子どもの権利を考える 

 

■授業の概要 

この演習では、子どもの権利をいくつかの視点から考えてみたいと思う。|一つは子どもの

貧困問題から、もう一つは医療現場での子どもの権利確保から、さらに子どもたちにとっ

ての子どもの権利条約の意味について、相互に学びあう中で、子どもの権利擁護のありか

た、そこへの確信を深めていきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

終的には、子どものもつ「ケイパビリティーの 適化」を軸に、子どもの権利をリア記

していけたらと思う。 

 

■到達目標 

目指すものにあるように、 終的には、子どものもつ「ケイパビリティーの

適化」を軸にした相互の理解だが、議論することに大きな意味がある。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB3300290A （認定科目名：障害者福祉特殊演習） 

授業科目 障害者福祉特殊演習 単位 2 

担当者 田中 智子 シラバスグループ WB2901 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

障害者・家族の生活問題に関する研究的理解の方法と視点 

 

■授業の概要 

障害者・家族の生活問題は多岐にわたり、先行研究においては、ストレス、負担感、障害

受容等 様々な側面から把握が試みられてきた。先行研究をレビューすることで、それぞれ

の視点・方法 の到達点と課題を理解する。そのうえで、生活問題を「貧困」という視点か

ら再整理し、障害者 ・家族の貧困についての理解をを深める。また、生活問題を把握する

ための方法論についても理 解を深めることとする。 
  

■授業の目的・ねらい 

先行研究をもとに「毎回の授業テーマ」で示す諸点の実践的・理論的課題について検討を

深める 

 

■到達目標 

授業の目的で示した各項目について、自らの問題意識に引き付けた独自の考察

ができること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 30  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB3400390A （認定科目名：高齢者福祉特殊演習） 

授業科目 高齢者福祉特殊演習 単位 2 

担当者 横山 壽一 シラバスグループ WB3903 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

介護保険と介護保障 

 

■授業の概要 

 介護保険の基本的な内容と問題点、課題を講義したのち、グループに分かれて、提示す

るテーマについて議論し、グループでの議論の紹介と報告、それを踏まえた、全体的な討

論、を行う。| この作業を何度か繰り返すとともに、討論の中で提起された問題を掘り下

げるために、必要に応じて講義と討論を組み込みがら進める。| 
  

■授業の目的・ねらい 

 介護保険は介護の社会化を掲げてスタートしたが、度重なる改革によって保険の対象と

なる範囲は狭まり、負担は重くなり続けて、いまや、介護が必要であっても介護保険が使

えない事態を生み出している。他方で、高齢化はさらに進行して行くなかで介護ニーズは

増大を続け、介護保険への期待は大きくなりばかりである。安心して老後を過ごすために

も、介護は必要なすべての人が介護サービスを受けることができる介護保障が求められて

いる。| 本演習では、介護保険の基本的な性格と特質を成立過程にまでさかのぼって捉え

なおすとともに、介護保険制度の改正の歩み、介護保険の実施状況と利用の実態と問題、

介護保険制度の改悪課題などを取り上げ、これから求められる介護保険の内容と介護保障

への展望について考える。 
 

■到達目標 

介護問題と介護保険の役割、現状と問題点、改革課題を理解し、介護保険に対

する自らの意を、自らの言葉で話すことができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.29999999999999999  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0.5  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB3500290A （認定科目名：精神保健福祉特殊演習） 

授業科目 精神保健福祉特殊演習 単位 2 

担当者 山本 耕平 シラバスグループ WB2905 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

精神保健福祉に関する法と政策の批判的検討 

 

■授業の概要 

本授業は、我が国で生きてきた精神障がい者の歴史をふまえつつ、当事者が“生きる”こと

を保障される社会はどうあるべきかを考えることを目指す。|1918 年、日本の精神医学と

精神医療の創始者、呉秀三（東京帝国大学教授）は、著書「精神病者私宅監置ノ実況及ビ

其統計的観察」において「我邦十何万ノ精神病者ハ実ニ此病ヲ受ケタルノ不幸ノ外ニ、此

邦ニ生レタルノ不幸ヲ重ヌルモノト云フベシ」という有名な言葉を残した。我が国が長い

間とってきた保安処分、さらに棄民政策は「此病ヲ受ケタルノ不幸」に「此邦ニ生レタル

ノ不幸」の二重の不幸を背負わせる大きな要因となってきた。|その後、宇都宮病院事件

（1983 年）を契機とし、国内外からの我が国の精神科医療への批判や精神衛生法改正要

求が生じ精神衛生法が精神保健法に改められたが、この精神保健法制定の意味と、1995

年、障害者基本法の成立のなかで、精神保健法が「精神保健及び精神障害者の福祉に関す

る法律」（精神保健福祉法）に改められた意味について考える。ここでは、我が国の精神保

健福祉法成立の過程に存在した不幸と、現行の精神保健福祉法の限界について理解して頂

きたい。|さらに、池田小学校事件と、事件を通して生じた保安処分発想による心神喪失者

等医療観察法制定についてふまえ、医療は、誰の為にあり、福祉はだれの為にあるのかを

考える。| 後に、障害者自立支援法（2006 年施行）が、精神障がい者の暮らしにもたら

した影響について述べる。 
  

■授業の目的・ねらい 

到達目標を次の三点とする。|①我が国の精神病者（精神障がい者）を対象とする医療と保

護の史実を正確に理解する。|②精神障がい者の人権侵害の事実の背景を理解する。|③精神

保健法、精神保健福祉法の課題を批判的に考察できる。 
 

■到達目標 

我が国の精神保健福祉の流れと，そこに流れてきた棄民政策の実態を理解する

とともに，現行精神保健福祉法を批判的に学習する力を獲得する．大学院講義

として， も大切にすることは，批判的な学習を通し，自己の研究課題と出会

うことである． 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 50  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB3600390A （認定科目名：医療福祉特殊演習） 

授業科目 医療福祉特殊演習 単位 2 

担当者 眞砂 照美 シラバスグループ WB3902 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

地域包括ケア時代の医療ソーシャルワーク～多職種連携と医療ソーシャルワーク実践の

在り方～ 

 

■授業の概要 

医療と福祉、介護にまたがる包括的なケア実践である地域包括ケアシステムの 新の政策

や医療ソーシャルワーカーの実践事例に学びながら、この時代にふさわしい医療ソーシャ

ルワークの将来展望について考察する。 
  

■授業の目的・ねらい 

地域包括ケア時代にＭＳＷに求められる能力は、従来のケースワークに、①病態の共有、

②アセスメント力、③社会資源情報の理解、④サービスの調整・開拓・支援計画の作成、

⑤多様な社会資源の新たな組み合わせと提供の５つを加えたものとされている（日本医療

ソーシャルワーク学会編『地域包括ケア時代の医療ソーシャルワーク実践テキスト』2018 

日総研）|本授業では、実践例から受講生が主体的に学び、地域包括ケア時代にふさわしい

新しい医療ソーシャルワークとは何かについて積極的にディスカッションする。 
 

■到達目標 

＊緩和ケアにおける医療ソーシャルワーカーの機能について説明できるように

なる|＊地域包括ケアシステムの基礎的事柄を説明できるようになる|＊医療ソ

ーシャルワークの実践事例について検討し、適切な支援について意見を述べる

ことができる| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 20% 1 人 1 人が発表することだけでなく、他の人の意見もし

っかり聞いて評価しながら、テーマについて深い議論を

行う。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB3700390A （認定科目名：地域福祉特殊演習） 

授業科目 地域福祉特殊演習 単位 2 

担当者 藤松 素子 シラバスグループ WB3904 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

地域ケアシステムとケア保障の政策かをめぐる課題 

 

■授業の概要 

「地域包括ケアシステム」が介護保険制度や医療制度改革のキーワードになっている。し

かし、介護保険制度では、対象制限・給付制限が行われ介護保障にはほど遠い改革が行わ

れている。財政事情を持ち出して合理化できるものではない。しかし、現金給付システム

の介護保険はもともと介護保障のシステムではなく、その問題点が露呈しているともいえ

る。また、自助互助共助公助で説明される「地域包括ケアシステム」も地域ケア論として

大きな欠陥を持っている。さらに、制度後退を住民でカバーさせようとする「我が事丸ご

と地域共生社会」も、本来の共生論とは相容れない矛盾をもっている。こうしたことを踏

まえて、現在の制度と改革動向を批判的に捉え直した上で、１．介護保険制度の構造的問

題とケア保障にむけた改革課題をさぐる。２．地域ケア政策を生活者を中心とした地域ケ

アシステムから構想する。３．我が事丸ごとではなく、自治と共生をふまえた地域福祉論

をさぐる。 
  

■授業の目的・ねらい 

現在の制度と改革動向を批判的に分析し、介護保険制度の構造的問題とケア保養に向けた

改革課題をつかむ。地域ケア政策を生活者中心の地域ケアシステムとしてつかむ。我が事

丸ごと路線ではなく、自治と共生の観点から地域福祉論をさぐるのがねらいである。 
 

■到達目標 

以下の 3 点のうち、1 つ以上を説明できることを到達目標とする。|１．介護保

険制度の構造的問題を指摘でき、ケア保障に向けた改革課題をいくつか説明で

きるようになる。|２．生活者の視点に基づき、地域ケアシステムの構想を提起

できるようになる。|３．我が事・丸ごと路線ではなく、自治と共生の観点から

地域福祉のありかたを提起できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 20  

･授業内発表 80  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード WB5100290A （認定科目名：共生とケアⅠ） 

授業科目 共生とケアⅠ 単位 2 

担当者 小林 美津江 シラバスグループ WB2906 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

人権とケアの意義の視点から共生を考える 

 

■授業の概要 

そもそも人は尊厳と人権を持つ存在である。また、人にとってのケアは、共生社会の基礎

であり、その成立にとって不可欠なものである。しかし、実際には人の命と権利の格差や

差別が生じ、「地域共生社会」と自助・共助が求められ、本来のあるべき姿が見えにくくな

っている。本来的な共に生きる社会の実現のためには、どのような知見が必要なのかを考

えていく。| 障害者、子ども、高齢者、外国人等の社会的弱者をはじめとした人にとって

の、自律とケアの関係を微視的に検討することにより、ケアの意義を分析する。| また、

共生社会をめざすスウェーデンの取り組みから、国の政策のあり方や、平等と公正につい

て考える。韓国の新しい動きなども踏まえ、全体を通して人権と倫理に関する視点から問

題提起する。これらのアプローチにより、本来的な共生社会とケアのありかたを鮮明化す

ることにつながると考えている。 
  

■授業の目的・ねらい 

人を権利の主体者としてとらえ、人の自律を支える視点から問題解決を図る方法を獲得す

る。この方法により、受講者のそれぞれの専門領域での共生とケアの現状を分析すること

とする。 
 

■到達目標 

人を権利の主体者としてとらえ、人の自律を支えるための視点と問題解決能力

を養成する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 5.0000000000000003E-

2 

 

･授業内課題 5.0000000000000003E-

2 

 

･その他 0.10000000000000001 授業への参加| 



授業コード WB5200290A （認定科目名：共生とケアⅡ） 

授業科目 共生とケアⅡ 単位 2 

担当者 髙木 健志 シラバスグループ WB2907 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

共生について考える 

 

■授業の概要 

現代医療や福祉のあり方は、患者・利用者の人権を保証する方向に改善されつつある。こ

の講義では、患者・利用者をめぐる共生とケアの問題について、精神保健医療福祉や医療

福祉の視点から考えていく。また、進めていく上では、受講生の関心どについての議論な

どを用いた演習などを通して、実践的に共生について学習する。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

福祉の概要をつかみ、標準的な倫理やその問題状況について概要を知り、一定の意見が持

てるようになること。特に、精神保健医療福祉や医療福祉の視点から、患者・利用者とそ

の家族・医療者・一般市民との共生の問題について、検討等を行いながら、ケアの視点に

ついて考えられるようになることを目的とする。|| 
 

■到達目標 

この講義では、精神保健医療福祉や医療福祉の視点から、共生とケアについて、

ソーシャルワーク的視点をもとに一定程度の検討ができるようになることを目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001  

･その他 0  



授業コード WB5300290A （認定科目名：福祉の国際比較） 

授業科目 福祉の国際比較 単位 2 

担当者 （未 定） シラバスグループ WB2909 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 ST 
 

■授業のテーマ 

社会福祉・ケアの国際比較 

 

■授業の概要 

本講義では、諸外国の福祉政策・理念のあり方やケアの具体的な姿をとらえ、福祉国家の

特質と日本との比較を行うことを通して比較研究の意義や方法を理解する。加えて、各国

家における対象者観と実際の制度のあり方のつながりについても理解を深める。諸外国の

事例を学ぶことは、各国の固有の社会福祉政策・制度の有り様や、自らの価値観を形成し

ている社会的要因を理解するうえでも大きな意義がある。前半では、主に福祉国家レジー

ムについて学び、後半は各国のケアラー支援について学ぶ。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

福祉国家・福祉社会の特質と具体的な姿を捉えることを通して、比較研究の意義と方法を

理解し、自らの問題意識にひきつけた分析視点を獲得する。| 

 

■到達目標 

・授業内容を踏まえて国際比較研究の意義および方法が理解できる。|・各自の

問題意識に関連した分析視点が獲得できている。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100 福祉国家レジーム、ケアラー支援政策についてリポート課題を課

す。リポートおよび授業内発表等を評価対象とする。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X00011200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

コース、専門分野を問わず、大学において論文を執筆し、研究を進めるために必要なこと

を学修します。したがって、研究とは何か、論文とはどういうものかについて概略を述べ

たうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践的なスキルの習得を目指

します。図書館や資料室の利用に始まり、研究のための文献の探し方、入手の仕方などを

習得します。また、文献を読んだり、史料の分析をする際に役立つデータベースの利用に

ついても解説します。講義内では自分の研究に必要な文献を探し、文献リストの作成を行

い、実際にそれらの文献を入手しようとするところまでを課題とします。そこまでできる

ようになれば、通信課程の学生もそれぞれの場所にあって少しずつ研究を進められるよう

になるはずです。 
  

■授業の目的・ねらい 

それぞれが卒業論文執筆に向けて、歴史文化研究の第一歩を踏み出すことが目的であり、

同時に到達目標です。具体的には、研究に必要な文献を探索、入手し、読み進めることが

できるようになることです。 
 

■到達目標 

・図書館・資料室を利用し、研究に必要な文献を探すことができる|・ポータル

サイトや歴史文化に関わるデータベースを活用して、研究に必要な情報や資料・

文献を探すことができる。|・工具書類を利用しながら、文献を読み進めること

ができる。|・研究論文の構成を理解し読むことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 70 参考文献の調査やリストの作成、授業内発表などを総合的に評価

します 

･その他 0  



授業コード X00011300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び、レポートや卒業論文作成のための基礎的作業（テーマの設定、文献検索、

文献の選択、収集方法など）の方法を修得する。 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。||卒業論文作成に当たって、 も重要なのが何をテーマにするのかということで

ある。そのためには、先行研究や資料を探す作業は不可欠である。本講義では 初に図書

館で資料献策の概要について説明した後に、各自の興味関心にしたがって、論文や資料の

文献一覧を作成してもらうことにする。|||| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では論文作成に向けた基礎的な作業の方法を獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

本講は文献の検索ができることを 低限の目標とし、可能であれば研究テーマ

を設定するための文献一覧を作成することを目的とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X00012200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

コース、専門分野を問わず、大学において論文を執筆し、研究を進めるために必要なこと

を学修します。したがって、研究とは何か、論文とはどういうものかについて概略を述べ

たうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践的なスキルの習得を目指

します。図書館や資料室の利用に始まり、研究のための文献の探し方、入手の仕方などを

習得します。また、文献を読んだり、史料の分析をする際に役立つデータベースの利用に

ついても解説します。講義内では自分の研究に必要な文献を探し、文献リストの作成を行

い、実際にそれらの文献を入手しようとするところまでを課題とします。そこまでできる

ようになれば、通信課程の学生もそれぞれの場所にあって少しずつ研究を進められるよう

になるはずです。 
  

■授業の目的・ねらい 

それぞれが卒業論文執筆に向けて、歴史文化研究の第一歩を踏み出すことが目的であり、

同時に到達目標です。具体的には、研究に必要な文献を探索、入手し、読み進めることが

できるようになることです。 
 

■到達目標 

・図書館・資料室を利用し、研究に必要な文献を探すことができる|・ポータル

サイトや歴史文化に関わるデータベースを活用して、研究に必要な情報や資料・

文献を探すことができる。|・工具書類を利用しながら、文献を読み進めること

ができる。|・研究論文の構成を理解し読むことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 70 参考文献の調査やリストの作成、授業内発表などを総合的に評価

します 

･その他 0  



授業コード X00012300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び、レポートや卒業論文作成のための基礎的作業（テーマの設定、文献検索、

文献の選択、収集方法など）の方法を修得する。 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。||卒業論文作成に当たって、 も重要なのが何をテーマにするのかということで

ある。そのためには、先行研究や資料を探す作業は不可欠である。本講義では 初に図書

館で資料献策の概要について説明した後に、各自の興味関心にしたがって、論文や資料の

文献一覧を作成してもらうことにする。|||| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では論文作成に向けた基礎的な作業の方法を獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

本講は文献の検索ができることを 低限の目標とし、可能であれば研究テーマ

を設定するための文献一覧を作成することを目的とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X00013200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

コース、専門分野を問わず、大学において論文を執筆し、研究を進めるために必要なこと

を学修します。したがって、研究とは何か、論文とはどういうものかについて概略を述べ

たうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践的なスキルの習得を目指

します。図書館や資料室の利用に始まり、研究のための文献の探し方、入手の仕方などを

習得します。また、文献を読んだり、史料の分析をする際に役立つデータベースの利用に

ついても解説します。講義内では自分の研究に必要な文献を探し、文献リストの作成を行

い、実際にそれらの文献を入手しようとするところまでを課題とします。そこまでできる

ようになれば、通信課程の学生もそれぞれの場所にあって少しずつ研究を進められるよう

になるはずです。 
  

■授業の目的・ねらい 

それぞれが卒業論文執筆に向けて、歴史文化研究の第一歩を踏み出すことが目的であり、

同時に到達目標です。具体的には、研究に必要な文献を探索、入手し、読み進めることが

できるようになることです。 
 

■到達目標 

・図書館・資料室を利用し、研究に必要な文献を探すことができる|・ポータル

サイトや歴史文化に関わるデータベースを活用して、研究に必要な情報や資料・

文献を探すことができる。|・工具書類を利用しながら、文献を読み進めること

ができる。|・研究論文の構成を理解し読むことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 70 参考文献の調査やリストの作成、授業内発表などを総合的に評価

します 

･その他 0  



授業コード X00013300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び、レポートや卒業論文作成のための基礎的作業（テーマの設定、文献検索、

文献の選択、収集方法など）の方法を修得する。 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。||卒業論文作成に当たって、 も重要なのが何をテーマにするのかということで

ある。そのためには、先行研究や資料を探す作業は不可欠である。本講義では 初に図書

館で資料献策の概要について説明した後に、各自の興味関心にしたがって、論文や資料の

文献一覧を作成してもらうことにする。|||| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では論文作成に向けた基礎的な作業の方法を獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

本講は文献の検索ができることを 低限の目標とし、可能であれば研究テーマ

を設定するための文献一覧を作成することを目的とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X00014200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

コース、専門分野を問わず、大学において論文を執筆し、研究を進めるために必要なこと

を学修します。したがって、研究とは何か、論文とはどういうものかについて概略を述べ

たうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践的なスキルの習得を目指

します。図書館や資料室の利用に始まり、研究のための文献の探し方、入手の仕方などを

習得します。また、文献を読んだり、史料の分析をする際に役立つデータベースの利用に

ついても解説します。講義内では自分の研究に必要な文献を探し、文献リストの作成を行

い、実際にそれらの文献を入手しようとするところまでを課題とします。そこまでできる

ようになれば、通信課程の学生もそれぞれの場所にあって少しずつ研究を進められるよう

になるはずです。 
  

■授業の目的・ねらい 

それぞれが卒業論文執筆に向けて、歴史文化研究の第一歩を踏み出すことが目的であり、

同時に到達目標です。具体的には、研究に必要な文献を探索、入手し、読み進めることが

できるようになることです。 
 

■到達目標 

・図書館・資料室を利用し、研究に必要な文献を探すことができる|・ポータル

サイトや歴史文化に関わるデータベースを活用して、研究に必要な情報や資料・

文献を探すことができる。|・工具書類を利用しながら、文献を読み進めること

ができる。|・研究論文の構成を理解し読むことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 70 参考文献の調査やリストの作成、授業内発表などを総合的に評価

します 

･その他 0  



授業コード X00014300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び、レポートや卒業論文作成のための基礎的作業（テーマの設定、文献検索、

文献の選択、収集方法など）の方法を修得する。 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。||卒業論文作成に当たって、 も重要なのが何をテーマにするのかということで

ある。そのためには、先行研究や資料を探す作業は不可欠である。本講義では 初に図書

館で資料献策の概要について説明した後に、各自の興味関心にしたがって、論文や資料の

文献一覧を作成してもらうことにする。|||| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では論文作成に向けた基礎的な作業の方法を獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

本講は文献の検索ができることを 低限の目標とし、可能であれば研究テーマ

を設定するための文献一覧を作成することを目的とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X01090200A （認定科目名：京都学入門１） 

授業科目 京都学入門１ 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ Q20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代・中世の政治・文化と都のすがた 

 

■授業の概要 

この授業では、歴史学の観点から京都の地域的な特色を考えます。日本の都となった京都

は、政治・経済・文化の中心地として繁栄を極めるとともに、都市化のなかで様々な問題

をも抱えてきました。古代・中世の京都において、人々が如何なる問題に直面し、克服し

てきたのかを考えたいと思います。|また、京都の市街地は現在も平安京以来の碁盤目状の

都市構造を特徴としていますが、長い歴史の中で、都のすがたは時代の変遷とともに、為

政者の、そして民衆の力によって、大きく変容しました。政治や文化の力によって、都市

の姿がどのように変化してきたのか、史料を読み進め、絵巻や図版を参照しながら具体的

に検討してゆきたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都をみつめる視点を養うことを目指し、特に古代・中

世における京都の地域的特徴を理解することを目標とします。 

 

■到達目標 

・京都の古代・中世の歴史についての基礎的事項を理解し、説明できる。|・日

本の歴史における京都の位置づけを理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 課題について、根拠を明確にしながら的確な内容が記されている

か、また論理的に叙述されているかを評価します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード X01100200A （認定科目名：京都学入門２） 

授業科目 京都学入門２ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と京都学 

 

■授業の概要 

平安京の衰退とともに成立した「京都」は、その後いかなる歴史を歩んできたのだろうか。

いわゆる「京都」の成立は、歴史的には平安時代の終わり頃とされるが、現代京都に通ず

る「京都」の成立はさらに時代を下り、室町・戦国期を待たねばならない。|本授業では、

現代の京都へのつながりに留意しながら、室町戦国以降の「京都」について都市史的な観

点から考える。あわせて「京都」を学習・研究の対象とする「京都学」についても、地域

学の観点から考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義を通じて以下の諸点を理解したい。|(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のな

かで理解する|(2)「京都」において展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理

解する 
 

■到達目標 

(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のなかで理解する|(2)「京都」にお

いて展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20  



授業コード X03010100A （認定科目名：地理学文献研究） 

授業科目 地理学文献研究 単位 2 

担当者 上野 裕 シラバスグループ X10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「都市の近代化」を読み解く 

 

■授業の概要 

地理学の中でも歴史地理学で扱われる、明治以降の都市の近代化について、前近代からの

連続性と断絶性という視点を重視し、これまでの事例研究を紹介しつつ検討を加えてい

く。そのことから都市史における地理学研究の有用性についても考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

近代の歴史に関わる制度・計画・生活様式等々とそれらの相互関係からなる近代都市の全

体像を、既往文献の研究成果を通して読み取りかつ課題について検討することが本講義の

目的となる。 
 

■到達目標 

都市の近代化における変容過程の理解、および文献解題の基礎的力の習得と研

究課題をみいだすこと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード X03020200A （認定科目名：地誌学文献研究） 

授業科目 地誌学文献研究 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図・統計資料を通じて地域の姿を浮き彫りにしよう 

 

■授業の概要 

地誌学は様々なスケールの地域を対象に、その地域における多様な要素について丁寧に調

べ、その調べた結果を総合的に検討し、地域の性格を読み解くものです。本講義では日本

の各地を対象に地図・統計資料・文献資料を読み解く作業を通じて、地域的差異や共通性

を確認し、地域の性格を明らかにしていきます。各諸要素を丁寧に見ていくことで 終的

には自然と文化によって紡ぎ出された地域の姿を浮き彫りにしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識について理解する。| ② 地図・統計資料等の

記載情報について理解する。| ③ 地図・統計資料等に基づいた地域的性格について理解

する。| ④ 各諸要素を丁寧に調べ、総合的に検討する。| 
 

■到達目標 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識について説明できる。| ② 地図・

統計資料等の記載情報について説明できる。| ③ 地図・統計資料等に基づい

た地域的性格について説明できる。| ④ 各諸要素を丁寧に調べ、総合的に説

明できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。| 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  ① 丁寧な作図が行うこと。| ② 正確な計算が行えているこ

と。| ③ 資料を正確に読み取れていること。 

･その他 0  



授業コード X03030300A （認定科目名：考古学文献研究） 

授業科目 考古学文献研究 単位 2 

担当者 小池 寛 シラバスグループ X30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

考古学及び関連分野の基本的な文献を解題し、原始古代の社会をどのように復元してきた

のかを探ります。 

 

■授業の概要 

考古学をはじめ、考古資料を多様に解釈する際の根拠となる民族学・文化人類学・民俗学・

宗教学・文献史学・歴史地理学・地名学・政治経済学・言語学・気象学・地震研究・音楽・

臨床検査学などの関連分野の基本的な文献を解題するとともに、発掘調査の事例をプレゼ

ンテーションで紹介し、考古学的調査の実際を学習します。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

(1) 考古学研究の基礎は、精緻な測量図や遺物実測図ならびに出土地名表などをく読み解

くことから始まります。図表の解釈によってどのように原始古代の社会を復元してきたか

の実際について学びます。|(2) 考古学研究を進めるうえで関連分野のどの部分を取り入

れてきたのか、について文献を解題しながら、その実際を学びます。|(3) 京都の文化遺産

を理解するうえで、重要な発掘調査の事例をレゼンテーションで解説します。|(4） 展示図

録や報告書などのレイアウトの基本を簡単な作業を通して体験します（コーヒーブレイ

ク)。 
 

■到達目標 

考古学研究を行ううえで必要な図表を読み解き、考古資料を解釈するための関

連分野の多様性について理解する。を到達目標とします。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 初の授業開始時に、リポートの課題を提示します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 全講義受講が前提ですが、9 コマの出席状況も評価対象とします。 



授業コード X03050300A （認定科目名：地理学特講２） 

授業科目 地理学特講２ 単位 1 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

歴史地理学における景観復原の方法 

 

■授業の概要 

過去の景観を研究対象とする歴史地理学にとって、その多くが失われてしまった景観と言

えます。そこで必要となるのが「景観復原」です。本講義では、歴史地理学にとっての景

観復原の意義、景観復原の方法、具体的な史資料を用いた景観復原尾実践例、景観復原の

抱える問題点について学んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 歴史地理学における景観復原の意義を理解する。| ② 景観復原の方法を正確に理

解する。| ③ 景観復原に用いる史資料の有効性・限界性を理解する。| ④ 景観復原の

問題点について理解する。 
 

■到達目標 

 ① 歴史地理学における景観復原の意義を説明できる。| ② 景観復原の方

法を正確に説明できる。| ③ 景観復原に用いる史資料の有効性・限界性につ

いて説明できる。| ④ 景観復原の問題点について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X03060200A （認定科目名：地理学特講３） 

授業科目 地理学特講３ 単位 1 

担当者 井上 学 シラバスグループ X20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の都市の発展から見た観光都市の成立 

 

■授業の概要 

京都市は国際的・歴史的な観光都市です。それを支える観光資源は歴史的な積み重ねとと

もに「発見」されてきました。|本講義では京都の歴史的な都市の発展を通じて観光資源が

どのように発見されてきたか学びます。同時に、他都市の事例も紹介しながら現代観光の

トレンドを理解します。 
  

■授業の目的・ねらい 

・歴史と地理をふまえた京都の観光コンテンツの蓄積と消費の特徴を理解すること|・地域

資源の発見のプロセスを理解し、自身の関心のある地域でも同様の手法が可能か検討する

こと|・観光における課題、特にオーバーツーリズムに対してどのように地域が取り組んで

いくべきか検討できること 
 

■到達目標 

・京都市の事例を通じて、他都市の地域特性を理解すること|・自身の関心のあ

る地域や日本における観光の展望について各自が意見を述べられること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X03080200A （認定科目名：考古学特講２） 

授業科目 考古学特講２ 単位 1 

担当者 江 介也 シラバスグループ X20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

東アジアの墳墓文化を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義では、東アジアにおける、墳墓をめぐる考古学について考える。発掘調査された多

種多様な墳墓とそこから出土した遺物をビジュアルに紹介しながら、どのような資料によ

り、どのような分析検討を経て、どのようなことが明らかになるのか平易に説明していく。

|    東アジア（主に中国大陸・朝鮮半島・日本列島）の墳墓文化は、東アジア各地域それ

ぞれでの内的発展と、それら各地域間の交流により形成され、時にシルクロードなどを経

た域外文化の影響も受けつつ、多様な変遷・発展を遂げてきた。日常生活文化もその中に

反映されており、内容がきわめて豊かである。|    また、東アジアの墳墓文化の変遷・多

様性には、国家・政権・民族間の外交関係や戦争のほか、交易その他による物質文化交流、

宗教・思想の伝播、移住など多方面の背景要因があり、それらを考古学がどのように明ら

かにしているのか話していく。| 
  

■授業の目的・ねらい 

東アジア各地では人の死をどのように捉え、どのように葬るべきと考え、どのような墓を

営んだのか。ビジュアルな具体的墳墓の発掘調査成果を通じて、東アジアにおける各地域・

各時期の墳墓観・死生観を感じ、考え、理解してもらいたい。|   そしてそのために必要

な、墳墓考古学の基礎知識と、墳墓観・死生観の基盤となる宗教・思想の基礎知識を身に

つけてもらいたい。 
 

■到達目標 

墳墓考古学の基本資料を見分ける能力とそれらについての基礎知識を習得す

る。また東アジアにおける墳墓文化の地域性（地域的特徴・差異）についての基

本的知識の獲得と、その背景としての墳墓観や死生観の概要を理解するととも

に、簡単な説明ができるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 2 日目と 3 日目の予習提出課題（要約） 

･その他 0  



授業コード X03090100A （認定科目名：考古学特講３） 

授業科目 考古学特講３ 単位 1 

担当者 竹原 伸仁 シラバスグループ X10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

考古学からみた古代文化 ―都城と官衙遺跡を中心に― 

 

■授業の概要 

主として考古学的な見地から飛鳥～平安時代（７～９世紀）＝古代の文化を検討する。|今

日の官僚制の原点は、今からおよそ 1300 年前の飛鳥～平安時代にさかのぼる。このころ

に築造された都城や官衙の建物は、寺院にごく一部転用されてはいるものの、平城宮をは

じめ遺跡として地中に埋没しているケースがほとんどである。当然、普段は目にすること

ができないことから、その存在については意外と知られていない。|そこで、「発掘調査」

という考古学的な手法を使って、地中に埋没している対象物の実態を明らかにし、当時の

律令的国家制度や都城制、地方官衙の実態について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

考古学的見地から都城（藤原京・平城京など）と官衙遺跡（国府など）の様相を探る。|概

ね、考古学及び文字史資料研究の成果を基本に、都城や官衙遺跡のありようと景観、意外

と知られていない地方官衙の実態の復原などをテーマとする。 
 

■到達目標 

１．都城と官衙遺跡の様相について、正確かつ先進的な理解や観察力を体得す

る。|２．考古学及び文字史資料研究の成果から、都城や官衙遺跡のありようと

景観、地方官衙の実態を理解する。|３．官僚制の原点を探り、日本の政治的支

配機構の礎を知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 講義に関連したテーマでレポートを期日までに作成してもらい、

到達目標に示した視点で論述できているかによって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 各講義日に出席者から質問をしてもらった上で、それに基づいて

簡単なディスカッションを行い、理解度について評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X03110300A （認定科目名：地図情報学２） 

授業科目 地図情報学２ 単位 1 

担当者 鈴木 亜香音 シラバスグループ X30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

地形図の基礎知識と地図情報 

 

■授業の概要 

 私たちの身の回りには、様々なバリエーションの地図が存在しています。日常的に目に

する地図の大半は特定の目的をもった地図（主題図）ですが、主題図の作成や地理学的研

究の基礎資料として利用される地図が地形図（一般図）です。地形図といっても、縮尺の

違いによって読みとることができる情報の質・量は大きく異なります。本講義では目的に

応じて地図を利用できるようになるために、地形図を主な事例として地図から読みとるこ

とができる地図情報について学習します。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 地形図に関する基礎知識を習得する。|② 地形図から地図情報を読みとることができ

るようになる。|③ 目的に応じた地形図を選ぶことができるようになる。|④ 地形図の地

図情報を適切に説明することができるようになる。 
 

■到達目標 

① 地形図に関する基礎知識を習得している。|② 地形図から地図情報を読み

とることができる。|③ 目的に応じて地形図を選ぶことができる。|④ 地形図

の地図情報を適切に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002 地形図および地形図の地図情報の理解度、作成した地図

に対する説明の論理性を評価基準とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 授業内で作図する課題を設けます。課題への取り組み、作

業結果を評価基準とします。 

･その他 0  



授業コード X03120300A （認定科目名：地図情報学３） 

授業科目 地図情報学３ 単位 1 

担当者 鈴木 亜香音 シラバスグループ X30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

地図に関する基礎知識と地図情報 

 

■授業の概要 

 私たちの身の回りには、様々なバリエーションの地図が存在しています。地図と一口に

いっても、地形図や都市計画図、地図帳だけでなく、バス・鉄道の路線図、観光案内図な

どもある特定の目的に沿って作られた地図の一つです。しかし、地図が作成される目的は

それぞれ異なるため、地図に含まれる情報の質・量は異なります。この授業では地図に関

する基礎知識を学び、地図によって異なる地図情報とは何かを理解して地図を活用できる

ようになることに重点を置き、講義を進めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 地図に関する基礎知識を習得する。|② 地図から必要な情報を読みとることができる

ようになる。|③ 目的に応じた地図を選ぶことができるようになる。|④ 地図情報につい

て適切に説明することができるようになる。 
 

■到達目標 

① 地図に関する基礎知識を習得している。|② 地図から必要な情報を読みと

ることができる。|③ 目的に応じた地図を選ぶことができる。|④ 地図情報に

ついて適切に説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002 地図と地図情報の理解度、適切な用語の使い方や文章の

論理性を評価基準とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 授業内で受講生に地図を紹介してもらう課題を設けま

す。地図に対する理解度、説明の正確さを評価基準としま

す。 

･その他 0  



授業コード X03130300A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 松波 宏隆 シラバスグループ X30060 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

日本の古代山城と東アジア 

 

■授業の概要 

日本には古代の山城が２２箇所で確認されている。これらのうちには、663 年白村江の敗

戦後、日本に亡命してきた百済人により築かれたと『日本書紀』に記載されるものもある

一方で、朝鮮半島の他の地域や中国大陸の築造技術との共通性が指摘できるものもある。

本講義では築造技術の問題だけでなく、行政府や交通路との関係、外交・内政の問題など

から、この日本古代山城が東アジアの山城の中でどのように位置づけられるか、これまで

どのような研究がなされてきたかをみていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

古代山城の遺構について、どのようなものがあるか、どのような分類がなされているか、

どのように変質していくかを考えていくことで、物質資料を考察する際の基礎的な方法を

身につけることを目標とする。 
 

■到達目標 

物質資料を考察する際の基礎的な方法を身につけること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X03140100A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 鈴木 文子 シラバスグループ X10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を深める 

 

■授業の概要 

歴史文化学科で卒業論文を書こうという人のためのゼミです。論文とは何か、作成のプロ

セスを講義形式で学びつつ、受講者各自の学習段階にあわせ、論文作成のための作業や発

表をしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

1. 卒業論文作成のための具体的プロセスを理解する。|2.卒業論文のテーマ、内容を各自の

学習段階にあわせ、深化させる。|3.卒論のテーマや内容、関心分野に関して、文章として

適切に表現し、発表することができるようになる。|4. 他の受講生の発表を聞きながら、論

文作成の方法、多様な視点について学び、良所、問題点を考え、質疑を積極的にできるよ

うになる。 
 

■到達目標 

1.卒業論文作成のための関連文献の検索方法について、雑誌論文も含め、十分に

収集できるようになる。|2.フィールドワークを行なう人は、その構想の一部を

示すことができるようになる。|3．卒業論文の内容（仮を含む）を適切にレジュ

メであらわし、発表できるようになる。|4．発表を通し、今後の研究の進め方、

研究計画を書けるようになる。|5．講義をとおし、あるいは他の受講生の発表も

聞きながら、論文の形式、構造、書き方の作法などを理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30 授業で行なった発表をもとに内容を完成させたリポートを提出

してもらいます。 

･授業内発表 30 卒論テーマ（仮題含む）についての内容。 後にその一部を発表

してもらいます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 1 各々の学習段階にあわせ、卒論テーマの発表に向けて準備をし

てもらいます。2.今後にどのような学習をすべきか、各々の研究

計画を構想してもらいます。 

･その他 10 他の受講生の発表に関しても、積極的に質疑し、議論を深化させ

ることにつとめているか。 



授業コード X03150200A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ X20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成に向けての基礎ゼミ 

 

■授業の概要 

受講生各自の卒業論文のテーマについて、発表を中心にテーマの適切性や論文執筆に向け

ての具体的な指導を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させるとともに、卒業論文執筆に向けての取り組

み方と進め方を修得させる。 

 

■到達目標 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させ、実際に卒業論文執筆に向けての

取り組み方と進め方を修得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X03160100A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 嶋谷 和彦 シラバスグループ X10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

考古学からみた日本の中近世史 

 

■授業の概要 

近年の遺跡の発掘調査は中近世をも対象とし、その成果は新しい歴史像を構築している。

本授業では、 新のデータに基づき、考古学の立場から、日本各地の中近世都市遺跡の調

査成果にも触れながら、「職人と生産」・「貨幣と流通」・「沈没船と対外交易」・「信仰と宗

教」などの要素も取り入れながら、全国的・東アジア的視野で、日本の中近世史を概観し

ていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業の学習内容の要点は、日本の中近世史を考古学的に捉えることである。授業中の話

を正しく理解し、中近世都市の空間構造やそこに生活した人々の姿を歴史の中で位置付

け、認識することを目的とする。又、授業で与える課題に対するリポート作成を通して、

今後の本格的な論文作成に向け、実践的な「予行演習」とすることも授業のねらいの一つ

である。 
 

■到達目標 

授業内容の正しい把握、および各自の関心のあるテーマ設定に基づく口頭発表・

リポート作成を到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 各自の授業内発表を元に文章化してリポートとして作成 

･授業内発表 20% 各自の口頭発表（可能な限りﾚｼﾞｭﾒ配布） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 出席状態、および他の受講生の発表に対する質問などの

授業に対する姿勢や意欲 



授業コード 
X05511200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05511200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05511200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05511450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05511450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05511450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05512200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05512200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05512200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05512450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05512450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05512450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05513200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05513200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05513200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05513450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05513450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05513450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05514200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05514200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05514200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05514450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05514450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05514450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合１ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05521200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05521200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05521200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05521450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05521450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05521450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05522200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05522200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05522200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05522450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05522450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05522450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05523200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05523200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05523200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05523450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05523450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05523450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05524200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05524200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05524200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05524450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05524450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05524450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合２ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05531200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05531200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05531200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05531450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05531450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05531450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05532200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05532200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05532200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05532450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05532450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05532450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05533200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05533200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05533200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05533450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05533450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05533450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05534200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05534200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05534200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05534450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05534450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05534450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合３ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05541200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05541200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05541200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05541450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05541450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05541450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05542200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05542200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05542200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05542450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05542450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05542450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05543200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05543200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05543200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05543450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05543450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05543450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05544200A （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 坂本 勉 シラバスグループ A20070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

高齢社会の課題と議論 

 

■授業の概要 

高齢社会への移行と、その社会的課題について理解を深める。また、認知症高齢者をはじ

めとする意思決定や自己決定に課題を有する方々への支援の方策について深めていく。 

  

■授業の目的・ねらい 

近年、意思決定や自己決定など医療現場、高齢者福祉現場など議論や課題が指摘されてい

る。一方成年後見制度など、その運用や課題についても理解を深めていく。 

 

■到達目標 

高齢者を中心とした根治荷的課題について理解を深め、今後の社会システムに

役立てることができる応用的な理解の基礎となることを目的とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.80000000000000004  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.20000000000000001  

･その他 0  



授業コード 
X05544200B （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 橘髙 眞一郎 シラバスグループ A20071 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

言外の意味を探る 

 

■授業の概要 

言葉の意味は辞書に書いてあると思っている人が多い。辞書に載っている意味は字義通り

の意味と呼ばれる。しかし、言葉の意味は文脈によって変わる。「おはよう」という言葉も

午前中に言うか午後に言うかで全く違う意味を持つ。「おはよう」を午後に言えば皮肉か嫌

みである。そもそも「おはよう」は単なる挨拶で字義通りの意味すらない。あるのはお互

いの存在を確認し合う交感的機能だけである。言葉は文脈の中で用いられて始めて意味を

持つが、その意味は表面的な字義通りの意味の背後に隠れており、一般に含意と呼ばれる。

その含意形成の仕組みについて学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

言葉の含意の形成メカニズムについて説明できるようになる。 

 

■到達目標 

様々な言語表現の持つ含意を分析できるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05544200C （認定科目名：総合１/総合 2／専門総合 1／専門総合 2

／専門総合 3／専門総合 4） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ A20072 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化史としての歌舞伎 

 

■授業の概要 

近世芸能の代表ともいえる歌舞伎は、日本が世界に誇る演劇であり、芸能です。その歴史

について、概略を確認し、そのうえで、特性、劇場・役者・演技・流行などを解説します。

これらをつうじて、歌舞伎という日本文化の一端を知っていただきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

歌舞伎の歴史と特性を知ることにより、近世芸能発生の背景や展開、民衆の思いなどへの

知見を深めることをねらいと目的とします。 

 

■到達目標 

（１）歌舞伎の歴史について、概略を知る。|（２）近世歌舞伎の劇場と観客を

知り、近世人と歌舞伎の関係を理解する。|（３）近世の歌舞伎役者について、

女方を中心に、その特性への知見を深める。|（４）歌舞伎が流行らせた流行に

ついて知り、近世における歌舞伎の影響力を知る。|（５）これらを第三者に話

せるようになる。| 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40 コメントシートやアセスメントシートの提出|授業内に課す予定

の課題などの提出 

･その他 0  



授業コード 
X05544450A （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 中道 泰子 シラバスグループ A45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「こころ」の世界への理解を深める 

 

■授業の概要 

心理臨床の基本的知識や技法についての学びを通して、人間の「こころ」への理解を深め

る。|まずは臨床心理学的視座からの「こころ」のとらえ方を学んだ上で、ストレスや心の

健康といった身近なテーマについて考える。さらに、カウンセリング理論や箱庭療法とい

った、心理療法の実際についても触れていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

人間の「こころ」について、臨床心理学的視座から理解できるようになる。|「こころ」に

ついて様々な角度から光をあて、自己理解・他者理解を深めることをめざす。 

 

■到達目標 

「こころ」に関する基本的な知識を身につける。|「こころ」を多面的に捉える

力を身につける。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード 
X05544450B （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 山本 奈生 シラバスグループ A45031 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

ナチス期ドイツの文化と社会： 独裁と人種主義について考える 

 

■授業の概要 

ナチス期ドイツは、戦後の人文社会科学を考えるにあたって欠かせない歴史的出来事で

す。|本講義では、主に文化社会学の観点から、ナチス・ヒトラーを生んだワイマール期ド

イツから|戦中ドイツまでの時代を対象範囲とします。||どのようにして一応は民主的な投

票によって独裁者が選ばれてしまったのか、|そこでの選択に、どういった社会思想、社会

背景、文化があったのかを考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

戦後の人文社会科学が避けて通ることのできなかった、「あの時代」とは何だったのかを|

理解することで教養を高め、それぞれの研究分野にとっての一つの参考としてもらうこと

が目的です。 
 

■到達目標 

時代状況を構成している、文化・思想の理解とセットで|歴史的経緯を把握する

ことができるようになること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 100  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
X05544450C （認定科目名：総合１/総合２/専門総合１/専門総合２

/専門総合３/専門総合４） 

授業科目 専門総合４ 単位 1 

担当者 松永 知海 シラバスグループ A45032 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

教義と仏画 

 

■授業の概要 

釈尊の説法は「対機説法」といわれているように、相手の能力や個性に対して個別的に法

を説かれていた。その教えは経・律・論の三蔵としてまとめられ、漢字に翻訳されて一切

経・大蔵経と呼ばれてきた。この講義では、そうした教えを絵画にした作品について解説

していく。 
  

■授業の目的・ねらい 

仏の教えを踏まえ、それがどのように絵画（視覚化）作品となっているかを理解すること。

漢文で書かれた教義が、絵画作品を通して、理解されたかどうかを基準とします。 

 

■到達目標 

原文（漢文）に基づき絵画が描かれているが、その文と絵との相関性や相違点

を理解することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X07130200A （認定科目名：博物館資料論Ⅱ/博物館学Ⅲ） 

授業科目 博物館学Ⅲ 単位 1 

担当者 比佐 陽一郎 シラバスグループ X20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館資料の保存修復と活用 

 

■授業の概要 

博物館で扱われる資料は文化財とほぼ同義と位置づけられる。文化財は元来、生活の中で

生み出され、それを必要とする人々によって受け継がれてきた。しかし、明治期の大きな

社会変革に伴い文化財を取り巻く環境は激変し、現在は新たな保護のシステムによって守

られ、博物館もその一部を担っている。 |博物館における適切な資料の取り扱いのため、

まずは文化財保護の仕組みを知ってもらい、その上で歴史系博物館で多く取り扱われる埋

蔵文化財（考古資料）の事例を中心とした資料の保存方法、修復、二次資料の在り方等に

ついて、実例を中心に解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本では多くの博物館が存在するが、資料の保存を専門とする学芸員が常勤する博物館は

限られる。この様な現状においては、専門の如何に関わらず、学芸員が資料の保存に関す

る課題に対処する必要が生じる可能性があり、日常における資料の取り扱いや展示の中

で、どの様な保存の処置が資料に対して行われているかを理解しなければ、適切な活用が

果たせない場合も少なくない。 |本講義は、博物館資料（文化財）の保存処理や修復、二

次資料の作成といった作業に関する専門的な内容を主とするが、それは学芸員として直接

これらの作業を行う技術を習得するためのものではなく、資料の保存に関する基本を知る

とともに、トラブルに直面した際に、解決の手掛かりが得られることを目的とするもので

ある。|学芸員としての業務において、資料の保存修復や二次資料の活用という部分で、基

本的かつ新たな視点を提供できればと考えている。 
 

■到達目標 

博物館資料（文化財）の中で、特に歴史資料（埋蔵文化財）を中心に、保存処理

や修復、あるいは二次資料の作成、活用についての基礎的な内容を学ぶ。それ

によって、現代の博物館における資料の保存や活用に関する課題解決に向けた

手がかりとしてもらう。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X07141450A （認定科目名：博物館実習講義） 

授業科目 博物館実習講義 単位 1 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務の具体像 

 

■授業の概要 

 本講義は実際に博物館や資料館に勤務されている現役の学芸員等の方々によって、開設

にいた|る実務や常設展示を含めた当該館の特色および学芸員の方々の研究や普及活動な

どについて体験|をまじえて解説していただくという内容としています。 | 講義は複数

の博物館・資料館の学芸員の方々に、２～３時限ずつ行っていただくことにしてい|ます。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

博物館学芸員の使命と業務について、学芸員の方々の実際の体験のなかから、具体的に紹

介して|いただき、理解を深めることを目的としています。このような内容によって、見学

者ではなく、|学芸員の側から博物館や博物館資料を見たり、考えるための基本的な見方を

錬磨してください。|リポートの内容と評価等については、講義の 初の時間に説明します。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 実習簿と総括リポートにて評価する 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X07142450A （認定科目名：博物館実習講義） 

授業科目 博物館実習講義 単位 1 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務の具体像 

 

■授業の概要 

 本講義は実際に博物館や資料館に勤務されている現役の学芸員等の方々によって、開設

にいた|る実務や常設展示を含めた当該館の特色および学芸員の方々の研究や普及活動な

どについて体験|をまじえて解説していただくという内容としています。 | 講義は複数

の博物館・資料館の学芸員の方々に、２～３時限ずつ行っていただくことにしてい|ます。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

博物館学芸員の使命と業務について、学芸員の方々の実際の体験のなかから、具体的に紹

介して|いただき、理解を深めることを目的としています。このような内容によって、見学

者ではなく、|学芸員の側から博物館や博物館資料を見たり、考えるための基本的な見方を

錬磨してください。|リポートの内容と評価等については、講義の 初の時間に説明します。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 実習簿と総括リポートにて評価する 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X07161200A （認定科目名：博物館実習Ⅱ） 

授業科目 博物館実習Ⅱ 単位 2 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務とその実際 

 

■授業の概要 

この講義は博物館・資料館などにおいて、講義で得た理論と知識を実地に見聞したり、体

験す|ることによって、博物館の事業や活動および具体的な学芸員の業務をより深く理解す

ることを目|的としています。 | 初日に実習についてのガイダンスや事前指導としての

講義を行い、2 日目から近隣の博物館や|資料館において、博物館の運営や学芸員の業務に

接し、その実際を見聞します。これに加えて学|内の実習施設で実習を行う場合もあります。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生各自が博物館の事業や活動、学芸員の業務の実際を見聞し、これを学習することを

目的と|しています。よって、講義記録および実習の内容を記述した実習簿の記載内容によ

って評価しま|す。これについては、事実記載の正確さ、記載内容の分類・整理の度合い、

記載内容の具体性、|博物館学の知識に対する一定程度の習熟などの基準を中心として評価

を行います。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 100 実習簿 記述内容が博物館学のテキスト等で示された専門的視点

に到達しているかを基準とする。 



授業コード X07162200A （認定科目名：博物館実習Ⅱ） 

授業科目 博物館実習Ⅱ 単位 2 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務とその実際 

 

■授業の概要 

この講義は博物館・資料館などにおいて、講義で得た理論と知識を実地に見聞したり、体

験す|ることによって、博物館の事業や活動および具体的な学芸員の業務をより深く理解す

ることを目|的としています。 | 初日に実習についてのガイダンスや事前指導としての

講義を行い、2 日目から近隣の博物館や|資料館において、博物館の運営や学芸員の業務に

接し、その実際を見聞します。これに加えて学|内の実習施設で実習を行う場合もあります。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

受講生各自が博物館の事業や活動、学芸員の業務の実際を見聞し、これを学習することを

目的と|しています。よって、講義記録および実習の内容を記述した実習簿の記載内容によ

って評価しま|す。これについては、事実記載の正確さ、記載内容の分類・整理の度合い、

記載内容の具体性、|博物館学の知識に対する一定程度の習熟などの基準を中心として評価

を行います。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0|  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 100 実習簿 記述内容が博物館学のテキスト等で示された専門的視点

に到達しているかを基準とする。 



授業コード X07270200A （認定科目名：博物館資料論Ⅱ/博物館学Ⅲ） 

授業科目 博物館資料論Ⅱ 単位 1 

担当者 比佐 陽一郎 シラバスグループ X20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館資料の保存修復と活用 

 

■授業の概要 

博物館で扱われる資料は文化財とほぼ同義と位置づけられる。文化財は元来、生活の中で

生み出され、それを必要とする人々によって受け継がれてきた。しかし、明治期の大きな

社会変革に伴い文化財を取り巻く環境は激変し、現在は新たな保護のシステムによって守

られ、博物館もその一部を担っている。 |博物館における適切な資料の取り扱いのため、

まずは文化財保護の仕組みを知ってもらい、その上で歴史系博物館で多く取り扱われる埋

蔵文化財（考古資料）の事例を中心とした資料の保存方法、修復、二次資料の在り方等に

ついて、実例を中心に解説する。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本では多くの博物館が存在するが、資料の保存を専門とする学芸員が常勤する博物館は

限られる。この様な現状においては、専門の如何に関わらず、学芸員が資料の保存に関す

る課題に対処する必要が生じる可能性があり、日常における資料の取り扱いや展示の中

で、どの様な保存の処置が資料に対して行われているかを理解しなければ、適切な活用が

果たせない場合も少なくない。 |本講義は、博物館資料（文化財）の保存処理や修復、二

次資料の作成といった作業に関する専門的な内容を主とするが、それは学芸員として直接

これらの作業を行う技術を習得するためのものではなく、資料の保存に関する基本を知る

とともに、トラブルに直面した際に、解決の手掛かりが得られることを目的とするもので

ある。|学芸員としての業務において、資料の保存修復や二次資料の活用という部分で、基

本的かつ新たな視点を提供できればと考えている。 
 

■到達目標 

博物館資料（文化財）の中で、特に歴史資料（埋蔵文化財）を中心に、保存処理

や修復、あるいは二次資料の作成、活用についての基礎的な内容を学ぶ。それ

によって、現代の博物館における資料の保存や活用に関する課題解決に向けた

手がかりとしてもらう。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X13010200A （認定科目名：民俗学文献研究） 

授業科目 民俗学文献研究 単位 2 

担当者 中嶋 奈津子 シラバスグループ X20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『遠野物語』から読み取る信仰と人々の暮らし 

 

■授業の概要 

 明治 43 年に刊行された『遠野物語』は、昔、岩手県遠野地方に生きた人々の信仰や生

活などを今に伝える貴重な記録である。講義では、『遠野物語』を民俗誌として捉え、神々

とともに生きた人々の生活の背景と、信仰を基盤として生まれた文化について、資料を活

用しつつ読み取る。また、関連文献を読み、『遠野物語』研究について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・民俗学研究において、フィールド調査に加えて文献・資料の調査が重要であることを理

解し、それを活用できるようになる。|・文献と関連資料を読み、当時の社会背景や生活の

様子を読み取る。その変遷について考察できるようになる。|| 
 

■到達目標 

・地域文化を学ぶ上で、文献資料から得る情報の重要性を理解し、かつ文献資

料を活用できるようになる。|・地域文化の継承と変遷を、文献資料を通して東

北地方の事例から学ぶ。そして身近な地域における事例についても、着目する

ことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 発表の内容を反映したリポートを作成していただきます。 

･授業内発表 40 発表のポイントを講義の中で説明します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 講義での取り組み（質問など）。 



授業コード X13020300A （認定科目名：文化人類学文献研究） 

授業科目 文化人類学文献研究 単位 2 

担当者 孫 潔 シラバスグループ X30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

本講義では、フィールドワークにもとづいて書かれた複数の文献を通じて、民族や観光や

食文化など、文化人類学の重要テーマに関する文献を扱い、様々な社会や文化についての

数篇の文献を比較検討していきます。文献で取り上げる社会や文化に関する理解と知見を

深めるとともに、特定の課題を深化させる研究のプロセスを受講生がマスターすることを

目標とします。 
 

■授業の概要 

本講義では、観光、文化財、食文化などといった文化人類学の人気テーマに関する文献を

講読することを通じて様々な民族・文化についての理解を深めます。また、文化人類学の

基本的考え方を学ぶと同時に、自己を取り巻く社会・文化の多様性への眼差しを拡張させ

ることを目指します。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、観光、文化財、食文化などといった文化人類学の人気テーマに関する文献を

講読することを通じて様々な民族・文化についての理解を深めます。また、文化人類学の

基本的考え方を学ぶと同時に、自己を取り巻く社会・文化の多様性への眼差しを拡張させ

ることを目指します。| 
 

■到達目標 

本講義では、文化人類学の基本的な考え方に対して理解を深めるとともに、文

献講読の方法やプレゼンの基本技術を身につけることも目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 予習と復習など 



授業コード X13030300A （認定科目名：神話・伝承学文献研究） 

授業科目 神話・伝承学文献研究 単位 2 

担当者 斎藤 英喜 シラバスグループ X30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

いざなぎ流と民間陰陽師の世界 

 

■授業の概要 

高知県旧物部村につたわる民間信仰・いざなぎ流の世界を紹介していきます。とくに家の

祭祀に関する映像記録を見て、祭りの全体をつかみ、さらに太夫たちが読む「祭文」の解

読をするなかから、いざなぎ流と民間陰陽師の関係を認識していきます。||そのテキスト解

読を通して、陰陽道の歴史とともに民俗文化に与えた陰陽道の役割を知ること 
  

■授業の目的・ねらい 

いざなぎ流に関する文献を読みながら、民俗学と陰陽道の関係について学び取ることが授

業の目的とねらいです。 

 

■到達目標 

いざなぎ流と民間陰陽師の世界をきちんと説明できることが到達目標 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.90000000000000002 指定するテーマについて、授業内の要約と自己の考察 

･授業内発表 5% 授業内での質疑など 

･授業内試験 0  

･授業内課題 5 授業の途中までの要約 

･その他 0  



授業コード X13050200A （認定科目名：民俗学特講２） 

授業科目 民俗学特講２ 単位 1 

担当者 樽井 由紀 シラバスグループ X20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本人は温泉好きだが、温泉の歴史や民俗についてはあまり知られていないようだ。古く

からの温泉地には、必ず薬師や観音などの神仏が祀られ、前近代の湯治はこうした神仏の

ご利益にあずかるものであった。江戸時代になると参詣と湯治がレジャー化し、有馬温泉

のように日本随一の名湯も「湯女でもつ」サービスを売り物にするようになる。明治にな

ると、西洋医学の権威のもとで温泉の医学的効能を基礎として、温泉地全体が近代化して

いく。温泉の歴史と民俗の理解を通じて、日本人の暮らしを考えたい。 ||| 
 

■授業の概要 

・温泉の歴史と民俗を学ぶ。| 

  

■授業の目的・ねらい 

・温泉の歴史と民俗の理解を通じて日本人の暮らしを知る。| 

 

■到達目標 

温泉の歴史と民俗を学ぶ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10  



授業コード X13060300A （認定科目名：民俗学特講３） 

授業科目 民俗学特講３ 単位 1 

担当者 村田 典生 シラバスグループ X30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

流行神と干支参り 

 

■授業の概要 

 それまではあまり知られていなかった神仏にある日突然参拝者が押し寄せる。「あの神

社にお参りした人が宝くじにあたった。」、「あっちのお寺の仏さまにお参りしたら病気が

治った。」など利生が喧伝されて人々の群参を呼ぶ。こうした現象を神仏を問わず「流行神

（ハヤリガミ）」という。| こうした現象は時代を問わず発生しており、近年ではその年

の干支にゆかりの社寺に初詣を兼ねて参拝するケースが目立つ。今年は子年だったのでネ

ズミにゆかりのある社寺に多くの人々が押し寄せた。来年は丑年なので牛にゆかりの社寺

が注目されるだろう。| そこで年末に開講される本講義では干支にゆかりのある社寺に注

目するとともに、様々な流行神を概観したい。人々はなぜ今まで知らなかった神仏に参拝

するのか、すなわち神仏が流行するとはどういうことなのかを考えてみたい。| 時間があ

ればフィールドワークとして学外に出ることも検討している。 
  

■授業の目的・ねらい 

スクーリングが年末にあることから干支参りを事例として、流行神にスポットをあてる。

流行神は民間信仰、民俗宗教の重要なテーマであることから、ここを入口として民俗学に

興味関心を持ってもらいたい。そして大勢の人々の神仏に対する思いを民俗学的な視点か

ら学習してもらいたい。 
 

■到達目標 

自分の言葉で流行神について概要が説明できる。干支参りや流行神を通じて民

間信仰、民俗宗教について自らの考えを述べることができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 出席、授業態度 



授業コード X13080200A （認定科目名：文化人類学特講２） 

授業科目 文化人類学特講２ 単位 1 

担当者 （未 定） シラバスグループ X20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

他者の理解を通して自己を省みる 

 

■授業の概要 

この授業では、他者を理解することを通して、自己および自己の社会を新たな視点から見

つめ直します。まずは、文化人類学の研究の方法を理解します（第 1 回～第 3 回）。その

上で、その方法に基づき、儀礼、親族、贈与といった研究の対象を分析します（第 4 回～

第 6 回）。 後に、その分析を踏まえて、他者と自己とを比較し考察することで、自己およ

び自己の社会について再考します（第 7 回～第 9 回）。この授業では特に、ベトナムの少

数民族であるモン族を取り上げ、死者とともに生きるモン族の生き方を参照しながら、彼

らと自身とのあいだの差異と類似性について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①文化人類学の研究の方法を、把握する。|②文化人類学の研究の対象について、理解する。

|③文化人類学の視点に基づき、自己と他者を比較し考察する。 

 

■到達目標 

①文化人類学の基本的な研究の方法および視点について、説明できるようにな

る。|②儀礼、親族、贈与といった文化人類学の研究の対象について、説明でき

るようになる。|③他者の理解を通して自己を省みることにより、自己および自

己の社会の特徴について、説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験を予定している 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X13090100A （認定科目名：文化人類学特講３） 

授業科目 文化人類学特講３ 単位 1 

担当者 鈴木 文子 シラバスグループ X10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文化とは何か 

 

■授業の概要 

  これまで文化人類学は、同時代の異文化社会を対象として、主としてミクロなコミュニ

ティー調査を中心に、生活文化や「民族」を研究してきた。しかし、近年、文化に対する

認識が変化し、むしろそれらが歴史的にどのように生成されてきたかに関心をもつように

なっている。| 本講義では、文化人類学における主要なトピックをもとに、文化を歴史的

時間軸をもとに分析し、文化とは何か, 文化人類学のフィールドワーク資料, 民族誌的方

法論をもとにした知見から考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

①文化人類学的なアプローチから、歴史を研究していく方法、視点を理解する。|②「文化」

の構築性について理解する。|③フィールドワークと文字資料の関係性を理解する。 

 

■到達目標 

①文化概念の多面性を理解し、説明できる。|②歴史的時間軸のなかで生成、変

容する「文化」について、経済、政治、国家やイデオロギーの影響などを理解

し、説明できるようになる。|③民族誌的研究視点,、フィールドワークと歴史研

究の関連を説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 講義内容について、論述式のテストをおこなう。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 トピックごとにリアクション・ペーパーを求める。 



授業コード X13110200A （認定科目名：神話・伝承学特講２） 

授業科目 神話・伝承学特講２ 単位 1 

担当者 村田 真一 シラバスグループ X20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

戦場の八幡神 ― 八幡信仰史探究 ― 

 

■授業の概要 

八幡神は、現在、祭られる神社の数がもっとも多く、日本の神仏信仰を代表する神とも言

えます。そして、それはただ神社の数だけの問題ではなく、歴史上、八幡神は、時の政権

と密接な関係を結び、あるいは人々の加護や救済の願いに応じて、各地に勧請され鎮座す

る場を増やしていきました。ゆえに、八幡信仰は、日本の神仏信仰の歴史的展開における

注目するべき一面を担うものとしてあったということができるでしょう。|そこで、この授

業では、八幡信仰の歴史的展開について「戦場」にまつわる問題を中心に学び、日本の神

仏信仰についての理解を深めます。|その際、八幡神を軍神や武神など、単に軍事や戦勝の

祈願を受ける神として見るのではなく、日本の神信仰と仏教の関係が信仰上の問題として

どのように作り出され表現されているのか、という考察を行なうことが重要です。たとえ

ば、「八幡大菩薩」という仏教における救済者の称号を持つ八幡神が軍事的な国家守護を担

うということの意味が問われなければなりません。|以上のような八幡信仰の問題につい

て、具体的には、史書・縁起・軍記物などのいくつかの文献資料を用いつつ、古代におけ

る発生・登場（初出文献である『続日本紀』）から、中世における蒙古襲来を経た達成（『八

幡宇佐宮御託宣集』『八幡愚童訓』）までの歴史的な展開を神話・伝承学という視点から読

み解き、その意義を考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

基本的には、歴史的な信仰について、現代の理解を前提とするのではなく、歴史上の変化

を見据えつつ、その様相と意義を解明するための文献資料の読解方法を学ぶことが目的と

なります。|神話・伝承学の観点から、日本の神信仰について、「戦場」をめぐってあらわれ

る八幡神という具体的なテーマから理解することをねらいとします。 
 

■到達目標 

神話・伝承学の観点から、「戦場」をめぐって展開する八幡信仰の様相と意義に

ついて、文献資料に基づいて理解できたかどうかということが評価の基準とな

ります。||【到達目標箇条】|１：八幡信仰の古代から中世までの歴史的展開を神

話・伝承学の観点から理解する|２：日本の神仏信仰について、八幡神信仰の歴

史的展開と関連づけて理解する|３：日本の神仏信仰を論じるために神話・伝承

学の具体的な分析方法を身につける 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験を予定 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 100 リポート試験 



授業コード X13120200A （認定科目名：神話・伝承学特講３） 

授業科目 神話・伝承学特講３ 単位 1 

担当者 星 優也 シラバスグループ X20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『古事記』『日本書紀』とその変容 

 

■授業の概要 

 「日本神話」と言えば『古事記』と『日本書紀』が思い浮かびます。しかし、この二つ

の文献は、物語の展開から記述、神の名前、思想など異なっています。「古代神話」「日本

神話」は、一つではないのです。| この講義では、『古事記』と『日本書紀』の違いを、物

語や神に注目して見てゆきます。また、両書の違いを比較する古代神話や神が解釈されて

来たのかにも触れ、「神話・伝承学」の視点からは『古事記』『日本書紀』をどのように読

めるのか、そして後半では、神話が平安時代や中世への変容・展開について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

『古事記』と『日本書紀』の違いについて理解することが、授業での目標です。そうする

ことで、「日本神話」や「記紀神話」と呼ばれる日本の神話イメージを相対化し、古代の神

話について、文献を通して具体的に理解することが狙いとなります。また中世への変容や

展開に触れることで、神話を通して歴史を考えることに、思考を深めれると、より望まし

い。| 
 

■到達目標 

『古事記』『日本書紀』は異なる神話であることを理解することを、具体的な文

献を通して理解できるかが、評価の基準です。||【到達目標３条】|１．『古事記』

と『日本書紀』の違いがわかる。|２．神話や神が歴史的に変容することを理解

する。|３．神話学、文学、古代史、人類学における神話研究と「神話・伝承学」

の神話研究方法の違いを考えることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X13130300A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成に向けた、テーマ設定および発表 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。|受講生が卒業論文のテーマを設定したり、テーマに沿って報告を行なうことに

する。||受講生は自らの論文作成に向けた報告をするとともに、他の受講生の報告に対して

も、自らの知識や経験をもとに質問や感想を講義者とともに出してもらい、報告者の卒業

論文作成に資するようにしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講は卒業論文作成に向けた、問題意識の明確化、論の構成や論文作成の進度、さらには

課題を確認し、卒業論文の作成作業を前進させることを目的とする。|| 

 

■到達目標 

受講生の進度によっても異なるが、卒業論文の作成に向けて、一歩でも前進す

ること。||テーマ設定ができていない者は、テーマ設定を行なったり、テーマ設

定をするために必要な作業を明確にする。||論文作成に取り掛かっている者は、

現時点での課題を解消するための手がかりを得るようにする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.10000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X13140100A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 鈴木 文子 シラバスグループ X10030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業研究を深める 

 

■授業の概要 

歴史文化学科で卒業論文を書こうという人のためのゼミです。論文とは何か、作成のプロ

セスを講義形式で学びつつ、受講者各自の学習段階にあわせ、論文作成のための作業や発

表をしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

1. 卒業論文作成のための具体的プロセスを理解する。|2.卒業論文のテーマ、内容を各自の

学習段階にあわせ、深化させる。|3.卒論のテーマや内容、関心分野に関して、文章として

適切に表現し、発表することができるようになる。|4. 他の受講生の発表を聞きながら、論

文作成の方法、多様な視点について学び、良所、問題点を考え、質疑を積極的にできるよ

うになる。 
 

■到達目標 

1.卒業論文作成のための関連文献の検索方法について、雑誌論文も含め、十分に

収集できるようになる。|2.フィールドワークを行なう人は、その構想の一部を

示すことができるようになる。|3．卒業論文の内容（仮を含む）を適切にレジュ

メであらわし、発表できるようになる。|4．発表を通し、今後の研究の進め方、

研究計画を書けるようになる。|5．講義をとおし、あるいは他の受講生の発表も

聞きながら、論文の形式、構造、書き方の作法などを理解する。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30 授業で行なった発表をもとに内容を完成させたリポートを提出

してもらいます。 

･授業内発表 30 卒論テーマ（仮題含む）についての内容。 後にその一部を発表

してもらいます。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 30 1 各々の学習段階にあわせ、卒論テーマの発表に向けて準備をし

てもらいます。2.今後にどのような学習をすべきか、各々の研究

計画を構想してもらいます。 

･その他 10 他の受講生の発表に関しても、積極的に質疑し、議論を深化させ

ることにつとめているか。 



授業コード X13150200A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ X20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成に向けての基礎ゼミ 

 

■授業の概要 

受講生各自の卒業論文のテーマについて、発表を中心にテーマの適切性や論文執筆に向け

ての具体的な指導を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させるとともに、卒業論文執筆に向けての取り組

み方と進め方を修得させる。 

 

■到達目標 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させ、実際に卒業論文執筆に向けての

取り組み方と進め方を修得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X13160100A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 嶋谷 和彦 シラバスグループ X10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

考古学からみた日本の中近世史 

 

■授業の概要 

近年の遺跡の発掘調査は中近世をも対象とし、その成果は新しい歴史像を構築している。

本授業では、 新のデータに基づき、考古学の立場から、日本各地の中近世都市遺跡の調

査成果にも触れながら、「職人と生産」・「貨幣と流通」・「沈没船と対外交易」・「信仰と宗

教」などの要素も取り入れながら、全国的・東アジア的視野で、日本の中近世史を概観し

ていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業の学習内容の要点は、日本の中近世史を考古学的に捉えることである。授業中の話

を正しく理解し、中近世都市の空間構造やそこに生活した人々の姿を歴史の中で位置付

け、認識することを目的とする。又、授業で与える課題に対するリポート作成を通して、

今後の本格的な論文作成に向け、実践的な「予行演習」とすることも授業のねらいの一つ

である。 
 

■到達目標 

授業内容の正しい把握、および各自の関心のあるテーマ設定に基づく口頭発表・

リポート作成を到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 各自の授業内発表を元に文章化してリポートとして作成 

･授業内発表 20% 各自の口頭発表（可能な限りﾚｼﾞｭﾒ配布） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 出席状態、および他の受講生の発表に対する質問などの

授業に対する姿勢や意欲 



授業コード X23010200A （認定科目名：芸術文化文献研究） 

授業科目 芸術文化文献研究 単位 2 

担当者 川野 憲一 シラバスグループ X20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教美術におけるテクストとイメージが持つ役割 

 

■授業の概要 

輪廻の苦しみから解放され、永遠の安らぎに満ちた生が支配するという“浄土”。特に阿弥

陀|仏が主催する西方極楽浄土は、多くの人々がそこに生まれることを願った究極の理想郷

でした。|本講義では、そのような阿弥陀仏に関するテクスト（経典、思想書）とイメージ

（絵画、彫刻）|を取り上げ、それらに込められた切なる願いに迫ります。また、阿弥陀信

仰の対極にある仏教と|して密教及び密教美術にも注目し、仏教における思想、美術の多様

性を浮き彫りにします。授業|は、下記のスケジュールで進める予定ですが、受講者の人数、

理解度、関心などにより一部変更|する場合があります。| 
  

■授業の目的・ねらい 

受講者が、浄土教美術にかかるテクストとイメージ双方の基礎的知識を習得し、それらが

生み出|された背景を理解することを 大の目標とします。また、一口に仏教、仏教美術と

言っても、浄|土教美術と密教美術では、その機能が全くことなることを理解し、仏教思想

及び美術の多様性を|認識することも重要です。更に、仏教が仏教以前から日本で培われて

きた聖なるものに対する基|層信仰と深い部分で融合し、日本人の間に広まっていったとい

う事実にも注意を向け、多角的な|視点から物事を分析するスキルを身につけましょう。 
 

■到達目標 

仏教美術の文献、イメージを分析する上での基本的スキルを獲得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23030200A （認定科目名：芸術文化特講２） 

授業科目 芸術文化特講２ 単位 1 

担当者 植村 拓哉 シラバスグループ X20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏教×美術 

 

■授業の概要 

 仏教美術は仏教思想を造形的に表現したものであり、その”かたち”には何らかの意図が

籠められていると考えられます。| そのような視点で日本美術史を繙いていくと、かたち

に表わされた思想に気づかされます。それは仏教美術を制作する際に関わった発願者や制

作者、そして時代的な要素（当時の思想や様式）などによる様々な”想い”が反映している

といって良いでしょう。|  本講義では、中世以降の仏教美術、特に、| １）法然没後の

浄土宗における仏教美術| ２）思想を独創的に造形に反映させた運慶の仏像|のふたつを

主題として、造形が持つ意味について様々な方向から考えてみます。鎌倉時代の仏像は”写

実性”の高い造形と語られますが、果たしてそれは”写実”なのかという点にも注目してみま

しょう。そして、何のために、何を表そうとしたのかという問題を考えてみたいと思いま

す。| 講義後半では、学外で臨地講義を予定しています。講義で触れた作例を実見しなが

ら学習することで、より実感的に理解の深まりが期待できるでしょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

 仏教美術史を学ぶうえでは作品を自身の眼で実際に観て、感動し、実感し、理解を深め

ていくことが も重要になります。| 加えて、比較的充実した資料に恵まれる中世以降の

美術史では、補足的に銘文や願文、文献資料の読解を加えてより具体的に制作背景に迫る

ことができます。本講義では関連史資料をじっくりと読み、仏教美術研究の醍醐味につい

て基礎的な知識を得ることを目的とします。 
 

■到達目標 

 仏教美術史に関する基礎的な知識を得て、仏像のかたちに思想を見出す視点

を持つことが到達目標となります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23040200A （認定科目名：芸術文化特講３） 

授業科目 芸術文化特講３ 単位 1 

担当者 古川 攝一 シラバスグループ X20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本絵画史における白描画の歴史 

 

■授業の概要 

 墨線を主体にモチーフを描き出す白描は、中国・漢代には既に行われ、唐代に完成した

表現手法である。日本では平安時代後半、様々な仏の姿を表した白描図像に盛んに用いら

れた。師資相承の中で密教僧の間に伝わった白描図像は、僧侶自身が転写することにより

表れた楚々とした素朴な味わいが認められる。やがて、図像の集積が進むと、高い画技を

持った画僧や専門的な技術を持った絵仏師が携わるものも多くなり、観賞性の高い白描図

像が制作されるようになった。白描の持つ純粋で静謐な美しさには、彩色画とは異なる価

値が見出され、歌仙や物語を描く技法の一つとしても展開していく。| 本講義では、白描

の手法が用いられた三つの画題、すなわち、図像・歌仙絵・物語絵を合わせて取り上げ、

画題による描線や画趣の差異、あるいは共通性を具体的に明らかにし、白描画特有の美意

識に迫ることを目的とする。また、中世の白描図像から幕末のやまと絵作品にまで視野を

広げることで、時代による描き手や美意識の違いによって白描の技法がどのように理解さ

れ、表現と結びついていくのかについても考察を試みる。著色画や淡彩画とも異なる、白

描画の魅力を紹介する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

白描図像を起点に、平安・鎌倉時代に制作された絵画について考察する。図像だけでなく、

白描の手法が用いられた歌仙絵・物語絵を合わせて取り上げることで、画題による描線や

画趣の差異、あるいは共通性を具体的に明らかにし、白描画特有の美意識に迫っていく。

さらに、中国の白描画との比較や、水墨画の受容についても考察を試みる。時代、地域、

美意識の違いによって白描の技法がどのように理解され、表現と結びついていくのかを作

品に即して考える。これらの問題を考察することで、美術史研究の基礎的な方法論につい

て理解することも目指す。 
 

■到達目標 

（１）日本絵画史における白描画の歴史について理解する|（２）美術史におけ

る作品研究の方法論について理解する|（３）主体的な作品鑑賞が出来るように

なる| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23060200A （認定科目名：日本美術史特講２） 

授業科目 日本美術史特講２ 単位 1 

担当者 大原 嘉豊 シラバスグループ X20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏教美術（仏画）の鑑識と研究 

 

■授業の概要 

仏教絵画は、平素は収納されており、一般の目に触れる機会が非常に少ない。しかしなが

ら、日本の指定文化財の中枢を占め、日本美術史においては逸せぬ存在となっている。本

講では、仏画の美術史上での評価の高さの理由からはじめて、その持っていた機能、技法

など鑑賞に必要な基礎的な知識を伝えるとともに、仏像彫刻を含めた仏教美術研究への応

用について発展的に考察する。特に、近代以前に日本文化の規範の一つとなった中国文化

の影響のありかたについて考えることが一つの柱となる。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教絵画の鑑賞の基礎能力を養う。|作品情報の記述の能力を養い、それを基礎にした

うえで、仏教美術研究の在り方を理解し、論文に発展的に繋げていく力を養う。 

 

■到達目標 

観察した作品の造形上の特徴を記述できるようになることを目指す。かつ、そ

れが制作年代等の様式判断とどう結びつくかを理解することを目指す。 終的

に自力で作品を観察し、自身で美術史学的な判断ができるようになるための基

礎を身に着ける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 学外見学実習で見学した作品の中から１点を教員が指定し、その

作品記述を行い、制作年代等についての見解をまとめる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 史料の読み方演習での会読 

･その他 0  



授業コード X23070200A （認定科目名：日本美術史特講３） 

授業科目 日本美術史特講３ 単位 1 

担当者 熊谷 貴史 シラバスグループ X20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の仏像―美術史資料として観る、調べる― 

 

■授業の概要 

 京都の仏像を素材に、美術史における研究資料の種類や性質を確認し、その見かた・扱

いかたを学習する。研究の根幹となる「一次資料」として作品の造形を重視することは、

美術史が他の研究分野と一線を画す特徴である。研究資料の位置づけは、分野・領域・方

法論等によって異同があるものの、作品の造形に言及する立場からすると作品そのものが

「一次資料」、作品の図版を掲載した書籍は「二次資料」となる。また学習段階による制約

（作品を実見する機会の確保）も考慮する必要がある。 | 以上を念頭に置き、本科目で

は主に古代日本の彫刻作品を対象とし、地の利を存分に活かして京都（および周辺地域）

に伝わる仏像に眼を向ける。開講中、近隣の博物館または寺社の見学を含める（見学先調

整の都合により、詳細は講義初日に説明）。作品（一次資料）を実見（鑑賞～観察）する意

義を理解・体感してほしい。併せて文献資料を収集する際の方法や留意点を講じ、資料講

読を含める。それら美術史に立脚したフィールドワークとデスクワークを通じて、かかる

資料の性質・意義を相対的に捉えたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

・美術史に立脚した研究資料（一次資料・二次資料）の種類・性質を理解すること |・作

品を研究資料として扱うための観点、および基礎的なスキルを身につけること|・モノ資料

を補完する文献資料の収集方法と扱いかたを身につけること|・京都の仏像を素材に実見

（鑑賞～観察）に基づく美術研究を体感すること 
 

■到達目標 

・作品を実見（鑑賞～観察）した成果を研究資料として活用できるようになる

|・受講者が各人の関心に基づく研究資料の収集と分析を行えるようになる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X23090100A （認定科目名：東洋美術史特講２） 

授業科目 東洋美術史特講２ 単位 1 

担当者 小野田 俊蔵 シラバスグループ X10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

タントラ仏教の美術 

 

■授業の概要 

インド仏教後期には多くのタントラ系の仏教美術が製作された。それらの図像には無上瑜

伽タン|トラの思想やそれらを伝承した行者の伝記が図様に組み込まれている。この講義で

は、その美術|表現の基礎となるタントラ仏教の思想の基本的発想と、各タントラを伝承し

た行者の伝記を紐解|きながら、図像的な要素を検討していきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

インド仏教 後期の無上瑜伽タントラに関する知識を得ることを目的とし、それらの行法

がいか|に「仏教」であるのかという点を考察し理解する事をねらいとする。 

 

■到達目標 

タントラ仏教が如何に仏教であるのかを理解し説明出来るようになることを目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23100100A （認定科目名：東洋美術史特講３） 

授業科目 東洋美術史特講３ 単位 1 

担当者 森 雅秀 シラバスグループ X10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

マンダラから見た日本の宗教 

 

■授業の概要 

 インド密教で生まれたマンダラ（曼荼羅）は平安時代初期に日本にもたらされた。本来、

マンダラは密教の教理や実践と密接に結びついた「仏の世界図」であったが、日本では密

教以外の宗教においても、さまざまなマンダラが作られるようになった。すなわち、浄土

教曼荼羅、神道曼荼羅、社寺参詣曼荼羅、法華曼荼羅などである。そこでは、マンダラが

景観図、浄土図、来迎図、絵巻物などのさまざまな形式の絵画作品とも結びついた。一方、

密教においても、インドには存在しない別尊曼荼羅と呼ばれる特殊な形態のマンダラが、

数多く作り出された。 | この授業では日本におけるこのような多様なマンダラを体系的

に取り上げ、その具体的な形態や意味するもの、歴史的背景、美術史上の意義などを明ら

かにしたい。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

インドから日本に伝えられたマンダラが、仏教、神道、修験道などの諸宗教において、ど

のような展開を示したかを明らかにする。 

 

■到達目標 

日本におけるマンダラの受容と変容を通して、インドと日本の文化の相違や、

それぞれの特質を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23110100A （認定科目名：図像学） 

授業科目 図像学 単位 2 

担当者 SHAKYA Sudan シラバスグループ X10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教図像の特徴とその背景にある思想 

 

■授業の概要 

 この講義では図像を美術品として分析するのに加えて、その背景にある仏教の思想や文

化を学習する。| 仏教図像がどのように生み出され、何を表し、何を残したのか。伝統的

な仏教図像の多くは仏教の思想および儀礼とともに地域の信仰や文化と密接な関係を持

つ。本講義では、仏教パンテオンを構成する諸尊格（如来、菩薩、天など）のそれぞれの

図像的な特徴（姿、持ち物とともに面、臂、足の数など）を通じて、それらを区別する方

法とその典拠となる文献について解説する。また、ネパールやその周辺国・地域では仏像・

仏画は今日でも伝統的な手法に基づいて製作されている。そのように作られた「図像」が

宗教儀礼を通して、聖なる対象・信仰の対象（例えば、絵画→仏画、像→仏像）へと転じ

て行くが、その過程も概観する。なお、講義中にはネパール、インド、チベットで信仰さ

れている諸尊格の仏像・絵画(実物)と共に映像なども多く紹介する。||| 
  

■授業の目的・ねらい 

  本講義は、ネパール・インドおよび周辺地域で生まれた仏教図像の起源と意義につい

ての知識を養うことを目的とする。これは、日本で流布している種々の尊格のルーツを知

ることにも繋がると考える。 
 

■到達目標 

配付する資料を読み込み、理解し、図像を区別するための知識とともに図像研

究の視点も養成することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 75  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 25  

･その他 0  



授業コード X23120100A （認定科目名：文化財デジタルアーカイブ） 

授業科目 文化財デジタルアーカイブ 単位 2 

担当者 神居 文彰 シラバスグループ X10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化財を護り伝え活用する －文化そのものと文化財の修復及びデジタル技術について

－ 

 

■授業の概要 

 文化財とは何かを基本に,改正文化財保護法から文化そのもの、継承の理念・技術を学ぶ。

| そのために、文化財におけるデジタルアーカイブの展開と可能性および文化財修復の実

際や活用を、臨地研修を実施しながら学ぶ機会をもちたい。| 古文化財修復、復元の実際

をデジタルとアナログの協働応用の観点から探求する。| 特に経年変化したものから、忠

実に復元模刻や模造を作成していく過程や、デジタルを応用した成果をそこに融合した研

究など古典技法と 新のデジタル技術を有機的に連関する実際を学ぶ。文化財修復・復元

文化施設や修理現場等を視察。学外講義を実施する。|本講義過程でしか参加出来ない文化

財修理・製作現場等に行き関連させる。 
  

■授業の目的・ねらい 

文化継承のための理念・手法を理解し、活用を可能とするための第一歩とする。| ・学外

授業の参加。及びその報告。（3０％）| ・講義終了後、リポート試験を課す。（6０％）| ・

受講態度（１０％）を基本とする。 
 

■到達目標 

京都でしか学べない学習を実施する。| 現地での学外講義を重視し、実際の文

化財への関わり方を修徳する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 学外授業への参加、授業態度 



授業コード X23130200A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 小野田 俊蔵 シラバスグループ X20250 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

チベット仏画の技法と仏教思想 

 

■授業の概要 

この講義ではタンカ（チベット軸装仏|画）の描法の解説とその奥に流れる仏教思想の概説

を試みたい。講義を聞くと同時に仏画制作の|実習に挑戦してもらう。 |（１）チベット仏

教の歴史 （２）チベット美術の様式の変遷 （３）仏画制作の手順 （４）量|度（プロポー

ション比率）の理論とその伝統 （５）チベット絵画の色材 （６）チベット仏画の|諸尊格 

（７）無上ヨーガタントラの絵解き 
  

■授業の目的・ねらい 

研究を進める際に必要と思われる基本的な視点や能力を養うことを目標とする。仏教絵画

の技|法と仏教思想とは重要な関係がある。実際に書いてみてその重要性を体験してもらう

ことを今回|のゼミの目的とします。 
 

■到達目標 

作業を通して、どのような鑑賞点を開拓したかを意識し、どのような視点が養

われたかについて言葉で叙述出来ること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.40000000000000002  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.59999999999999998  

･その他 0  



授業コード X23140300A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 川野 憲一 シラバスグループ X30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究法演習<仏教美術研究を進めていくための実践的演習> 

 

■授業の概要 

仏教美術研究に不可欠な基本的知識、方法論及び実践的な発表スキルの獲得を目指す。講

師に|よる講義と演習、現地見学を組み合わせた講義となります。但し、受講者の人数、理

解度、関心|によって、授業の内容・進度を一部変更する場合があります。 
  

■授業の目的・ねらい 

参加者それぞれが、仏教美術を鑑賞・研究する際に不可欠な基本的知識を獲得し、更に自

らの視|点でそれを相手に伝える技術を習得することを目的とする。成績評価の基準は、1．

仏教美術に|対して自分なりの視点、興味を持って鑑賞ができているか、2.それを他者に分

りやすく伝えられ|ているかの２点とする。 
 

■到達目標 

仏教美術を鑑賞・研究する際に不可欠な基本的知識を獲得し、更に自らの視点

でそれを相手に伝える技術を習得することを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23150200A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 植村 拓哉 シラバスグループ X20260 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教芸術の学習法と研究法―学ぶことと究めること― 

 

■授業の概要 

 本講義では、仏教芸術研究に必要な基礎知識、方法論の確認及び受講者による発表を含

めた形式となります。| 仏教芸術の理解には何よりも作品に接し深く鑑賞することが重要

となります。鑑賞といってもただ漫然と眺めるのではなく、”造形を読む”姿勢が必要とな

ります。その時には形にこだわりすぎて表現を看過してしまわないよう注意が必要です。

そして複数の作品との比較を通して特徴を|言葉で表すことが第一歩といえるでしょう。| 

さらには、制作年代の検討や造像背景、地域（民族性）、作者系統や受容者層など作品を取

り巻く環境へと関心を広げていくこともより深い理解に重要となります。作品に対してど

のようなアプローチで接するのかといった方法論の理解が有用といえるでしょう。| はじ

めに講師が作品に対していくつかの方法論に応じた講義（論文や資料の輪読含む）を行い、

その後図書館などにおいて資料収集の時間を設けて、 終日には受講生による発表を行い

ます。| 発表内容は任意の作品の造形を言葉で表現することとします。| 発表時間は受講

生の人数によって調整しますが、1 人 20 分程度、意見交換 10 分程度を予定しています。 

発表は緊張することもあるかもしれませんが、難しく考えずにまずご自身の好きな作品を

よく観ること、そしてその作品の素晴らしさを皆で共有することを楽しみながらやってみ

ましょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

 受講生が美術史学に立脚した学習方法と研究方法に対する理解を深めること、発表と意

見交換を通じて作品を鑑賞する様々な視点を知ることを目的とします。 

 

■到達目標 

 作品の鑑賞を通して他者へ自身の視点を伝える方法を習得することを到達目

標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.5  

･授業内発表 50%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X23160300A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 安藤 佳香 シラバスグループ X30210 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

研究法演習<美術史研究の方法論を学ぶ> 

 

■授業の概要 

日本を中心としたアジア古代の仏教美術を主たる対象として、その具体的な研究方法につ

いて講義を|行う。また実際に寺社を訪れ、作品を実見しながら視点を定めた見方を習得す

る。 終日に受講生の個人発表を行う。卒業論文作成のために、各受講生の研究段階に応

じた指導をする。| 
  

■授業の目的・ねらい 

美術史学の基本として、まずは作品を深く鑑賞する力をつけること。また、複数の作品を

視点を定めて比較し、それを言葉で表現する力を養う。|合わせて、卒業論文のテーマの絞

り込みを行う。 
 

■到達目標 

美術史研究の基本として、まずは作品を深く鑑賞すること。また、複数の作品

を視点を定めて比較し、それを言葉で表現する力を養うことを目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X33010200A （認定科目名：京都学文献研究） 

授業科目 京都学文献研究 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図・統計資料から読み解く京都の姿 

 

■授業の概要 

これまでに京都をテーマにした学術的文献は枚挙にいとまがありません。その中でも『京

都地図物語』は、京都にかかわる多くのトピックスが地図を通じてわかりやすく説明がさ

れている点で、地理学的京都入門書と言えます。しかし、出版されてから 20 年近く経過

し、文献内で示された結果について今日までの変化の有無を確かめる時期に来ています。

そこで本講義では主に現在の京都市を対象に、「景観変化」、「人口」、「農業」、「工業」、「商

業」といった事柄について、『京都地図物語』を参考にしながら、地図・統計資料・その他

文献などから得られる情報を整理し、その整理した結果を読み解くとこで、現在の京都の

置かれた状況を明らかにしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識の理解する。| ② 統計資料等の情報を基にし

た作図方法を理解する。| ③ 作成した図から京都の現状を理解する。 

 

■到達目標 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識を説明できる。| ② 統計資料等の

情報を基にした作図を行うことができる。| ③ 作成した図から京都の現状を

説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標①

～③を踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成され

ていること。| 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  ① 丁寧な作図が行うこと。| ② 正確な計算が行えているこ

と。| ③ 資料を正確に読み取れていること。 

･その他 0  



授業コード X33020100A （認定科目名：地域調査演習１） 

授業科目 地域調査演習１ 単位 2 

担当者 網島 聖 シラバスグループ X10300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

人文地理学の地域調査の手法に関する講義と京都市内（東山地区）での実習 

 

■授業の概要 

地域の姿を正しく理解するためには、フィールドワークの適切な実施が不可欠である 。こ

の授業では、フィールドワークにおいて留意すべき諸注意点について学んだ上で、実地で

の巡見調査を体験する。まず、初日には地域調査の理念や方法論について概説した上で、

各種地図資料や文献資料を用いた事前の下調べについて座学で学ぶ。その上で、2 日目に

は京都市内、東山地区で琵琶湖疏水をテーマとした実地のフィールドワークを体験し、 テ

ーマに沿ったフィールドワークの計画と実施について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業の目的は、人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論について学習す

ることで、フィールドワークの意義を正しく理解し、適切に実施する能力を涵養すること

にある。これにより、受講者各人がそれぞれの研究課題に対して適切なフィールドワーク

を計画できるようになることを目指す。したがって、受講者には常に学んだ内容を自身の

関心や興味の対象に当てはめて応用する視点を持って参加していただきたい。成績評価に

ついては、フィールドワークへの参加、およびリポートによって評価する。 
 

■到達目標 

①人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論を適切に説明できる。|

②自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切に計画するこ

とができる。|③自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切

に実施することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 フィールドワークへの積極的な参加状況を評価します。 



授業コード X33030300A （認定科目名：地域調査演習２） 

授業科目 地域調査演習２ 単位 2 

担当者 網島 聖 シラバスグループ X30300 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

人文地理学のフィールドワークに関する講義と御土居に関する京都市内での実習 

 

■授業の概要 

地域の歴史や地理を正しく理解するためには、フィールドワークを適切に行うことが欠か

せない 。この講義では、人文地理学のフィールドワークにおいて留意すべき諸注意点と、

下調べとして調査対象の基礎知識について学んだ上で、実地での巡見調査を体験する。ま

ず、初日にはフィールドワークの理念や方法論について概説した上で、下調べの方法と調

査対象とする史跡の御土居について座学で学習する。その上で、2 日目には本学周辺を中

心にした地域で史跡の御土居に関する実地のフィールドワークを体験し、 テーマに沿っ

たフィールドワークの計画と実施について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義の目的は、人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論について学習す

ることで、フィールドワークの意義を正しく理解し、適切に実施する能力を涵養すること

にある。これにより、受講者各人がそれぞれの研究課題に対して適切なフィールドワーク

を計画できるようになることを目指す。したがって、受講者には常に学んだ内容を自身の

関心や興味の対象に当てはめて応用する視点を持って参加していただきたい。成績評価に

ついては、フィールドワークへの参加状況、およびリポートによって総合的に評価する。 
 

■到達目標 

①人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論を適切に説明できる。|

②自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切に計画するこ

とができる。|③自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切

に実施することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 フィールドワークへの積極的な参加状況を評価します。 



授業コード X33050200A （認定科目名：京都学特講２） 

授業科目 京都学特講２ 単位 1 

担当者 髙田 祐介 シラバスグループ X20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

明治維新と京都ー史蹟の政治文化ー 

 

■授業の概要 

明治維新における混乱の中、京都は政治的中央として浮上しながらも、維新後、東京遷都

の影響で一時低迷します。一方で、維新期は全国的に史蹟への注目が集まる時期にもあた

っており、このような政治的変革期に際し、京都そのものあるいは京都の史蹟はいかに変

遷したのでしょうか。そしてその後、現在の京都という空間はどのように形づくられてい

ったのでしょうか。王政復古と伝統の創出をキーワードに、史蹟などを取り上げながら、

政治文化史的な視角に基づいて、その意味を考えたいと思います。また、講義の後、受講

生の関心にしたがい、テーマを定めて図書館の資料などを活用して調べ学習を行い、成果

の報告発表をしていただきたいと思います。受講者数や進捗に応じ、フィールドワークを

行う場合があります。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義そのもののみならず、受講生各自がそれぞれの興味関心にしたがってテーマを定め、

これについてさまざまな史料を調査して、成果にまとめることで、歴史学的な研究の視角

と方法論の基礎を学び身につけることを目的とします。そのうえで、京都のフィールドワ

ークが自身で行なえ、卒業研究などにつなげられるようになればより良いと考えます。 
 

■到達目標 

明治維新を挟み近世から近代へ移行するなかでの京都や史蹟の変化について、

講義内容を理解して、各自で調査が行なえ、歴史学的な研究視角の定め方と研

究の方法論についての基礎を身につけることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X33060100A （認定科目名：京都学特講３） 

授業科目 京都学特講３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ X10310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都と芸能 

 

■授業の概要 

京都は１０００年の都であり、常に日本の歴史の中心であったという都市の個性を有しま

す。そのため、多くの文化や芸能が育まれました。|本講義では京都の歴史にそいながら、

京都を軸に誕生し大成した芸能について考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

①京都の歴史と文化・芸能との関係を知り、文化史・芸能史としての京都の位置づけを把

握することを大きな目的とする。||②そのうえで、京都と芸能との関係を知るための重要な

史蹟などの知見を深める。| 
 

■到達目標 

（１）京都と日本芸能の相関を理解する。|（２）京都における芸能の史的展開

を、通史として把握する。|（３）京都文化の一端を知る。|（４）これらを、第

三者に解説できるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 30 理解度や到達度を確認し理解不足などを補うアセスメントテス

トを 3 回行ないます。あくまでも、理解を確認してもらう内容の

ものです。 

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード X33080200A （認定科目名：京都の歴史２） 

授業科目 京都の歴史２ 単位 1 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

史跡からみる京都の歴史 

 

■授業の概要 

長い歴史を有する京都には、町の至るところに史跡と呼ばれる豊かな歴史資源がありま

す。この授業では、史跡に注目つつ、平安遷都以前から近代に至る京都のあゆみをたどり、

京都の歴史と地域の魅力、特色について考えていきたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都の地域的特徴を理解することを目標とします。特に

政治や文化的側面に着目して、日本の歴史における京都の位置づけについて考えます。 

 

■到達目標 

・京都の地域的な特徴を理解し、説明できる。|・日本の政治・文化における京

都の位置づけを理解し、説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 授業の内容を理解し、自分の考えや意見を、根拠を明確にしなが

ら的確に記されているか、また論理的に叙述されているかを評価

します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード X33090300A （認定科目名：京都の歴史３） 

授業科目 京都の歴史３ 単位 1 

担当者 宮本 敦恒 シラバスグループ X30310 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の近代 

 

■授業の概要 

京都の近代をたどります。江戸時代に将軍の所在地であったであった江戸が、新生東京と

なり、|新しい支配者として天皇と公家が東京に現れました。天皇がいなくなったその後の

京都はどのよ|うな都市として存在していくのか。戦争の影響、経済構造の変化、近代的に

国土や都市が改造さ|れていくなど、様々な要因が絡み合う中で京都がどのように変容しつ

づけていくのか。今回は明|治から大正、昭和、第二次世界大戦へというスパンで、京都と

いう都市とその近郊を歴史的に追|っていきたいと思います。また、講義の進み具合を見て、

図書館での実習講義も考えています。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都という地域の目線で近代を捉え直し、位置づけ直すことが講義のねらいです。近代京

都を|単純に賞賛するだけでなく、他の諸都市と同じような苦しみの中から再生してきた過

程をたどり|ます 
 

■到達目標 

各自の持っている「京都像」と、講義の中で考えるようになった「京都像」を比

較して、もう一つの「京都論」を受講生が作り出せるようになることが到達目

標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 後に、ある観光資源を説明する文章をまとめていただきます。

読んだ人が「行ってみたい」と思えるような文章を書くことが出

来るかどうか、が成績評価の基準です。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X33110300A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能２） 

授業科目 京都の伝統芸能２ 単位 1 

担当者 樽井 由紀 シラバスグループ X30320 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

民俗芸能は、地域で協力して生活する人々が暮らしの中で々伝承する芸能です。一生懸命

に働く人々が、豊かな実りと平和な毎日を願いながら伝えてきました。京都市でも祭りの

中に数多くの民俗芸能が伝承されています。この講義では、京都市内に伝わる民俗芸能、

特に盆踊りを中心に、その内容、歴史を理解し、地域との関わりを学びます。映像資料、

文献資料から、それぞれの民俗芸能の特徴を捉えるだけでなく、教室の外へ飛び出し、フ

ィールドワークを行うことでより身近に感じて欲しいと思います。 
 

■授業の概要 

京都市内に伝わる民俗芸能を中心に学びます。歴史や内容を文字で確認した後、映像資料

によってさらに理解を深めます。フィールドワークは芸能の舞台となる寺院へ実際に足を

運びます。また、受講生の方による発表も予定しています。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも興味を持

つ。|| 

 

■到達目標 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも

興味を持つ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  

･その他 0  



授業コード X33120100A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能３） 

授業科目 京都の伝統芸能３ 単位 1 

担当者 八木 透 シラバスグループ X10320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の芸能民俗学 

 

■授業の概要 

京都に伝わる民俗芸能、特に大念仏狂言・六斎念仏・祇園囃子と踊り・松上げと盆踊りに

ついて紹介する。またできる限り映像資料も使用する予定である。 

  

■授業の目的・ねらい 

京都に伝わる民俗芸能の特質について基礎を修得させる。 

 

■到達目標 

京都に伝わる民俗芸能の特質とその背景に見られる民俗信仰について修得する

こと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 リポート試験を実施する 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X33130300A （認定科目名：発展研究ゼミ１） 

授業科目 発展研究ゼミ１ 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成に向けた、テーマ設定および発表 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。|受講生が卒業論文のテーマを設定したり、テーマに沿って報告を行なうことに

する。||受講生は自らの論文作成に向けた報告をするとともに、他の受講生の報告に対して

も、自らの知識や経験をもとに質問や感想を講義者とともに出してもらい、報告者の卒業

論文作成に資するようにしたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

本講は卒業論文作成に向けた、問題意識の明確化、論の構成や論文作成の進度、さらには

課題を確認し、卒業論文の作成作業を前進させることを目的とする。|| 

 

■到達目標 

受講生の進度によっても異なるが、卒業論文の作成に向けて、一歩でも前進す

ること。||テーマ設定ができていない者は、テーマ設定を行なったり、テーマ設

定をするために必要な作業を明確にする。||論文作成に取り掛かっている者は、

現時点での課題を解消するための手がかりを得るようにする。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 20%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.10000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X33140200A （認定科目名：発展研究ゼミ２） 

授業科目 発展研究ゼミ２ 単位 2 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ X20330 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化領域の研究方法 

 

■授業の概要 

研究論文ができあがるまでの過程を具体的に紹介しながら、どのようにして研究論文を執

筆するか、その準備や手順、方法などを確認しながら、卒業論文につなげていく研究方法

を考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

参考文献の検索や史資料の探し方、レジュメの作り方、研究発表の仕方、研究論文執筆に

おけるマナーやエチケット、アカデミックライティングなどについて解説し、それらを習

得していただいたうえで、卒業論文執筆がはかどっていく力をつけることを目的としま

す。 
 

■到達目標 

つぎのような点を理解し身につけることを到達目標とします。|（１）参考文献

の検索と方法|（２）史資料の探し方|（３）レジュメの作り方|（４）研究論文執

筆におけるマナーやエチケット、アカデミックライティング|（５）研究発表の

仕方 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X33150200A （認定科目名：発展研究ゼミ３） 

授業科目 発展研究ゼミ３ 単位 2 

担当者 八木 透 シラバスグループ X20050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

卒業論文作成に向けての基礎ゼミ 

 

■授業の概要 

受講生各自の卒業論文のテーマについて、発表を中心にテーマの適切性や論文執筆に向け

ての具体的な指導を行う。 

  

■授業の目的・ねらい 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させるとともに、卒業論文執筆に向けての取り組

み方と進め方を修得させる。 

 

■到達目標 

受講生諸氏の卒業論文のテーマを具体化させ、実際に卒業論文執筆に向けての

取り組み方と進め方を修得すること。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 60  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X33160100A （認定科目名：発展研究ゼミ４） 

授業科目 発展研究ゼミ４ 単位 2 

担当者 嶋谷 和彦 シラバスグループ X10040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

考古学からみた日本の中近世史 

 

■授業の概要 

近年の遺跡の発掘調査は中近世をも対象とし、その成果は新しい歴史像を構築している。

本授業では、 新のデータに基づき、考古学の立場から、日本各地の中近世都市遺跡の調

査成果にも触れながら、「職人と生産」・「貨幣と流通」・「沈没船と対外交易」・「信仰と宗

教」などの要素も取り入れながら、全国的・東アジア的視野で、日本の中近世史を概観し

ていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

本授業の学習内容の要点は、日本の中近世史を考古学的に捉えることである。授業中の話

を正しく理解し、中近世都市の空間構造やそこに生活した人々の姿を歴史の中で位置付

け、認識することを目的とする。又、授業で与える課題に対するリポート作成を通して、

今後の本格的な論文作成に向け、実践的な「予行演習」とすることも授業のねらいの一つ

である。 
 

■到達目標 

授業内容の正しい把握、および各自の関心のあるテーマ設定に基づく口頭発表・

リポート作成を到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.59999999999999998 各自の授業内発表を元に文章化してリポートとして作成 

･授業内発表 20% 各自の口頭発表（可能な限りﾚｼﾞｭﾒ配布） 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 出席状態、および他の受講生の発表に対する質問などの

授業に対する姿勢や意欲 



授業コード X50010200A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

歴史文化研究のための「はじめの第一歩」 

 

■授業の概要 

コース、専門分野を問わず、大学において論文を執筆し、研究を進めるために必要なこと

を学修します。したがって、研究とは何か、論文とはどういうものかについて概略を述べ

たうえで、個々人が研究を進めるにあたって必要とされる、実践的なスキルの習得を目指

します。図書館や資料室の利用に始まり、研究のための文献の探し方、入手の仕方などを

習得します。また、文献を読んだり、史料の分析をする際に役立つデータベースの利用に

ついても解説します。講義内では自分の研究に必要な文献を探し、文献リストの作成を行

い、実際にそれらの文献を入手しようとするところまでを課題とします。そこまでできる

ようになれば、通信課程の学生もそれぞれの場所にあって少しずつ研究を進められるよう

になるはずです。 
  

■授業の目的・ねらい 

それぞれが卒業論文執筆に向けて、歴史文化研究の第一歩を踏み出すことが目的であり、

同時に到達目標です。具体的には、研究に必要な文献を探索、入手し、読み進めることが

できるようになることです。 
 

■到達目標 

・図書館・資料室を利用し、研究に必要な文献を探すことができる|・ポータル

サイトや歴史文化に関わるデータベースを活用して、研究に必要な情報や資料・

文献を探すことができる。|・工具書類を利用しながら、文献を読み進めること

ができる。|・研究論文の構成を理解し読むことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 30  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 70 参考文献の調査やリストの作成、授業内発表などを総合的に評価

します 

･その他 0  



授業コード X50010300A （認定科目名：基礎ゼミナール） 

授業科目 基礎ゼミナール 単位 2 

担当者 大野 啓 シラバスグループ X30010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

大学での学び、レポートや卒業論文作成のための基礎的作業（テーマの設定、文献検索、

文献の選択、収集方法など）の方法を修得する。 

 

■授業の概要 

大学生の勉学の集大成ともいえる卒業論文作成は、学生生活において大きな意味を持つも

のである。||卒業論文作成に当たって、 も重要なのが何をテーマにするのかということで

ある。そのためには、先行研究や資料を探す作業は不可欠である。本講義では 初に図書

館で資料献策の概要について説明した後に、各自の興味関心にしたがって、論文や資料の

文献一覧を作成してもらうことにする。|||| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では論文作成に向けた基礎的な作業の方法を獲得することを目的とする。 

 

■到達目標 

本講は文献の検索ができることを 低限の目標とし、可能であれば研究テーマ

を設定するための文献一覧を作成することを目的とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.69999999999999996  

･授業内発表 10%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.20000000000000001 授業内発表中の質問や感想等 



授業コード X51140200A （認定科目名：京都学入門１） 

授業科目 京都学入門１ 単位 2 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ Q20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

古代・中世の政治・文化と都のすがた 

 

■授業の概要 

この授業では、歴史学の観点から京都の地域的な特色を考えます。日本の都となった京都

は、政治・経済・文化の中心地として繁栄を極めるとともに、都市化のなかで様々な問題

をも抱えてきました。古代・中世の京都において、人々が如何なる問題に直面し、克服し

てきたのかを考えたいと思います。|また、京都の市街地は現在も平安京以来の碁盤目状の

都市構造を特徴としていますが、長い歴史の中で、都のすがたは時代の変遷とともに、為

政者の、そして民衆の力によって、大きく変容しました。政治や文化の力によって、都市

の姿がどのように変化してきたのか、史料を読み進め、絵巻や図版を参照しながら具体的

に検討してゆきたいと思います。| 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都をみつめる視点を養うことを目指し、特に古代・中

世における京都の地域的特徴を理解することを目標とします。 

 

■到達目標 

・京都の古代・中世の歴史についての基礎的事項を理解し、説明できる。|・日

本の歴史における京都の位置づけを理解できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 課題について、根拠を明確にしながら的確な内容が記されている

か、また論理的に叙述されているかを評価します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード X51150200A （認定科目名：京都学入門２） 

授業科目 京都学入門２ 単位 2 

担当者 貝 英幸 シラバスグループ Q20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

京都の歴史と京都学 

 

■授業の概要 

平安京の衰退とともに成立した「京都」は、その後いかなる歴史を歩んできたのだろうか。

いわゆる「京都」の成立は、歴史的には平安時代の終わり頃とされるが、現代京都に通ず

る「京都」の成立はさらに時代を下り、室町・戦国期を待たねばならない。|本授業では、

現代の京都へのつながりに留意しながら、室町戦国以降の「京都」について都市史的な観

点から考える。あわせて「京都」を学習・研究の対象とする「京都学」についても、地域

学の観点から考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義を通じて以下の諸点を理解したい。|(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のな

かで理解する|(2)「京都」において展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理

解する 
 

■到達目標 

(1)「京都の歴史」の特徴を現代京都への連続のなかで理解する|(2)「京都」にお

いて展開した文化の諸相を知る|(3)京都学の特徴と課題を理解する 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20  



授業コード X52110100A （認定科目名：地理学文献研究） 

授業科目 地理学文献研究 単位 2 

担当者 上野 裕 シラバスグループ X10010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

「都市の近代化」を読み解く 

 

■授業の概要 

地理学の中でも歴史地理学で扱われる、明治以降の都市の近代化について、前近代からの

連続性と断絶性という視点を重視し、これまでの事例研究を紹介しつつ検討を加えてい

く。そのことから都市史における地理学研究の有用性についても考えてみたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

近代の歴史に関わる制度・計画・生活様式等々とそれらの相互関係からなる近代都市の全

体像を、既往文献の研究成果を通して読み取りかつ課題について検討することが本講義の

目的となる。 
 

■到達目標 

都市の近代化における変容過程の理解、および文献解題の基礎的力の習得と研

究課題をみいだすこと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 10  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード X52120200A （認定科目名：地誌学文献研究） 

授業科目 地誌学文献研究 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X20020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図・統計資料を通じて地域の姿を浮き彫りにしよう 

 

■授業の概要 

地誌学は様々なスケールの地域を対象に、その地域における多様な要素について丁寧に調

べ、その調べた結果を総合的に検討し、地域の性格を読み解くものです。本講義では日本

の各地を対象に地図・統計資料・文献資料を読み解く作業を通じて、地域的差異や共通性

を確認し、地域の性格を明らかにしていきます。各諸要素を丁寧に見ていくことで 終的

には自然と文化によって紡ぎ出された地域の姿を浮き彫りにしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識について理解する。| ② 地図・統計資料等の

記載情報について理解する。| ③ 地図・統計資料等に基づいた地域的性格について理解

する。| ④ 各諸要素を丁寧に調べ、総合的に検討する。| 
 

■到達目標 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識について説明できる。| ② 地図・

統計資料等の記載情報について説明できる。| ③ 地図・統計資料等に基づい

た地域的性格について説明できる。| ④ 各諸要素を丁寧に調べ、総合的に説

明できる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。| 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  ① 丁寧な作図が行うこと。| ② 正確な計算が行えているこ

と。| ③ 資料を正確に読み取れていること。 

･その他 0  



授業コード X52130300A （認定科目名：考古学文献研究） 

授業科目 考古学文献研究 単位 2 

担当者 小池 寛 シラバスグループ X30020 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

考古学及び関連分野の基本的な文献を解題し、原始古代の社会をどのように復元してきた

のかを探ります。 

 

■授業の概要 

考古学をはじめ、考古資料を多様に解釈する際の根拠となる民族学・文化人類学・民俗学・

宗教学・文献史学・歴史地理学・地名学・政治経済学・言語学・気象学・地震研究・音楽・

臨床検査学などの関連分野の基本的な文献を解題するとともに、発掘調査の事例をプレゼ

ンテーションで紹介し、考古学的調査の実際を学習します。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

(1) 考古学研究の基礎は、精緻な測量図や遺物実測図ならびに出土地名表などをく読み解

くことから始まります。図表の解釈によってどのように原始古代の社会を復元してきたか

の実際について学びます。|(2) 考古学研究を進めるうえで関連分野のどの部分を取り入

れてきたのか、について文献を解題しながら、その実際を学びます。|(3) 京都の文化遺産

を理解するうえで、重要な発掘調査の事例をレゼンテーションで解説します。|(4） 展示図

録や報告書などのレイアウトの基本を簡単な作業を通して体験します（コーヒーブレイ

ク)。 
 

■到達目標 

考古学研究を行ううえで必要な図表を読み解き、考古資料を解釈するための関

連分野の多様性について理解する。を到達目標とします。 | 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 初の授業開始時に、リポートの課題を提示します。 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 全講義受講が前提ですが、9 コマの出席状況も評価対象とします。 



授業コード X52150300A （認定科目名：地理学特講２） 

授業科目 地理学特講２ 単位 1 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X30030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

歴史地理学における景観復原の方法 

 

■授業の概要 

過去の景観を研究対象とする歴史地理学にとって、その多くが失われてしまった景観と言

えます。そこで必要となるのが「景観復原」です。本講義では、歴史地理学にとっての景

観復原の意義、景観復原の方法、具体的な史資料を用いた景観復原尾実践例、景観復原の

抱える問題点について学んでいきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 歴史地理学における景観復原の意義を理解する。| ② 景観復原の方法を正確に理

解する。| ③ 景観復原に用いる史資料の有効性・限界性を理解する。| ④ 景観復原の

問題点について理解する。 
 

■到達目標 

 ① 歴史地理学における景観復原の意義を説明できる。| ② 景観復原の方

法を正確に説明できる。| ③ 景観復原に用いる史資料の有効性・限界性につ

いて説明できる。| ④ 景観復原の問題点について説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標を

踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成されている

こと。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52160200A （認定科目名：地理学特講３） 

授業科目 地理学特講３ 単位 1 

担当者 井上 学 シラバスグループ X20030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の都市の発展から見た観光都市の成立 

 

■授業の概要 

京都市は国際的・歴史的な観光都市です。それを支える観光資源は歴史的な積み重ねとと

もに「発見」されてきました。|本講義では京都の歴史的な都市の発展を通じて観光資源が

どのように発見されてきたか学びます。同時に、他都市の事例も紹介しながら現代観光の

トレンドを理解します。 
  

■授業の目的・ねらい 

・歴史と地理をふまえた京都の観光コンテンツの蓄積と消費の特徴を理解すること|・地域

資源の発見のプロセスを理解し、自身の関心のある地域でも同様の手法が可能か検討する

こと|・観光における課題、特にオーバーツーリズムに対してどのように地域が取り組んで

いくべきか検討できること 
 

■到達目標 

・京都市の事例を通じて、他都市の地域特性を理解すること|・自身の関心のあ

る地域や日本における観光の展望について各自が意見を述べられること 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52180200A （認定科目名：考古学特講２） 

授業科目 考古学特講２ 単位 1 

担当者 江 介也 シラバスグループ X20040 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

東アジアの墳墓文化を学ぶ 

 

■授業の概要 

本講義では、東アジアにおける、墳墓をめぐる考古学について考える。発掘調査された多

種多様な墳墓とそこから出土した遺物をビジュアルに紹介しながら、どのような資料によ

り、どのような分析検討を経て、どのようなことが明らかになるのか平易に説明していく。

|    東アジア（主に中国大陸・朝鮮半島・日本列島）の墳墓文化は、東アジア各地域それ

ぞれでの内的発展と、それら各地域間の交流により形成され、時にシルクロードなどを経

た域外文化の影響も受けつつ、多様な変遷・発展を遂げてきた。日常生活文化もその中に

反映されており、内容がきわめて豊かである。|    また、東アジアの墳墓文化の変遷・多

様性には、国家・政権・民族間の外交関係や戦争のほか、交易その他による物質文化交流、

宗教・思想の伝播、移住など多方面の背景要因があり、それらを考古学がどのように明ら

かにしているのか話していく。| 
  

■授業の目的・ねらい 

東アジア各地では人の死をどのように捉え、どのように葬るべきと考え、どのような墓を

営んだのか。ビジュアルな具体的墳墓の発掘調査成果を通じて、東アジアにおける各地域・

各時期の墳墓観・死生観を感じ、考え、理解してもらいたい。|   そしてそのために必要

な、墳墓考古学の基礎知識と、墳墓観・死生観の基盤となる宗教・思想の基礎知識を身に

つけてもらいたい。 
 

■到達目標 

墳墓考古学の基本資料を見分ける能力とそれらについての基礎知識を習得す

る。また東アジアにおける墳墓文化の地域性（地域的特徴・差異）についての基

本的知識の獲得と、その背景としての墳墓観や死生観の概要を理解するととも

に、簡単な説明ができるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.29999999999999999 2 日目と 3 日目の予習提出課題（要約） 

･その他 0  



授業コード X52190100A （認定科目名：考古学特講３） 

授業科目 考古学特講３ 単位 1 

担当者 竹原 伸仁 シラバスグループ X10020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

考古学からみた古代文化 ―都城と官衙遺跡を中心に― 

 

■授業の概要 

主として考古学的な見地から飛鳥～平安時代（７～９世紀）＝古代の文化を検討する。|今

日の官僚制の原点は、今からおよそ 1300 年前の飛鳥～平安時代にさかのぼる。このころ

に築造された都城や官衙の建物は、寺院にごく一部転用されてはいるものの、平城宮をは

じめ遺跡として地中に埋没しているケースがほとんどである。当然、普段は目にすること

ができないことから、その存在については意外と知られていない。|そこで、「発掘調査」

という考古学的な手法を使って、地中に埋没している対象物の実態を明らかにし、当時の

律令的国家制度や都城制、地方官衙の実態について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

考古学的見地から都城（藤原京・平城京など）と官衙遺跡（国府など）の様相を探る。|概

ね、考古学及び文字史資料研究の成果を基本に、都城や官衙遺跡のありようと景観、意外

と知られていない地方官衙の実態の復原などをテーマとする。 
 

■到達目標 

１．都城と官衙遺跡の様相について、正確かつ先進的な理解や観察力を体得す

る。|２．考古学及び文字史資料研究の成果から、都城や官衙遺跡のありようと

景観、地方官衙の実態を理解する。|３．官僚制の原点を探り、日本の政治的支

配機構の礎を知る。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 70 講義に関連したテーマでレポートを期日までに作成してもらい、

到達目標に示した視点で論述できているかによって評価する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30 各講義日に出席者から質問をしてもらった上で、それに基づいて

簡単なディスカッションを行い、理解度について評価する。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52210300A （認定科目名：地図情報学２） 

授業科目 地図情報学２ 単位 1 

担当者 鈴木 亜香音 シラバスグループ X30040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

地形図の基礎知識と地図情報 

 

■授業の概要 

 私たちの身の回りには、様々なバリエーションの地図が存在しています。日常的に目に

する地図の大半は特定の目的をもった地図（主題図）ですが、主題図の作成や地理学的研

究の基礎資料として利用される地図が地形図（一般図）です。地形図といっても、縮尺の

違いによって読みとることができる情報の質・量は大きく異なります。本講義では目的に

応じて地図を利用できるようになるために、地形図を主な事例として地図から読みとるこ

とができる地図情報について学習します。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 地形図に関する基礎知識を習得する。|② 地形図から地図情報を読みとることができ

るようになる。|③ 目的に応じた地形図を選ぶことができるようになる。|④ 地形図の地

図情報を適切に説明することができるようになる。 
 

■到達目標 

① 地形図に関する基礎知識を習得している。|② 地形図から地図情報を読み

とることができる。|③ 目的に応じて地形図を選ぶことができる。|④ 地形図

の地図情報を適切に説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002 地形図および地形図の地図情報の理解度、作成した地図

に対する説明の論理性を評価基準とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 授業内で作図する課題を設けます。課題への取り組み、作

業結果を評価基準とします。 

･その他 0  



授業コード X52220300A （認定科目名：地図情報学３） 

授業科目 地図情報学３ 単位 1 

担当者 鈴木 亜香音 シラバスグループ X30050 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

地図に関する基礎知識と地図情報 

 

■授業の概要 

 私たちの身の回りには、様々なバリエーションの地図が存在しています。地図と一口に

いっても、地形図や都市計画図、地図帳だけでなく、バス・鉄道の路線図、観光案内図な

どもある特定の目的に沿って作られた地図の一つです。しかし、地図が作成される目的は

それぞれ異なるため、地図に含まれる情報の質・量は異なります。この授業では地図に関

する基礎知識を学び、地図によって異なる地図情報とは何かを理解して地図を活用できる

ようになることに重点を置き、講義を進めます。 
  

■授業の目的・ねらい 

① 地図に関する基礎知識を習得する。|② 地図から必要な情報を読みとることができる

ようになる。|③ 目的に応じた地図を選ぶことができるようになる。|④ 地図情報につい

て適切に説明することができるようになる。 
 

■到達目標 

① 地図に関する基礎知識を習得している。|② 地図から必要な情報を読みと

ることができる。|③ 目的に応じた地図を選ぶことができる。|④ 地図情報に

ついて適切に説明することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.90000000000000002 地図と地図情報の理解度、適切な用語の使い方や文章の

論理性を評価基準とします。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0.10000000000000001 授業内で受講生に地図を紹介してもらう課題を設けま

す。地図に対する理解度、説明の正確さを評価基準としま

す。 

･その他 0  



授業コード X52310200A （認定科目名：民俗学文献研究） 

授業科目 民俗学文献研究 単位 2 

担当者 中嶋 奈津子 シラバスグループ X20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

『遠野物語』から読み取る信仰と人々の暮らし 

 

■授業の概要 

 明治 43 年に刊行された『遠野物語』は、昔、岩手県遠野地方に生きた人々の信仰や生

活などを今に伝える貴重な記録である。講義では、『遠野物語』を民俗誌として捉え、神々

とともに生きた人々の生活の背景と、信仰を基盤として生まれた文化について、資料を活

用しつつ読み取る。また、関連文献を読み、『遠野物語』研究について学ぶ。 
  

■授業の目的・ねらい 

・民俗学研究において、フィールド調査に加えて文献・資料の調査が重要であることを理

解し、それを活用できるようになる。|・文献と関連資料を読み、当時の社会背景や生活の

様子を読み取る。その変遷について考察できるようになる。|| 
 

■到達目標 

・地域文化を学ぶ上で、文献資料から得る情報の重要性を理解し、かつ文献資

料を活用できるようになる。|・地域文化の継承と変遷を、文献資料を通して東

北地方の事例から学ぶ。そして身近な地域における事例についても、着目する

ことができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50 発表の内容を反映したリポートを作成していただきます。 

･授業内発表 40 発表のポイントを講義の中で説明します。 

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 10 講義での取り組み（質問など）。 



授業コード X52320300A （認定科目名：文化人類学文献研究） 

授業科目 文化人類学文献研究 単位 2 

担当者 孫 潔 シラバスグループ X30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

本講義では、フィールドワークにもとづいて書かれた複数の文献を通じて、民族や観光や

食文化など、文化人類学の重要テーマに関する文献を扱い、様々な社会や文化についての

数篇の文献を比較検討していきます。文献で取り上げる社会や文化に関する理解と知見を

深めるとともに、特定の課題を深化させる研究のプロセスを受講生がマスターすることを

目標とします。 
 

■授業の概要 

本講義では、観光、文化財、食文化などといった文化人類学の人気テーマに関する文献を

講読することを通じて様々な民族・文化についての理解を深めます。また、文化人類学の

基本的考え方を学ぶと同時に、自己を取り巻く社会・文化の多様性への眼差しを拡張させ

ることを目指します。| 
  

■授業の目的・ねらい 

本講義では、観光、文化財、食文化などといった文化人類学の人気テーマに関する文献を

講読することを通じて様々な民族・文化についての理解を深めます。また、文化人類学の

基本的考え方を学ぶと同時に、自己を取り巻く社会・文化の多様性への眼差しを拡張させ

ることを目指します。| 
 

■到達目標 

本講義では、文化人類学の基本的な考え方に対して理解を深めるとともに、文

献講読の方法やプレゼンの基本技術を身につけることも目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 予習と復習など 



授業コード X52330300A （認定科目名：神話・伝承学文献研究） 

授業科目 神話・伝承学文献研究 単位 2 

担当者 斎藤 英喜 シラバスグループ X30110 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

いざなぎ流と民間陰陽師の世界 

 

■授業の概要 

高知県旧物部村につたわる民間信仰・いざなぎ流の世界を紹介していきます。とくに家の

祭祀に関する映像記録を見て、祭りの全体をつかみ、さらに太夫たちが読む「祭文」の解

読をするなかから、いざなぎ流と民間陰陽師の関係を認識していきます。||そのテキスト解

読を通して、陰陽道の歴史とともに民俗文化に与えた陰陽道の役割を知ること 
  

■授業の目的・ねらい 

いざなぎ流に関する文献を読みながら、民俗学と陰陽道の関係について学び取ることが授

業の目的とねらいです。 

 

■到達目標 

いざなぎ流と民間陰陽師の世界をきちんと説明できることが到達目標 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 0.90000000000000002 指定するテーマについて、授業内の要約と自己の考察 

･授業内発表 5% 授業内での質疑など 

･授業内試験 0  

･授業内課題 5 授業の途中までの要約 

･その他 0  



授業コード X52350200A （認定科目名：民俗学特講２） 

授業科目 民俗学特講２ 単位 1 

担当者 樽井 由紀 シラバスグループ X20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本人は温泉好きだが、温泉の歴史や民俗についてはあまり知られていないようだ。古く

からの温泉地には、必ず薬師や観音などの神仏が祀られ、前近代の湯治はこうした神仏の

ご利益にあずかるものであった。江戸時代になると参詣と湯治がレジャー化し、有馬温泉

のように日本随一の名湯も「湯女でもつ」サービスを売り物にするようになる。明治にな

ると、西洋医学の権威のもとで温泉の医学的効能を基礎として、温泉地全体が近代化して

いく。温泉の歴史と民俗の理解を通じて、日本人の暮らしを考えたい。 ||| 
 

■授業の概要 

・温泉の歴史と民俗を学ぶ。| 

  

■授業の目的・ねらい 

・温泉の歴史と民俗の理解を通じて日本人の暮らしを知る。| 

 

■到達目標 

温泉の歴史と民俗を学ぶ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 50  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10  

･その他 10  



授業コード X52360300A （認定科目名：民俗学特講３） 

授業科目 民俗学特講３ 単位 1 

担当者 村田 典生 シラバスグループ X30120 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

流行神と干支参り 

 

■授業の概要 

 それまではあまり知られていなかった神仏にある日突然参拝者が押し寄せる。「あの神

社にお参りした人が宝くじにあたった。」、「あっちのお寺の仏さまにお参りしたら病気が

治った。」など利生が喧伝されて人々の群参を呼ぶ。こうした現象を神仏を問わず「流行神

（ハヤリガミ）」という。| こうした現象は時代を問わず発生しており、近年ではその年

の干支にゆかりの社寺に初詣を兼ねて参拝するケースが目立つ。今年は子年だったのでネ

ズミにゆかりのある社寺に多くの人々が押し寄せた。来年は丑年なので牛にゆかりの社寺

が注目されるだろう。| そこで年末に開講される本講義では干支にゆかりのある社寺に注

目するとともに、様々な流行神を概観したい。人々はなぜ今まで知らなかった神仏に参拝

するのか、すなわち神仏が流行するとはどういうことなのかを考えてみたい。| 時間があ

ればフィールドワークとして学外に出ることも検討している。 
  

■授業の目的・ねらい 

スクーリングが年末にあることから干支参りを事例として、流行神にスポットをあてる。

流行神は民間信仰、民俗宗教の重要なテーマであることから、ここを入口として民俗学に

興味関心を持ってもらいたい。そして大勢の人々の神仏に対する思いを民俗学的な視点か

ら学習してもらいたい。 
 

■到達目標 

自分の言葉で流行神について概要が説明できる。干支参りや流行神を通じて民

間信仰、民俗宗教について自らの考えを述べることができるようになる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.40000000000000002  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0.29999999999999999 出席、授業態度 



授業コード X52380200A （認定科目名：文化人類学特講２） 

授業科目 文化人類学特講２ 単位 1 

担当者 東城 義則 シラバスグループ X20120 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

他者の理解を通して自己を省みる 

 

■授業の概要 

この授業では、他者を理解することを通して、自己および自己の社会を新たな視点から見

つめ直します。まずは、文化人類学の研究の方法を理解します（第 1 回～第 3 回）。その

上で、その方法に基づき、儀礼、親族、贈与といった研究の対象を分析します（第 4 回～

第 6 回）。 後に、その分析を踏まえて、他者と自己とを比較し考察することで、自己およ

び自己の社会について再考します（第 7 回～第 9 回）。この授業では特に、ベトナムの少

数民族であるモン族を取り上げ、死者とともに生きるモン族の生き方を参照しながら、彼

らと自身とのあいだの差異と類似性について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

①文化人類学の研究の方法を、把握する。|②文化人類学の研究の対象について、理解する。

|③文化人類学の視点に基づき、自己と他者を比較し考察する。 

 

■到達目標 

①文化人類学の基本的な研究の方法および視点について、説明できるようにな

る。|②儀礼、親族、贈与といった文化人類学の研究の対象について、説明でき

るようになる。|③他者の理解を通して自己を省みることにより、自己および自

己の社会の特徴について、説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験を予定している 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52390100A （認定科目名：文化人類学特講３） 

授業科目 文化人類学特講３ 単位 1 

担当者 鈴木 文子 シラバスグループ X10100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

文化とは何か 

 

■授業の概要 

  これまで文化人類学は、同時代の異文化社会を対象として、主としてミクロなコミュニ

ティー調査を中心に、生活文化や「民族」を研究してきた。しかし、近年、文化に対する

認識が変化し、むしろそれらが歴史的にどのように生成されてきたかに関心をもつように

なっている。| 本講義では、文化人類学における主要なトピックをもとに、文化を歴史的

時間軸をもとに分析し、文化とは何か, 文化人類学のフィールドワーク資料, 民族誌的方

法論をもとにした知見から考えていく。 
  

■授業の目的・ねらい 

①文化人類学的なアプローチから、歴史を研究していく方法、視点を理解する。|②「文化」

の構築性について理解する。|③フィールドワークと文字資料の関係性を理解する。 

 

■到達目標 

①文化概念の多面性を理解し、説明できる。|②歴史的時間軸のなかで生成、変

容する「文化」について、経済、政治、国家やイデオロギーの影響などを理解

し、説明できるようになる。|③民族誌的研究視点,、フィールドワークと歴史研

究の関連を説明できるようになる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 講義内容について、論述式のテストをおこなう。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 トピックごとにリアクション・ペーパーを求める。 



授業コード X52410200A （認定科目名：神話・伝承学特講２） 

授業科目 神話・伝承学特講２ 単位 1 

担当者 村田 真一 シラバスグループ X20130 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

戦場の八幡神 ― 八幡信仰史探究 ― 

 

■授業の概要 

八幡神は、現在、祭られる神社の数がもっとも多く、日本の神仏信仰を代表する神とも言

えます。そして、それはただ神社の数だけの問題ではなく、歴史上、八幡神は、時の政権

と密接な関係を結び、あるいは人々の加護や救済の願いに応じて、各地に勧請され鎮座す

る場を増やしていきました。ゆえに、八幡信仰は、日本の神仏信仰の歴史的展開における

注目するべき一面を担うものとしてあったということができるでしょう。|そこで、この授

業では、八幡信仰の歴史的展開について「戦場」にまつわる問題を中心に学び、日本の神

仏信仰についての理解を深めます。|その際、八幡神を軍神や武神など、単に軍事や戦勝の

祈願を受ける神として見るのではなく、日本の神信仰と仏教の関係が信仰上の問題として

どのように作り出され表現されているのか、という考察を行なうことが重要です。たとえ

ば、「八幡大菩薩」という仏教における救済者の称号を持つ八幡神が軍事的な国家守護を担

うということの意味が問われなければなりません。|以上のような八幡信仰の問題につい

て、具体的には、史書・縁起・軍記物などのいくつかの文献資料を用いつつ、古代におけ

る発生・登場（初出文献である『続日本紀』）から、中世における蒙古襲来を経た達成（『八

幡宇佐宮御託宣集』『八幡愚童訓』）までの歴史的な展開を神話・伝承学という視点から読

み解き、その意義を考えていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

基本的には、歴史的な信仰について、現代の理解を前提とするのではなく、歴史上の変化

を見据えつつ、その様相と意義を解明するための文献資料の読解方法を学ぶことが目的と

なります。|神話・伝承学の観点から、日本の神信仰について、「戦場」をめぐってあらわれ

る八幡神という具体的なテーマから理解することをねらいとします。 
 

■到達目標 

神話・伝承学の観点から、「戦場」をめぐって展開する八幡信仰の様相と意義に

ついて、文献資料に基づいて理解できたかどうかということが評価の基準とな

ります。||【到達目標箇条】|１：八幡信仰の古代から中世までの歴史的展開を神

話・伝承学の観点から理解する|２：日本の神仏信仰について、八幡神信仰の歴

史的展開と関連づけて理解する|３：日本の神仏信仰を論じるために神話・伝承

学の具体的な分析方法を身につける 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験を予定 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 100 リポート試験 



授業コード X52420200A （認定科目名：神話・伝承学特講３） 

授業科目 神話・伝承学特講３ 単位 1 

担当者 星 優也 シラバスグループ X20140 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

『古事記』『日本書紀』とその変容 

 

■授業の概要 

 「日本神話」と言えば『古事記』と『日本書紀』が思い浮かびます。しかし、この二つ

の文献は、物語の展開から記述、神の名前、思想など異なっています。「古代神話」「日本

神話」は、一つではないのです。| この講義では、『古事記』と『日本書紀』の違いを、物

語や神に注目して見てゆきます。また、両書の違いを比較する古代神話や神が解釈されて

来たのかにも触れ、「神話・伝承学」の視点からは『古事記』『日本書紀』をどのように読

めるのか、そして後半では、神話が平安時代や中世への変容・展開について考えます。 
  

■授業の目的・ねらい 

『古事記』と『日本書紀』の違いについて理解することが、授業での目標です。そうする

ことで、「日本神話」や「記紀神話」と呼ばれる日本の神話イメージを相対化し、古代の神

話について、文献を通して具体的に理解することが狙いとなります。また中世への変容や

展開に触れることで、神話を通して歴史を考えることに、思考を深めれると、より望まし

い。| 
 

■到達目標 

『古事記』『日本書紀』は異なる神話であることを理解することを、具体的な文

献を通して理解できるかが、評価の基準です。||【到達目標３条】|１．『古事記』

と『日本書紀』の違いがわかる。|２．神話や神が歴史的に変容することを理解

する。|３．神話学、文学、古代史、人類学における神話研究と「神話・伝承学」

の神話研究方法の違いを考えることができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52510200A （認定科目名：芸術文化文献研究） 

授業科目 芸術文化文献研究 単位 2 

担当者 川野 憲一 シラバスグループ X20200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教美術におけるテクストとイメージが持つ役割 

 

■授業の概要 

輪廻の苦しみから解放され、永遠の安らぎに満ちた生が支配するという“浄土”。特に阿弥

陀|仏が主催する西方極楽浄土は、多くの人々がそこに生まれることを願った究極の理想郷

でした。|本講義では、そのような阿弥陀仏に関するテクスト（経典、思想書）とイメージ

（絵画、彫刻）|を取り上げ、それらに込められた切なる願いに迫ります。また、阿弥陀信

仰の対極にある仏教と|して密教及び密教美術にも注目し、仏教における思想、美術の多様

性を浮き彫りにします。授業|は、下記のスケジュールで進める予定ですが、受講者の人数、

理解度、関心などにより一部変更|する場合があります。| 
  

■授業の目的・ねらい 

受講者が、浄土教美術にかかるテクストとイメージ双方の基礎的知識を習得し、それらが

生み出|された背景を理解することを 大の目標とします。また、一口に仏教、仏教美術と

言っても、浄|土教美術と密教美術では、その機能が全くことなることを理解し、仏教思想

及び美術の多様性を|認識することも重要です。更に、仏教が仏教以前から日本で培われて

きた聖なるものに対する基|層信仰と深い部分で融合し、日本人の間に広まっていったとい

う事実にも注意を向け、多角的な|視点から物事を分析するスキルを身につけましょう。 
 

■到達目標 

仏教美術の文献、イメージを分析する上での基本的スキルを獲得する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52530200A （認定科目名：芸術文化特講２） 

授業科目 芸術文化特講２ 単位 1 

担当者 植村 拓哉 シラバスグループ X20210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏教×美術 

 

■授業の概要 

 仏教美術は仏教思想を造形的に表現したものであり、その”かたち”には何らかの意図が

籠められていると考えられます。| そのような視点で日本美術史を繙いていくと、かたち

に表わされた思想に気づかされます。それは仏教美術を制作する際に関わった発願者や制

作者、そして時代的な要素（当時の思想や様式）などによる様々な”想い”が反映している

といって良いでしょう。|  本講義では、中世以降の仏教美術、特に、| １）法然没後の

浄土宗における仏教美術| ２）思想を独創的に造形に反映させた運慶の仏像|のふたつを

主題として、造形が持つ意味について様々な方向から考えてみます。鎌倉時代の仏像は”写

実性”の高い造形と語られますが、果たしてそれは”写実”なのかという点にも注目してみま

しょう。そして、何のために、何を表そうとしたのかという問題を考えてみたいと思いま

す。| 講義後半では、学外で臨地講義を予定しています。講義で触れた作例を実見しなが

ら学習することで、より実感的に理解の深まりが期待できるでしょう。 
  

■授業の目的・ねらい 

 仏教美術史を学ぶうえでは作品を自身の眼で実際に観て、感動し、実感し、理解を深め

ていくことが も重要になります。| 加えて、比較的充実した資料に恵まれる中世以降の

美術史では、補足的に銘文や願文、文献資料の読解を加えてより具体的に制作背景に迫る

ことができます。本講義では関連史資料をじっくりと読み、仏教美術研究の醍醐味につい

て基礎的な知識を得ることを目的とします。 
 

■到達目標 

 仏教美術史に関する基礎的な知識を得て、仏像のかたちに思想を見出す視点

を持つことが到達目標となります。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験を予定している。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52540200A （認定科目名：芸術文化特講３） 

授業科目 芸術文化特講３ 単位 1 

担当者 古川 攝一 シラバスグループ X20220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

日本絵画史における白描画の歴史 

 

■授業の概要 

 墨線を主体にモチーフを描き出す白描は、中国・漢代には既に行われ、唐代に完成した

表現手法である。日本では平安時代後半、様々な仏の姿を表した白描図像に盛んに用いら

れた。師資相承の中で密教僧の間に伝わった白描図像は、僧侶自身が転写することにより

表れた楚々とした素朴な味わいが認められる。やがて、図像の集積が進むと、高い画技を

持った画僧や専門的な技術を持った絵仏師が携わるものも多くなり、観賞性の高い白描図

像が制作されるようになった。白描の持つ純粋で静謐な美しさには、彩色画とは異なる価

値が見出され、歌仙や物語を描く技法の一つとしても展開していく。| 本講義では、白描

の手法が用いられた三つの画題、すなわち、図像・歌仙絵・物語絵を合わせて取り上げ、

画題による描線や画趣の差異、あるいは共通性を具体的に明らかにし、白描画特有の美意

識に迫ることを目的とする。また、中世の白描図像から幕末のやまと絵作品にまで視野を

広げることで、時代による描き手や美意識の違いによって白描の技法がどのように理解さ

れ、表現と結びついていくのかについても考察を試みる。著色画や淡彩画とも異なる、白

描画の魅力を紹介する。| 
  

■授業の目的・ねらい 

白描図像を起点に、平安・鎌倉時代に制作された絵画について考察する。図像だけでなく、

白描の手法が用いられた歌仙絵・物語絵を合わせて取り上げることで、画題による描線や

画趣の差異、あるいは共通性を具体的に明らかにし、白描画特有の美意識に迫っていく。

さらに、中国の白描画との比較や、水墨画の受容についても考察を試みる。時代、地域、

美意識の違いによって白描の技法がどのように理解され、表現と結びついていくのかを作

品に即して考える。これらの問題を考察することで、美術史研究の基礎的な方法論につい

て理解することも目指す。 
 

■到達目標 

（１）日本絵画史における白描画の歴史について理解する|（２）美術史におけ

る作品研究の方法論について理解する|（３）主体的な作品鑑賞が出来るように

なる| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52560200A （認定科目名：日本美術史特講２） 

授業科目 日本美術史特講２ 単位 1 

担当者 大原 嘉豊 シラバスグループ X20230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

仏教美術（仏画）の鑑識と研究 

 

■授業の概要 

仏教絵画は、平素は収納されており、一般の目に触れる機会が非常に少ない。しかしなが

ら、日本の指定文化財の中枢を占め、日本美術史においては逸せぬ存在となっている。本

講では、仏画の美術史上での評価の高さの理由からはじめて、その持っていた機能、技法

など鑑賞に必要な基礎的な知識を伝えるとともに、仏像彫刻を含めた仏教美術研究への応

用について発展的に考察する。特に、近代以前に日本文化の規範の一つとなった中国文化

の影響のありかたについて考えることが一つの柱となる。 
  

■授業の目的・ねらい 

日本仏教絵画の鑑賞の基礎能力を養う。|作品情報の記述の能力を養い、それを基礎にした

うえで、仏教美術研究の在り方を理解し、論文に発展的に繋げていく力を養う。 

 

■到達目標 

観察した作品の造形上の特徴を記述できるようになることを目指す。かつ、そ

れが制作年代等の様式判断とどう結びつくかを理解することを目指す。 終的

に自力で作品を観察し、自身で美術史学的な判断ができるようになるための基

礎を身に着ける。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 90 学外見学実習で見学した作品の中から１点を教員が指定し、その

作品記述を行い、制作年代等についての見解をまとめる。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 10 史料の読み方演習での会読 

･その他 0  



授業コード X52570200A （認定科目名：日本美術史特講３） 

授業科目 日本美術史特講３ 単位 1 

担当者 熊谷 貴史 シラバスグループ X20240 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の仏像―美術史資料として観る、調べる― 

 

■授業の概要 

 京都の仏像を素材に、美術史における研究資料の種類や性質を確認し、その見かた・扱

いかたを学習する。研究の根幹となる「一次資料」として作品の造形を重視することは、

美術史が他の研究分野と一線を画す特徴である。研究資料の位置づけは、分野・領域・方

法論等によって異同があるものの、作品の造形に言及する立場からすると作品そのものが

「一次資料」、作品の図版を掲載した書籍は「二次資料」となる。また学習段階による制約

（作品を実見する機会の確保）も考慮する必要がある。 | 以上を念頭に置き、本科目で

は主に古代日本の彫刻作品を対象とし、地の利を存分に活かして京都（および周辺地域）

に伝わる仏像に眼を向ける。開講中、近隣の博物館または寺社の見学を含める（見学先調

整の都合により、詳細は講義初日に説明）。作品（一次資料）を実見（鑑賞～観察）する意

義を理解・体感してほしい。併せて文献資料を収集する際の方法や留意点を講じ、資料講

読を含める。それら美術史に立脚したフィールドワークとデスクワークを通じて、かかる

資料の性質・意義を相対的に捉えたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

・美術史に立脚した研究資料（一次資料・二次資料）の種類・性質を理解すること |・作

品を研究資料として扱うための観点、および基礎的なスキルを身につけること|・モノ資料

を補完する文献資料の収集方法と扱いかたを身につけること|・京都の仏像を素材に実見

（鑑賞～観察）に基づく美術研究を体感すること 
 

■到達目標 

・作品を実見（鑑賞～観察）した成果を研究資料として活用できるようになる

|・受講者が各人の関心に基づく研究資料の収集と分析を行えるようになる 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X52590100A （認定科目名：東洋美術史特講２） 

授業科目 東洋美術史特講２ 単位 1 

担当者 小野田 俊蔵 シラバスグループ X10200 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

タントラ仏教の美術 

 

■授業の概要 

インド仏教後期には多くのタントラ系の仏教美術が製作された。それらの図像には無上瑜

伽タン|トラの思想やそれらを伝承した行者の伝記が図様に組み込まれている。この講義で

は、その美術|表現の基礎となるタントラ仏教の思想の基本的発想と、各タントラを伝承し

た行者の伝記を紐解|きながら、図像的な要素を検討していきたい。 
  

■授業の目的・ねらい 

インド仏教 後期の無上瑜伽タントラに関する知識を得ることを目的とし、それらの行法

がいか|に「仏教」であるのかという点を考察し理解する事をねらいとする。 

 

■到達目標 

タントラ仏教が如何に仏教であるのかを理解し説明出来るようになることを目

標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52600100A （認定科目名：東洋美術史特講３） 

授業科目 東洋美術史特講３ 単位 1 

担当者 森 雅秀 シラバスグループ X10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

マンダラから見た日本の宗教 

 

■授業の概要 

 インド密教で生まれたマンダラ（曼荼羅）は平安時代初期に日本にもたらされた。本来、

マンダラは密教の教理や実践と密接に結びついた「仏の世界図」であったが、日本では密

教以外の宗教においても、さまざまなマンダラが作られるようになった。すなわち、浄土

教曼荼羅、神道曼荼羅、社寺参詣曼荼羅、法華曼荼羅などである。そこでは、マンダラが

景観図、浄土図、来迎図、絵巻物などのさまざまな形式の絵画作品とも結びついた。一方、

密教においても、インドには存在しない別尊曼荼羅と呼ばれる特殊な形態のマンダラが、

数多く作り出された。 | この授業では日本におけるこのような多様なマンダラを体系的

に取り上げ、その具体的な形態や意味するもの、歴史的背景、美術史上の意義などを明ら

かにしたい。 | 
  

■授業の目的・ねらい 

インドから日本に伝えられたマンダラが、仏教、神道、修験道などの諸宗教において、ど

のような展開を示したかを明らかにする。 

 

■到達目標 

日本におけるマンダラの受容と変容を通して、インドと日本の文化の相違や、

それぞれの特質を理解する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0.69999999999999996 リポート試験にて実施する。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 30%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52610100A （認定科目名：図像学） 

授業科目 図像学 単位 2 

担当者 SHAKYA Sudan シラバスグループ X10220 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

仏教図像の特徴とその背景にある思想 

 

■授業の概要 

 この講義では図像を美術品として分析するのに加えて、その背景にある仏教の思想や文

化を学習する。| 仏教図像がどのように生み出され、何を表し、何を残したのか。伝統的

な仏教図像の多くは仏教の思想および儀礼とともに地域の信仰や文化と密接な関係を持

つ。本講義では、仏教パンテオンを構成する諸尊格（如来、菩薩、天など）のそれぞれの

図像的な特徴（姿、持ち物とともに面、臂、足の数など）を通じて、それらを区別する方

法とその典拠となる文献について解説する。また、ネパールやその周辺国・地域では仏像・

仏画は今日でも伝統的な手法に基づいて製作されている。そのように作られた「図像」が

宗教儀礼を通して、聖なる対象・信仰の対象（例えば、絵画→仏画、像→仏像）へと転じ

て行くが、その過程も概観する。なお、講義中にはネパール、インド、チベットで信仰さ

れている諸尊格の仏像・絵画(実物)と共に映像なども多く紹介する。||| 
  

■授業の目的・ねらい 

  本講義は、ネパール・インドおよび周辺地域で生まれた仏教図像の起源と意義につい

ての知識を養うことを目的とする。これは、日本で流布している種々の尊格のルーツを知

ることにも繋がると考える。 
 

■到達目標 

配付する資料を読み込み、理解し、図像を区別するための知識とともに図像研

究の視点も養成することを到達目標とする。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 75  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 25  

･その他 0  



授業コード X52620100A （認定科目名：文化財デジタルアーカイブ） 

授業科目 文化財デジタルアーカイブ 単位 2 

担当者 神居 文彰 シラバスグループ X10230 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

文化財を護り伝え活用する －文化そのものと文化財の修復及びデジタル技術について

－ 

 

■授業の概要 

 文化財とは何かを基本に,改正文化財保護法から文化そのもの、継承の理念・技術を学ぶ。

| そのために、文化財におけるデジタルアーカイブの展開と可能性および文化財修復の実

際や活用を、臨地研修を実施しながら学ぶ機会をもちたい。| 古文化財修復、復元の実際

をデジタルとアナログの協働応用の観点から探求する。| 特に経年変化したものから、忠

実に復元模刻や模造を作成していく過程や、デジタルを応用した成果をそこに融合した研

究など古典技法と 新のデジタル技術を有機的に連関する実際を学ぶ。文化財修復・復元

文化施設や修理現場等を視察。学外講義を実施する。|本講義過程でしか参加出来ない文化

財修理・製作現場等に行き関連させる。 
  

■授業の目的・ねらい 

文化継承のための理念・手法を理解し、活用を可能とするための第一歩とする。| ・学外

授業の参加。及びその報告。（3０％）| ・講義終了後、リポート試験を課す。（6０％）| ・

受講態度（１０％）を基本とする。 
 

■到達目標 

京都でしか学べない学習を実施する。| 現地での学外講義を重視し、実際の文

化財への関わり方を修徳する。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60 リポート試験にて実施する 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 40 学外授業への参加、授業態度 



授業コード X52710200A （認定科目名：京都学文献研究） 

授業科目 京都学文献研究 単位 2 

担当者 木村 大輔 シラバスグループ X20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

地図・統計資料から読み解く京都の姿 

 

■授業の概要 

これまでに京都をテーマにした学術的文献は枚挙にいとまがありません。その中でも『京

都地図物語』は、京都にかかわる多くのトピックスが地図を通じてわかりやすく説明がさ

れている点で、地理学的京都入門書と言えます。しかし、出版されてから 20 年近く経過

し、文献内で示された結果について今日までの変化の有無を確かめる時期に来ています。

そこで本講義では主に現在の京都市を対象に、「景観変化」、「人口」、「農業」、「工業」、「商

業」といった事柄について、『京都地図物語』を参考にしながら、地図・統計資料・その他

文献などから得られる情報を整理し、その整理した結果を読み解くとこで、現在の京都の

置かれた状況を明らかにしていきます。 
  

■授業の目的・ねらい 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識の理解する。| ② 統計資料等の情報を基にし

た作図方法を理解する。| ③ 作成した図から京都の現状を理解する。 

 

■到達目標 

 ① 地図・統計資料等に関する基礎知識を説明できる。| ② 統計資料等の

情報を基にした作図を行うことができる。| ③ 作成した図から京都の現状を

説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80  ① 問題の主旨を正確に理解していること。| ② 到達目標①

～③を踏まえた論述であること。| ③ 記述が論理的に構成され

ていること。| 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  ① 丁寧な作図が行うこと。| ② 正確な計算が行えているこ

と。| ③ 資料を正確に読み取れていること。 

･その他 0  



授業コード X52720100A （認定科目名：地域調査演習１） 

授業科目 地域調査演習１ 単位 2 

担当者 網島 聖 シラバスグループ X10300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

人文地理学の地域調査の手法に関する講義と京都市内（東山地区）での実習 

 

■授業の概要 

地域の姿を正しく理解するためには、フィールドワークの適切な実施が不可欠である 。こ

の授業では、フィールドワークにおいて留意すべき諸注意点について学んだ上で、実地で

の巡見調査を体験する。まず、初日には地域調査の理念や方法論について概説した上で、

各種地図資料や文献資料を用いた事前の下調べについて座学で学ぶ。その上で、2 日目に

は京都市内、東山地区で琵琶湖疏水をテーマとした実地のフィールドワークを体験し、 テ

ーマに沿ったフィールドワークの計画と実施について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業の目的は、人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論について学習す

ることで、フィールドワークの意義を正しく理解し、適切に実施する能力を涵養すること

にある。これにより、受講者各人がそれぞれの研究課題に対して適切なフィールドワーク

を計画できるようになることを目指す。したがって、受講者には常に学んだ内容を自身の

関心や興味の対象に当てはめて応用する視点を持って参加していただきたい。成績評価に

ついては、フィールドワークへの参加、およびリポートによって評価する。 
 

■到達目標 

①人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論を適切に説明できる。|

②自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切に計画するこ

とができる。|③自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切

に実施することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 フィールドワークへの積極的な参加状況を評価します。 



授業コード X52730300A （認定科目名：地域調査演習２） 

授業科目 地域調査演習２ 単位 2 

担当者 網島 聖 シラバスグループ X30300 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

人文地理学のフィールドワークに関する講義と御土居に関する京都市内での実習 

 

■授業の概要 

地域の歴史や地理を正しく理解するためには、フィールドワークを適切に行うことが欠か

せない 。この講義では、人文地理学のフィールドワークにおいて留意すべき諸注意点と、

下調べとして調査対象の基礎知識について学んだ上で、実地での巡見調査を体験する。ま

ず、初日にはフィールドワークの理念や方法論について概説した上で、下調べの方法と調

査対象とする史跡の御土居について座学で学習する。その上で、2 日目には本学周辺を中

心にした地域で史跡の御土居に関する実地のフィールドワークを体験し、 テーマに沿っ

たフィールドワークの計画と実施について考える。 
  

■授業の目的・ねらい 

この講義の目的は、人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論について学習す

ることで、フィールドワークの意義を正しく理解し、適切に実施する能力を涵養すること

にある。これにより、受講者各人がそれぞれの研究課題に対して適切なフィールドワーク

を計画できるようになることを目指す。したがって、受講者には常に学んだ内容を自身の

関心や興味の対象に当てはめて応用する視点を持って参加していただきたい。成績評価に

ついては、フィールドワークへの参加状況、およびリポートによって総合的に評価する。 
 

■到達目標 

①人文地理学におけるフィールドワークの理念や方法論を適切に説明できる。|

②自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切に計画するこ

とができる。|③自身の興味や関心にそって地理学的なフィールドワークを適切

に実施することができる。 
 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 70  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 30 フィールドワークへの積極的な参加状況を評価します。 



授業コード X52750200A （認定科目名：京都学特講２） 

授業科目 京都学特講２ 単位 1 

担当者 髙田 祐介 シラバスグループ X20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

明治維新と京都ー史蹟の政治文化ー 

 

■授業の概要 

明治維新における混乱の中、京都は政治的中央として浮上しながらも、維新後、東京遷都

の影響で一時低迷します。一方で、維新期は全国的に史蹟への注目が集まる時期にもあた

っており、このような政治的変革期に際し、京都そのものあるいは京都の史蹟はいかに変

遷したのでしょうか。そしてその後、現在の京都という空間はどのように形づくられてい

ったのでしょうか。王政復古と伝統の創出をキーワードに、史蹟などを取り上げながら、

政治文化史的な視角に基づいて、その意味を考えたいと思います。また、講義の後、受講

生の関心にしたがい、テーマを定めて図書館の資料などを活用して調べ学習を行い、成果

の報告発表をしていただきたいと思います。受講者数や進捗に応じ、フィールドワークを

行う場合があります。 
  

■授業の目的・ねらい 

講義そのもののみならず、受講生各自がそれぞれの興味関心にしたがってテーマを定め、

これについてさまざまな史料を調査して、成果にまとめることで、歴史学的な研究の視角

と方法論の基礎を学び身につけることを目的とします。そのうえで、京都のフィールドワ

ークが自身で行なえ、卒業研究などにつなげられるようになればより良いと考えます。 
 

■到達目標 

明治維新を挟み近世から近代へ移行するなかでの京都や史蹟の変化について、

講義内容を理解して、各自で調査が行なえ、歴史学的な研究視角の定め方と研

究の方法論についての基礎を身につけることを目標とします。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 40  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52760100A （認定科目名：京都学特講３） 

授業科目 京都学特講３ 単位 1 

担当者 斉藤 利彦 シラバスグループ X10310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都と芸能 

 

■授業の概要 

京都は１０００年の都であり、常に日本の歴史の中心であったという都市の個性を有しま

す。そのため、多くの文化や芸能が育まれました。|本講義では京都の歴史にそいながら、

京都を軸に誕生し大成した芸能について考察します。 
  

■授業の目的・ねらい 

①京都の歴史と文化・芸能との関係を知り、文化史・芸能史としての京都の位置づけを把

握することを大きな目的とする。||②そのうえで、京都と芸能との関係を知るための重要な

史蹟などの知見を深める。| 
 

■到達目標 

（１）京都と日本芸能の相関を理解する。|（２）京都における芸能の史的展開

を、通史として把握する。|（３）京都文化の一端を知る。|（４）これらを、第

三者に解説できるようになる。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 60  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 30 理解度や到達度を確認し理解不足などを補うアセスメントテス

トを 3 回行ないます。あくまでも、理解を確認してもらう内容の

ものです。 

･授業内課題 10  

･その他 0  



授業コード X52780200A （認定科目名：京都の歴史２） 

授業科目 京都の歴史２ 単位 1 

担当者 佐古 愛己 シラバスグループ X20320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

史跡からみる京都の歴史 

 

■授業の概要 

長い歴史を有する京都には、町の至るところに史跡と呼ばれる豊かな歴史資源がありま

す。この授業では、史跡に注目つつ、平安遷都以前から近代に至る京都のあゆみをたどり、

京都の歴史と地域の魅力、特色について考えていきたいと思います。 
  

■授業の目的・ねらい 

この授業では、歴史学の立場から京都の地域的特徴を理解することを目標とします。特に

政治や文化的側面に着目して、日本の歴史における京都の位置づけについて考えます。 

 

■到達目標 

・京都の地域的な特徴を理解し、説明できる。|・日本の政治・文化における京

都の位置づけを理解し、説明できる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 80 授業の内容を理解し、自分の考えや意見を、根拠を明確にしなが

ら的確に記されているか、また論理的に叙述されているかを評価

します。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 20 授業内の発言など、授業への参加状況を加味します 



授業コード X52790300A （認定科目名：京都の歴史３） 

授業科目 京都の歴史３ 単位 1 

担当者 宮本 敦恒 シラバスグループ X30310 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の近代 

 

■授業の概要 

京都の近代をたどります。江戸時代に将軍の所在地であったであった江戸が、新生東京と

なり、|新しい支配者として天皇と公家が東京に現れました。天皇がいなくなったその後の

京都はどのよ|うな都市として存在していくのか。戦争の影響、経済構造の変化、近代的に

国土や都市が改造さ|れていくなど、様々な要因が絡み合う中で京都がどのように変容しつ

づけていくのか。今回は明|治から大正、昭和、第二次世界大戦へというスパンで、京都と

いう都市とその近郊を歴史的に追|っていきたいと思います。また、講義の進み具合を見て、

図書館での実習講義も考えています。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都という地域の目線で近代を捉え直し、位置づけ直すことが講義のねらいです。近代京

都を|単純に賞賛するだけでなく、他の諸都市と同じような苦しみの中から再生してきた過

程をたどり|ます 
 

■到達目標 

各自の持っている「京都像」と、講義の中で考えるようになった「京都像」を比

較して、もう一つの「京都論」を受講生が作り出せるようになることが到達目

標です。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1 後に、ある観光資源を説明する文章をまとめていただきます。

読んだ人が「行ってみたい」と思えるような文章を書くことが出

来るかどうか、が成績評価の基準です。 

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード X52810300A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能２） 

授業科目 京都の伝統芸能２ 単位 1 

担当者 樽井 由紀 シラバスグループ X30320 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

民俗芸能は、地域で協力して生活する人々が暮らしの中で々伝承する芸能です。一生懸命

に働く人々が、豊かな実りと平和な毎日を願いながら伝えてきました。京都市でも祭りの

中に数多くの民俗芸能が伝承されています。この講義では、京都市内に伝わる民俗芸能、

特に盆踊りを中心に、その内容、歴史を理解し、地域との関わりを学びます。映像資料、

文献資料から、それぞれの民俗芸能の特徴を捉えるだけでなく、教室の外へ飛び出し、フ

ィールドワークを行うことでより身近に感じて欲しいと思います。 
 

■授業の概要 

京都市内に伝わる民俗芸能を中心に学びます。歴史や内容を文字で確認した後、映像資料

によってさらに理解を深めます。フィールドワークは芸能の舞台となる寺院へ実際に足を

運びます。また、受講生の方による発表も予定しています。 
  

■授業の目的・ねらい 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも興味を持

つ。|| 

 

■到達目標 

京都市内に伝わる民俗芸能を理解するとともに、受講生の地元の民俗芸能にも

興味を持つ。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 40  

･授業内発表 20  

･授業内試験 0  

･授業内課題 40  

･その他 0  



授業コード X52820100A （認定科目名：京の芸能/京都の伝統芸能３） 

授業科目 京都の伝統芸能３ 単位 1 

担当者 八木 透 シラバスグループ X10320 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 S 
 

■授業のテーマ 

京都の芸能民俗学 

 

■授業の概要 

京都に伝わる民俗芸能、特に大念仏狂言・六斎念仏・祇園囃子と踊り・松上げと盆踊りに

ついて紹介する。またできる限り映像資料も使用する予定である。 

  

■授業の目的・ねらい 

京都に伝わる民俗芸能の特質について基礎を修得させる。 

 

■到達目標 

京都に伝わる民俗芸能の特質とその背景に見られる民俗信仰について修得する

こと。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 80 リポート試験を実施する 

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 20  

･その他 0  



授業コード X55290450A （認定科目名：博物館実習講義） 

授業科目 博物館実習講義 単位 1 

担当者 門田 誠一 シラバスグループ X45010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

博物館学芸員の業務の具体像 

 

■授業の概要 

 本講義は実際に博物館や資料館に勤務されている現役の学芸員等の方々によって、開設

にいた|る実務や常設展示を含めた当該館の特色および学芸員の方々の研究や普及活動な

どについて体験|をまじえて解説していただくという内容としています。 | 講義は複数

の博物館・資料館の学芸員の方々に、２～３時限ずつ行っていただくことにしてい|ます。 

| 
  

■授業の目的・ねらい 

博物館学芸員の使命と業務について、学芸員の方々の実際の体験のなかから、具体的に紹

介して|いただき、理解を深めることを目的としています。このような内容によって、見学

者ではなく、|学芸員の側から博物館や博物館資料を見たり、考えるための基本的な見方を

錬磨してください。|リポートの内容と評価等については、講義の 初の時間に説明します。 
 

■到達目標 

学芸員の実際の業務を通じて、目的と任務を知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 1 実習簿と総括リポートにて評価する 

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z10050200A （認定科目名：スポーツ科学） 

授業科目 スポーツ科学 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A20100 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード Z10050300A （認定科目名：スポーツ科学） 

授業科目 スポーツ科学 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A30090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード Z10060200A （認定科目名：生涯スポーツ） 

授業科目 生涯スポーツ 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A20110 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

生涯にわたってスポーツ・運動に親しむことをめざして 

 

■授業の概要 

＜講義＞|生涯にわたってスポーツ・運動に親しむことの意義について考える。負荷の軽い

運動，ニュースポーツの行い方やその効果，スポーツ・運動の楽しさを「する」ことだけ

でなく，「みる」「ささえる」「しらべる」といった視点からも考える。|＜実技＞|本講義で

は，比較的負荷の軽いスポーツ（テニス，卓球等）やニュースポーツ（ペタンク等）を中

心に行う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者数，年齢構成，経験の

有無等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動に対する興味・関心を高めることをねらいとする。そのために，運動の行

い方を理解し，主体的にスポーツ・運動に取り組む姿勢に期待する。 

 

■到達目標 

年齢や体調に応じた運動処方について理解する。また，運動実践を通して運動

を「する」楽しみ方を理解するだけでなく，「みる」「ささえる」「しらべる」と

いった多様な楽しみ方についても知る。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード Z10060300A （認定科目名：生涯スポーツ） 

授業科目 生涯スポーツ 単位 2 

担当者 山口 孝治 シラバスグループ A30100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SR 
 

■授業のテーマ 

スポーツ・運動が人体に与える効果及び分析技術発展の成果を知る 

 

■授業の概要 

＜講義＞|スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について，生理学的視点・バイオメカニクス

的視点から話を進める。また，トップアスリートの卓越した能力並びにそれらの分析する

機器の発展過程についても着目し，話を進める。|＜実技＞|本講義では，比較的負荷の軽い

ネット型のスポーツ（テニス，卓球，バドミントン，ソフトバレーボール等）を中心に行

う。ただし，実際に行う種目や活動時間については，受講者人数，年齢構成，経験の有無

等を考慮して決める。 
  

■授業の目的・ねらい 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について理解すること，ネット型スポーツにおいて簡

単なゲームができることを目的とする 

 

■到達目標 

スポーツ・運動が人体に及ぼす効果について説明できる。また，ネット型ゲー

ムにおいて基本スキルを用いて簡単なゲームができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 0  

･リポート試験(SR 履修) 50  

･授業内発表 15  

･授業内試験 0  

･授業内課題 15  

･その他 20  



授業コード 
Z11201100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201200A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201300A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201411A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201412A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 生田 義久 シラバスグループ S41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。|大学での「知」と教育現場での「実践」を論理的に往還しながら、

自己の学びを整理する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。||①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201440A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201S10A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS1010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201S20A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ SS2030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11201S40A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202201A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202202A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。| ・明確になった課題に基づき、今後の学習

の見通しを立てることができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202301A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202302A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202451A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z11202452A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（教諭） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z16050452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習研究（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020100A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020201A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020202A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020300A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S30220 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020410A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S41070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020450A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S45130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020S20A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS2020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020S40A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS4030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z18020S50A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験研究 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS5010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z21640452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240100A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S10190 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240201A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20360 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240202A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S20370 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240300A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S30200 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240410A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S41050 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240440A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S44040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240451A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45090 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51240452A （認定科目名：教育実習研究（中・高）/教育実習指導（中・

高）） 

授業科目 教育実習指導（中・高） 単位 1 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45100 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

質の高い教員になるために 

 

■授業の概要 

教育実習は自信の適性の確認に加え、これまで大学で学んできたことの実践化を図り、そ

の事実を考察するところに意義がある。教育実習では、大学と教育実習校の指導に基づき、

児童との関係性・授業（学習指導）のあり方・学級経営等について実践的に学ぶ。特に授

業（学習指導）については、教育実習校からの指導を受けるとともに、主体的に「観察な

らびに教材研究・学習指導案の作成・授業実践・事後検討等」を通して自己評価と考察を

行い、教育実践力を養う。|本科目は、そのような教育実習に臨むにあたっての事前学習（S

履修）と、省察のための事後指導（R 履修）で構成されており、本授業は事前学習（S 履

修）にあたる。 
  

■授業の目的・ねらい 

・教育実習を見通し、心構えや留意点について理解を深めることを目的とする。 

 

■到達目標 

教育実習を見通し、心構えや留意点について深く自覚することができる。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S10150 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311200A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S20290 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311300A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S30150 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311411A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S41010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311412A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 生田 義久 シラバスグループ S41020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。|大学での「知」と教育現場での「実践」を論理的に往還しながら、

自己の学びを整理する。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。||①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311440A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ S44010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311S10A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS1010 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311S20A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ SS2030 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51311S40A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（前半） 単位 2 

担当者 小林 隆 シラバスグループ SS4010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・本科目の意義を理解し、後半スクーリングまでの学習の見通しを持つことが

できたか。|・大学における教職課程の学びを振り返るにあたり 4 つの視点を自

覚することができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312100A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 渡邉 照美 シラバスグループ S10160 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312201A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 平田 豊誠 シラバスグループ S20300 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312202A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 月岡 卓也 シラバスグループ S20310 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。| ・明確になった課題に基づき、今後の学習

の見通しを立てることができたか。 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312301A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 古市 文章 シラバスグループ S30160 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312302A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 篠原 正典 シラバスグループ S30170 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312451A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 後藤 直 シラバスグループ S45030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の４つの

テーマからアポローチする。||① 教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得てい

るか。|② 教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成して

いるか。|③ 子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身に

ついているか。|④ 教科（保育内容）に関する正確な指導力を身につけているか。 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード 
Z51312452A （認定科目名：教職実践演習（教諭）/教職実践演習（中・

高）） 

授業科目 教職実践演習（中・高）（後半） 単位 2 

担当者 臼井 奈緒 シラバスグループ S45040 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 SIS 
 

■授業のテーマ 

教職課程の学びの総まとめとして、教員の資質や人間関係力、生徒理解や指導力等に関す

る事項を総論として再確認する。 

 

■授業の概要 

教職課程での学びや大学生活における学校現場での体験の軌跡を振り返りながら、自己に

とっての課題がどこにあるのかを自覚し、本演習を通じて教師として必要な実践的資質能

力や指導技術を高める。 
  

■授業の目的・ねらい 

学生が教員として必要となる資質能力を身につけているかどうかについて、以下の 4 つの

テーマからアプローチする。|①教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持ち得ている

か。|②教員としての責務に基づき、社会性や対人関係能力に関する人間力を形成している

か。|③子どもを理解しながら信頼関係を築き、学級経営を円滑に進める能力が身について

いるか。|④教科（保育内容）に関する正確な指導力を身に着けているか。| 
 

■到達目標 

・大学における教職課程の学びを振り返り、4 つの視点から自信の成果と課題

を明らかにすることができたか。|・明確になった課題に基づき、今後の学習の

見通しを立てることができたか。| 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 1  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0%  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110100A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S10210 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110201A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S20400 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110202A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S20410 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110300A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S30220 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110410A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S41070 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110450A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ S45130 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110S20A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS2020 

開講年度 2020 開講学期 前期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110S40A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS4030 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  



授業コード Z58110S50A （認定科目名：介護等体験研究/介護等体験指導） 

授業科目 介護等体験指導 単位 1 

担当者 堀家 由妃代 シラバスグループ SS5010 

開講年度 2020 開講学期 後期 履修方法 R･S 
 

■授業のテーマ 

介護等体験に臨む 

 

■授業の概要 

小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課せ

られています。この目的は、介護等体験特例法で「義務教育に従事する教員が個人の尊厳

及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免

許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者と

の交流等の体験を行わせる措置を講ずる」とされているとおりです。| この「介護等体験

研究」は「介護等体験」に先立ち、その現場となる特別支援学校や社会福祉施設、障害者

や高齢者に関する知識を身につけ、必要な心構えを持つために設けられた科目です。| こ

の科目においては、その趣旨にかんがみ、講義やテキストによってその内容を充分に理解

するように努めてください。 
  

■授業の目的・ねらい 

１．特別支援学校における介護等の体験について学習することは、障害児の心理的特性、

生理・病理的特性、教育法に関する知識を身につけることと深い関わりがある。またこれ

ら障害児に対する人間的理解も求められている。従って、「介護等体験」に課せられた短い

期間で学習する内容は限られたものであるが、実は関連する広範な学習課題があることに

留意し、この科目を通して適宜専門的な領域についても学習すること。|２．「介護」の礎

として、「すべての人間はなんらかの障害を持っている」ことを根底とした WHO の国際生

活機能分類（ICF）、障害の意味とノーマライゼーションの原理は、専門的介護プロバイダ

ーのみならず、教育に携わる者にも必須であることを学習すること。|３．人間の福祉（Well-

being）の全体性に関わり、対人社会サービスを必要とする利用者を理解し、利用者の自律

と生活機能の自立を支援し、代弁者の介護力の軽減と教育を深め、コミュニティケアの実

践を推進し、権利擁護、個別性に応じた具体的な援助を学習すること。| 
 

■到達目標 

介護等体験の実施に備えてその意義を十分に理解し臨む姿勢を持てるようにな

る 

 

■成績評価の基準 割合(％) 備考 

･教室試験(S 履修) 100  

･リポート試験(SR 履修) 0  

･授業内発表 0  

･授業内試験 0  

･授業内課題 0  

･その他 0  

 


