こども文化学科

（2022年度の入学生）

基礎科目（2年次以降の科目は省略）
科目ナンバリング

授業科目名

科目ナンバリング

授業科目名

22JUN101

現代文化セミナー

01

22JUN108

合唱音楽

22JUN102

キリスト教学A

02

22HUM104 パイプオルガンA

15

22JUN103

キリスト教学B

03

22HUM105 パイプオルガンB

16

22LIT101

純心チュートリアル

04

22PRC101

言語文化海外実習A

17

22FLG101

英語Ⅰ

05

22PRC102

言語文化海外実習B

18

22FLG102

英語Ⅱ

06

22PRC103

言語文化海外実習C

19

22EDU101

生涯スポーツA

07

22PRC104

リベラルアーツ実習A

20

22EDU102

生涯スポーツB

08

22PRC105

リベラルアーツ実習B

21

22HUM101 情報処理

09

22PRC106

リベラルアーツ実習C

22

22HUM102 日本国憲法

10

22JUN107

11

人間とアート

掲載番号

22HUM108 文化人類学

12

22HUM103 情報処理検定

13

掲載番号

14

専門科目
こども文化・保育・教育全般への思考力・判断力

保育・教育の専門的知識と技能

22NUR201

保育原理

23

22NUR401

社会福祉

22NUR202

教育原理

24

22NUR402

子どもと家庭福祉

22CHI201

こどもと多文化共生

22NUR403

保育内容演習・表現

33

22CHI202

児童文化論

25

22NUR404

保育内容演習・言葉

34

22ART201

造形基礎Ⅰ

26

22NUR405

保育内容演習・健康

22ART202

造形基礎Ⅱ

27

22NUR406

保育内容演習・人間関係

22ART203

こどもと造形表現

28

22NUR407

保育内容演習・環境

22EDU201

こどもと音楽表現A

29

22NUR408

保育方法論

22EDU202

こどもと音楽表現B

30

22NUR409

こどもの理解と援助

22PSY201

発達心理学

31

22NUR410

社会的養護Ⅰ

22CHI203

児童文学論

22NUR411

社会的養護Ⅱ

22EDU203

こどもと言葉

22NUR412

乳児保育Ⅰ

22EDU204

こどもと人間関係

22NUR414

子どもの保健

22EDU205

こどもと環境

22NUR415

子どもの食と栄養A

22EDU206

こどもと健康

22NUR413

乳児保育Ⅱ

22EDU213

特別な支援を要する子どもの理解と支援

22NUR417

子どもの健康と安全

22CHI301

あそび文化

22NUR416

子どもの食と栄養B

22CHI302

こども文化セミナーAa（増田）

22NUR418

子ども家庭支援論

22CHI302

こども文化セミナーAa（大竹）

22NUR419

子育て支援

22CHI302

こども文化セミナーAa（田尻）

22PSY202

子ども家庭支援の心理学

22CHI302

こども文化セミナーAa（井上）

22EDU301

教育制度

22CHI302

こども文化セミナーAa（神山）

22NUR420

保育者論

22CHI302

こども文化セミナーAa（田中路）

22NUR421

保育カリキュラム論

22CHI302

こども文化セミナーAb（増田）

22PSY203

教育相談

22CHI303

こども文化セミナーAb（大竹）

22NUR422

保育内容総論

1

32

35

22CHI303

こども文化セミナーAb（田尻）

22NUR423

教職・保育実践演習

22CHI303

こども文化セミナーAb（井上）

22NUR436

保育フィールドワークA

22CHI303

こども文化セミナーAb（神山）

22NUR437

保育フィールドワークB

22CHI303

こども文化セミナーAb（田中路）

22NUR203

在宅保育論

専門科目
実習・実習指導

こども文化（こども・こころ・からだ・あそび）と感性・表現

22CHI204

野外文化活動

37

22NUR424

保育実習Ⅰ（保育所）

22EDU207

リトミックⅠ

38

22NUR425

保育実習指導Ⅰ（保育所）

22EDU208

リトミックⅡ

39

22NUR426

保育実習Ⅰ（施設）

22NUR204

ピアノ表現法Ⅰ

40

22NUR427

保育実習指導Ⅰ（施設）

22NUR205

ピアノ表現法Ⅱ

41

22NUR428

保育実習Ⅱ（保育所）

22NUR206

ピアノ表現法Ⅲ

22NUR429

保育実習指導Ⅱ（保育所）

22NUR207

ピアノ表現法Ⅳ

22NUR430

保育実習Ⅲ（施設）

22NUR301

言語表現活動

22NUR431

保育実習指導Ⅲ（施設）

22ART204

舞台表現A

42

22NUR432

教育実習（幼Ⅰ）

22ART205

舞台表現B

43

22NUR433

教育実習指導（幼Ⅰ）

22ART206

造形表現A

44

22NUR434

教育実習（幼Ⅱ）

22ART207

造形表現B

45

22NUR435

教育実習指導（幼Ⅱ）

22CHI307

こども文化特講A

46

2

36

現代文化学部
授業科目名

現代文化セミナー

担当教員名

コード

22JUN101

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

田尻真理子・田中路
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○
1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
大学では、学びの点でも生活の点でも高校時代とは大きく変わる。そこで「現代文化セミナー」では、大学生に期待される基礎的な「学びの態度・方法」を習得し、高校生から大学生へのスムースな移行を図る。
また、「東京純心大学」の建学の精神を体得し、本学の学生として求められる人間性の涵養の一助を図る。さらに、卒業後の将来を見据え、自分がどのような社会人となるかを早い段階から考える。
そのため、本講では、「学びの態度・方法」の基礎となる「インプット・アウトプット」（文書等を通じて情報を獲得/把握する・表現する）を課題提出・課題添削を通じて身につけていく。なお、新型コロナの感染の状
況に応じて、グレゴリオ聖歌斉唱や朗読劇『江角ヤスの物語』（創立記念行事時に上演）を通じて建学の精神を体得する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1. 高校生から大学生への移行をスムースに行い、自発性・自主性を涵養し、大学生としての自覚を持って行動できるようになる。

○

2.「学びの態度・方法」の基礎となる「インプット・アウトプット」の方法を身につける。

○

3. 東京純心大学の設立の背景、建学の精神などを理解し、自分の居場所を見つけ学園生活を軌道に乗せる。

○

4. グループワークを通じて相互の理解を深め、共働の楽しさと意義を知る。

○

5. 将来について早い段階から考え、自分のキャリアについて計画的に準備を進める。

○

6. 朗読劇の群読やグレゴリオ聖歌斉唱をつうじて、他者との「共生態」を獲得する。
【授業計画】
授業計画

○

2

③

授業外学修（予習・復習･課題等）

導入（田尻）：授業の概要、目標、進め方、評価方法等
1

②

オリエンテーションキャンプで配布した分煙シラバスを読み、本科目の意図と内容を十分に理解して
最初の授業に臨むこと（30分）。
疑問点等があればメモしてくる。
百科事典で「グレゴリオ聖歌」を調べてくる。

東京純心女子学園創立者 Sr.江角 ヤス先生 について
朗読劇グループ分け
（田尻、田中路）

課題１提出：自己紹介文（60分）

著作権について、論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、
純心教育の目指すもの：朗読劇『江角ヤスの生涯〛（田尻、田中路）

グレゴリオ聖歌楽譜持参のこと

3

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、秋保、田中路）

課題１添削返却および講評
課題２提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す（60分）
グレゴリオ聖歌楽譜持参のこと

4

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、田中路）

課題２添削返却および講評
課題３提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す（60分）
グレゴリオ聖歌楽譜・朗読劇台本持参のこと

5

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、田中路）

課題３添削返却および講評
課題４提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す（60分）
グレゴリオ聖歌楽譜・朗読劇台本持参のこと

6

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、秋保、田中路）

課題４添削返却および講評
グレゴリオ聖歌楽譜・朗読劇台本持参のこと
（90分）
課題５提出；新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント400字

7

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、秋保、田中路）

課題５添削返却および講評
朗読劇台本を持参のこと
（90分）
課題６提出；新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント400字

8

論理トレーニング、グレゴリオ聖歌、朗読劇『江角ヤスの生涯』 （田尻、田中路）

9

論理トレーニング、朗読劇振り返り、なぜ「朗読劇」だったのか、
Ｓｒ．江角ヤスの生涯と純心の成り立ち：殉難から平和へ、純心の使命 （田尻、秋保、田中路）

10

キャリア・プランを考える １：卒業生の話を聞こう （田尻、田中路）

11

キャリア・プランを考える 2：「労働」とは
大学キャリアセンターの役割と利用法 （田尻、田中路）

12

学びの技法1：図書館利用法（司書）、図書館集合 （田尻、田中路）

課題６添削返却および講評
（90分）
課題７提出；新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント400字

課題７添削返却および講評
（90分）
課題８提出；新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント400字

課題８添削返却および講評
（90分）
課題９提出；新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント400字

課題９添削返却および講評
（120分）
課題10提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント800字

課題１０添削返却および講評
（120分）
課題11提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント800字

1

13

学びの技法2：インプット・アウトプット術① （田尻、田中路）

14

学びの技法3：インプット・アウトプット術② （田尻、秋保、田中路）

15

学びの技法４：メディアリテラシー （田尻、秋保、田中路）

課題１１点添削返却および講評
（120分）
課題12提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント800字

課題１２添削返却および講評
（120分）
課題13提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント800字

課題１３添削返却および講評
課題14提出：新聞コラムを原稿用紙に手書きで写す＋コメント800字
【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

その他の工夫

チェック欄
特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
提出物への添削および全体に向けての講評
【成績の評価方法】
課題１～１４：70％、授業貢献度（発言、質問、朗読劇、グレゴリオ聖歌）：30％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
野矢茂樹、『論理トレーニング101題』、産業図書
【参考書】
授業内で指示する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mtajiri@g.t-junshin.ac.jp kakiho@g.t-junshin.ac.jp mtanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
事情により、授業内容が前後することがある。
インプット・アウトプット」術向上のための課題が１５回ある。毎授業時提出のこと。必ず実力がつく課題である。真剣に取り組んでほしい。
各自の提出物に添削・コメントするとともに、全体的傾向やとくに注意すべき事項について返却時に説明する。
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現代文化学部
授業科目名

キリスト教学A

担当教員名

コード

22JUN102

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

宮本 久雄
卒業必修

保育士課程
必修

○

○

幼稚園教職課程
必修

選択

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
授業では学生が物語り論的な自己育成ができるように物語り（マザー･テレサ、ジャン・バニエ、石牟礼と水俣病、ナチスによるユダヤ人虐殺など）の紹介しながら、まず現代文明と社会の根源悪の根を自覚し、そ
れを超克できるよう自分を仲間と共に育みそして志をたかめる。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○

1 自分の人格や感性を養うには物物りによって自己同一性を養う必要があり、授業はその為になされる
2 物語りは、他者への感性とコミットする力を養うものを選び、現代の他者問題をテーマとする
3 こどもの育みは、まずこどもを育む者が、身体言語やこころを育てる祈り、あそびのゆとりを身につける要がある
4 こども、からだ、あそび、こころは物語りによって有機的にむすばれ、自己を物語ることができる
5 文化（culture）は耕し、神に祈ることを語源とするように、心と他者関係の耕しの限り、瞑想祈りをおく
【授業計画】
授業計画

○
○
○
授業外学修（予習・復習･課題等）

1

物語り論的方法と前期授業の流れについてのガイダンス

2

「ショアー」ドイツ・ナチスの強制収容所を悪の現象として説明

第１～第２の講義の復習 45分

3

「ショアー」ドイツ・ナチスの強制収容所を悪の現象として説明

「ショアー」と根源悪について復習 30分

4

「ショアー」のDVDをみる

原子力についての復習 40分

5

原子力について説明。「チェルノブイリ事故」のDVDをみる

『チエルノブイリの祈り』のテキストを読む。復習 30分

6

東海村での被爆について、「この世界の片隅に」DVDをみる

「この世界の片隅に」を通して原爆の歴史を復習してよく現代の核の問題を考える 30分

7

「この世界の片隅に」DVDをみて、原爆について考察

石牟礼文学の予習として配布される資料を読む 60分

8

石牟礼（いしむれ）文学と水俣病の歴史について読む

9

「花をたてまつる」水俣病のDVDをみて考える

石牟礼文学の復習

10

旧約聖書「創世記」章と古代神話「エヌマ・エリシュ」との比較

旧約聖書「創世記」１章を予習する 30分

11

「創世記」の失楽園物語（2-3章）殺人、ノアの洪水物語

「創世記」２章～９章を予習する 30分

12

「出エジプト記」物語の全体理解

「出エジプト記」１章～１３章を予習する 40分

13

「十誡」DVDをみて理解を深める

「出エジプト記」１４章～２０章を予習する 35分

14

「十誡」の意味、金の小牛事件と宗教的幻想について

「創世記」と「出エジプト記」の復活 30分

15

イエラエルのカナン在住から王国創立を通してイエスまでの歴史につて

「創世記」から「出エジプト記」のテーマ復習 30分
その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

DVDなどの活用

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
レポートについては次回の講義で解説コメントする。リアクション、ペーパーについてのコメントを行う
【成績の評価方法】
前期のレポート（70％）、レアクションペーパーペーパー（10％）、授業中にテキストを読んでもらう時の態度など（10％）、他
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
資料として教官がその都度配布する。

1

②

③

【参考書】
旧約聖書「創世記」「出エジプト記」 岩波文庫『そうか！なるほど！！キリスト教』 日本キリスト教団出版局、2016年
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
神学研究・実践者として、東大２５年、上智大７年、本学５年目で各学生の質を考慮して、レヴェルを落とさないように経験を生かしている。
【オフィスアワー】
木曜日午前９時半～１２時10分
【教員連絡先】
電話とFAX 03（3463）2536
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

キリスト教学B

担当教員名

コード

22JUN103

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

宮本 久雄
卒業必修

保育士課程
必修

○

○

幼稚園教職課程
必修

選択

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
前期と同じ、ただし、『「新約聖書のたとえ」研究』を深める。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○

1 自分の人格や感性を養うには物物りによって自己同一性を養う必要があり、授業はその為になされる
2 物語りは、他者への感性とコミットする力を養うものを選び、現代の他者問題をテーマとする
3 こどもの育みは、まずこどもを育む者が、身体言語やこころを育てる祈り、あそびのゆとりを身につける要がある
4 こども、からだ、あそび、こころは物語りによって有機的にむすばれ、自己を物語ることができる
5 文化（culture）は耕し、神に祈ることを語源とするように、心と他者関係の耕しの限り、瞑想祈りをおく
【授業計画】
授業計画

○
○
○
授業外学修（予習・復習･課題等）

1

現代日本社会の問題を探る為マンガ「ドラえもん」を分析する

予習（ 分）:
復習（30分）: かつて読んだ「ドラえもん」を再読（30分）

2

マンガ「ドラえもん」の分析と解釈

上に同じ（30分） 「さかぎバラ事件」の資料の予習（40分)

3

さかきバラ事件とそれを克服する「彩花へ―生きる力をありがとう」を読む

4

イエスのたとえ話をとりあげ、福音を自覚する。「よきサマリア人」

5

イエス時代の視覚的映像による理解に向けDVD「イエス」１

「よきサマリア人」で学んだイエスの時代の復習

6

DVD「イエス」２を見る

ユダヤ教と律法などの復習（30分）

7

「無慈悲な僕」（エンブレムも付加）と「罪な女」の解釈

8

「ぶどう園の労働者」と「パパラギ」を読み解釈

「無慈悲な僕」（エンブレム付）のレアクションペーパー提出

9

「放蕩息子」

以上のたとえ文学の性格のまとめ、復習（30分）

10

福音を生きた人々：マザー・テレサ生涯のDVD

図書館でマザー・テレサの生と精神に関する本を読む（30分）

11

マザー・テレサのことば

マザー・テレサの精神について省察（30分）

12

井深八重（ハンセン病患者への奉仕者）

マザー・テレサと井深八重からハンセン病について学ぶ（40分）

13

ジャン・バニエとラルシェ（知的ハンディの若者の協働体）

図書館でバニエの著作にふれる（30分）

14

「十万年後の世界」フィンランドのオンカロのDVD

前学期の原子力についての復習（30分）

15

教皇フランシスコのエコロジィ（ラウダートシ）を読む

レポートのテーマの選択とプランの荒筋を書く
その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

DVDなどの活用

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
前期に同じ
【成績の評価方法】
後期のレポート（70％）、レアクションペーパー（10％）、授業中のテキスト音読の態度など（10％）、他
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
資料として教官がその都度配布する。

1

②

③

【参考書】
新約聖書の福音書の「マタイ伝」と「ルカ伝」；『そうか！なるほど！！キリスト教』日本キリスト教団出版局、2016年
【オープンな教育リソース】
毎年（マリア祭のときに。コロナで中止されることあり）キリスト教文化研究センターが10月に開催するシンポジウム。
【担当教員の実務経験】
神学研究・実践者として、東大２５年、上智大７年、本学５年目で各学生の質を考慮して、レヴェルを落とさないように経験を生かしている。
【オフィスアワー】
木曜日午前９時半～12時
【教員連絡先】
電話とFAX 03（3463）2536
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

純心チュートリアル

担当教員名

コード

22LIT101

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年/後期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

田尻真理子・田中路
保育士課程
必修

卒業必修
○

幼稚園教職課程
必修

選択

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身に着け、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身に着ける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身に着け、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
レポート、論文等を作成する際の初歩の情報収集術、情報処理術およびこれにともなうリテラシーを身につけるとともに、インプットしたものをアウトプットする技、すなわちレポート、論文作成の初歩的な技術およ
び発表方法（レジュメ、パワーポイント、口頭発表）を学び、演習をとおして実践する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1

①
○

大学生として求められるリテラシー、研究倫理、および情報収集術、ライティング技術の初歩を習得することができる。

②

③

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

導入：授業概要、授業の進め方、評価方法等
キーワードカード、書誌カード作成法（奥付の意味と見方） （田尻、田中路）

予習（ 30分）:シラバスを熟読してくる（事前・30分）
B6サイズ情報カードおよび情報カード用ファイル2冊を用意してくる

2

SNSの諸側面
大学生に求められる研究倫理
情報収集の方法 １：図書館利用術 総論（図書館２F集合） （田尻、田中路）

第一回時配布資料（SNSに関する資料）について
（１）書誌カード作成
（２）キーワードカード作成
（第2回の事前・120分）←第二回授業時回収、添削後返却

情報収集の方法 ２：図書館利用術 百科事典・専門事典の使い方 （田尻、田中路）

図書館所蔵の百科事典・保育、教育、こども、遊びに関する専門事典を探し、書誌カードを作成し
ておくこと（第3回の事前・120分）
←第3回授業時に回収、添削後返却、授業内でフィードバック

3
（図書館２F集合）
情報収集の方法 ３：図書・雑誌論文等の検索条件の設定と資料の 取捨選択 （田尻、田中路）
4
（図書館２F集合）

図書館の機能と図書の種類」について第３回時配布資料空欄を記入する（第3回の事後学修60
分）
←第4回授業時に回収、添削後返却

5

テクストの読み方 （田尻、田中路）

第4回時配布資料について
（１）書誌カード
（２）キーワードカード作成
をしてくること（第5回事前・120分）
←第5回授業時に回収、添削後返却

6

パラグラフ・リーディング （田尻、田中路）

第6回時配布資料について、各パラグラフに見出しをつけ、キーワードカードを作成すること（第６
回の事後・120分）
←第７回授業時に回収、添削後返却・講評

7

レジュメ、パワーポイントの作成方法 （田尻、田中路）

第7回時配布資料について、授業内の指示に従い、レジュメ、パワーポイントを作成する（第7回の
事後・120分）
←第８回授業時に回収、添削後返却

8

第7回時配布資料について、授業内の指示に従い、レジュメ、パワーポイントを作成する（第7回の事
過去1か月以内の新聞・雑誌から、発表のテーマとなりそうな内容を含む記事を複数選び、第8回
後・120分） （田尻、田中路）
授業時に切り抜きか記事のコピーを持参する（第8回の事前・90分）←第８回授業時に使用
←第８回授業時に回収、添削後返却

9

テーマ決定：「問い」を作る （田尻、秋保、田中路）
グループ毎に、選定された記事とそれに関連する資料から、テーマを決定する（「問い」を作る）

第８回で決定した記事に関連する資料を複数点選定し、書誌カード作成（同一の資料につき2
枚）、第9回授業時に選定した資料、書誌カードともに持参。書誌カード2枚のうち1枚を提出（第9回
の事前・９０分）

10

ディスカッション （田尻、田中路）
事前学習で作成したキーワードカードをもとに、発表内容についてのディスカッションをする

第９回で決定したテーマに関する文献を複数点選定、書誌カード（同一の文献につき2枚）、キー
ワードカードを作成し、第10回授業時に持参、書誌カード2枚のうち１枚を提出（第10回の事前・120
分）

11

アウトライン作成 （田尻、田中路）
第10回のディスカッション成果およびキーワードカードをもとにアウトラインを作成

第９回で決定したテーマに関するキーワードカードを作成、第11回授業時に持参（第11回の事前・
120分）
担当教員にテストメールを送り返信の確認をする

12

発表原稿作成 （田尻、田中路）
第11回の成果およびキーワードカードをもとに発表原稿を作成

第９回で決定したテーマに関するキーワードカードを作成、第12回授業時に持参（第12回の事前・
120分）

13

レジュメ・パワーポイント作成 （田尻、田中路）

発表原稿、レジュメ、パワーポイントを担当教員メールアドレスに送付（第12回、13回の事後）
←添削指導をメールで返信

14

発表 （田尻、田中路）

パワーポイントのリハーサル機能を用いて発表練習。リハーサルの結果、および教員の指導に応じ
て発表原稿、レジュメ、パワーポイント修正（事前15分） 振り返りシードの記入（事後90分）

15

発表と総括 （田尻、田中路）

振り返りシードの記入（事後90分）
←添削後返却

1

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

その他の工夫

チェック欄
特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
提出物への添削、メールでのフィードバック
【成績の評価方法】
授業外学修課題：（50％）
発表、レジュメ、パワーポイント（50％）
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
野矢茂樹、『論理トレーニング101題』、産業図書
【参考書】
授業内に指示。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mtajiri@g.t-junshin.ac.jp kakiho@g.t-junshin.ac.jp mtanaka@g.t-junshin.aca.jp
【備考】
★各回、冒頭ないし最後に15分程度「論理トレーニング」を実施する。毎回事後学習として、指定された箇所を読み復習すること。
★作成したデータは複数個所に保存すること。
★メールで教員宛データを送付した場合には、24時間以内に教員からの返信がある。教員からの返信が確認できない場合には、データ未着と考え、直接教員にUSBでデータを提出すること。

2

現代文化学部
授業科目名

英語 I

担当教員名

コード

22FLG101

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

増田 光
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
国際化に伴い英語力はますます必要とされており、現代社会のあらゆる局面において、外国語能力は情報リテラシーとともに必要不可欠な車の両輪のひとつと考えられる。そのため本授業では、「使える英語」
を習得することに重点を置く。そして、コミュニケーション能力を向上させるために総合教材を使用して反復練習を行い、日常会話で必要とする表現や単語の習得のみならず、異文化理解—新しい視点・世界観
を獲得すること—を目標とする。本科目はこども文化学科の必修科目で主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる資質を育てる役割を担ってい
る。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1
2
3

①
○
○
○

学生は英語という文化の美意識が凝縮された言葉を学ぶことによって、豊かな感性と教養を身につけることができる。
学生は多様な背景や文化を持つ地域の人々と「国際共通語」としての英語を通して、創造的なコミュニケーションを取ることができる。
学生は「国際共通語」としての英語を通して、多文化共生社会を生きる子どもたちを理解し、支援することができる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）
予習（ 10分）: p.5のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 自己紹介の表現を復習する。

1

Introduction 授業の進め方、

Unit 1 Introductions (1)

2

Unit 1 Introductions (2)

予習（ 10分）: p.9のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自己紹介を英文で書く。

3

Unit 1 Introductions (2)

予習（ 10分）: p.11のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 日常生活の表現を復習する。

4

Unit 2 What a life! (2)

予習（ 10分）: p.15のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自分の日常生活を英文で書く。

5

Unit 3 Free time (1)

予習（ 10分）: p.17のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 趣味の表現を復習する。

6

Unit 3 Free time (2)

予習（ 10分）: p.22のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自分の趣味について書く。

7

小テスト (Unit 1 - 3 )

8

Unit 4 Places (1)

予習（ 10分）: p.25のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 場所を表す表現を復習する。

9

Unit 4 Places (2)

予習（ 10分）: p.29のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自分の町について書く。

10

Unit 5 Getting around (1)

予習（ 10分）: p.31のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 道順の表現を復習する。

11

Unit 5 Getting around (2)

予習（ 10分）: p.35のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：待ち合わせ場所の道順を書く。

12

Unit 6 Shopping (1)

予習（ 10分）: p.37のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 買い物の表現を復習する。

13

Unit 6 Shopping (2)

予習（ 10分）: p.41のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：売りたい商品について書く。

14

小テスト (Unit 4 - 6 )

15

Presentation

Presentationについて (organizing your ideas)

復習（ 20分）: presentationについて復習する。

Presentationについて (taking notes)

復習（ 20分）: presentationについて復習する。

予習（ 60分）: writing課題から１つ選び、プレゼンテーションの準備をする。
復習（ 20分）: プレゼンテーションのフィードバックを振り返る。
チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

1

その他の工夫
authenticな素材の活用（DVD, 地図、英字新聞の切り抜きなど）

②

③

● 課題レポートに対するフィードバックは、次回の授業時に行う。
● 小テストを回収後、解答の解説を行う。
● プレゼンテーションのフィードバックは、後日、紙面にて個別に配付する。
【成績の評価方法】
課題・授業参加度：30%、 小テスト・プレゼンテーション： 30%、 定期試験： 40%
１．ライティングの課題提出を「課題」として評価する。授業内でルーブリックを示し、それに基づいて評価する。具体的には、内容４、構成３、正確さ３、の計１０点として評価する。
授業参加に関しては、ペアワークやグループワークへの参加度を毎回の授業で評価する。
２．小テストは2回行う。授業で学んだ内容から出題されるため、きちんと復習して臨むこと。 プレゼンテーションは内容４、伝わりやすさ３、正確さ３の計１０点で評価する。
３．「定期試験」は試験期間に実施する。筆記だけでなく、リスニングも含まれる。
【履修申請上の条件】
こども文化学科1年生の必修科目であるため、全員、必ず履修すること。
【教科書】
Breakthrough Plus 2nd Edition Student's Book 1

Miles Craven著、 Macmillan Education

（「英語Ⅱ」と同じ）

【参考書】
授業内で適宜、紹介する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】
増田 hmasuda@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
オリエンテーション期間中にクラス分けテストを行いますので、必ず出席して下さい。

2

現代文化学部
授業科目名

英語II

担当教員名

コード

22FLG102

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

増田 光
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

１単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
国際化に伴い英語力はますます必要とされており、現代社会のあらゆる局面において、外国語能力は情報リテラシーとともに必要不可欠な車の両輪のひとつと考えられる。そのため本授業では、「使える英語」
を習得することに重点を置く。そして、コミュニケーション能力を向上させるために総合教材を使用して反復練習を行い、日常会話で必要とする表現や単語の習得のみならず、異文化理解—新しい視点・世界観
を獲得すること—を目標とする。本科目はこども文化学科の必修科目で主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる資質を育てる役割を担ってい
る。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

学生は英語という文化の美意識が凝縮された言葉を学ぶことによって、豊かな感性と教養を身につけることができる。
学生は多様な背景や文化を持つ地域の人々と「国際共通語」としての英語を通して、創造的なコミュニケーションを取ることができる。
学生は「国際共通語」としての英語を通して、多文化共生社会を生きる子どもたちを理解し、支援することができる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

Introduction 後期授業の進め方、 Unit 7 What's happening? (1)

予習（ 10分）: p.45のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 進行形および家事の表現を復習する。

2

Unit 7 What's happening? (2)

予習（ 10分）: p.49のReadingを予習する
復習（ 20分）: Readingを復習する。課題：友人への手紙を書く。

3

Unit 8 People (1)

予習（ 10分）: p.51のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 人物描写の表現を復習する。

4

Unit 8 People (2)

予習（ 10分）: p.55のReadingを予習する
復習（ 20分）: Readingを復習する。課題：自分自身の描写を書く。

5

Unit 9 Having fun (1)

予習（ 10分）: p.57のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 休日の過ごし方の表現を復習する。

6

Unit 9 Having fun (2)

予習（ 10分）: p.61のReadingを予習する
復習（ 2時間以上）: Reading復習する。課題：招待状を書く。小テストのための復習。

7

小テスト (Unit 7 - 9 ) Presentationについて (linking your ideas)

復習（ 20分）: 小テストおよびPresentationgについて復習する。

8

Unit 10 Vacation (1)

予習（ 10分）: p.65のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 休暇の過ごし方を表す表現を復習する。

9

Unit 10 Vacation (2)

予習（ 10分）: p.69のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自分の町に休暇について書く。

10

Unit 11 Life stories (1)

予習（ 10分）: p.71のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 人生のイベントに関する表現を復習する。

11

Unit 11 Life stories (2)

予習（ 10分）: p.75のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：自分史を書く。

12

Unit 12 Hopes and intentions (1)

予習（ 10分）: p.77のVocabularyを解いておく
復習（ 20分）: 希望を伝える表現を復習する。

13

Unit 12 Hopes and intentions (2)

予習（ 10分）: p.81のReadingを予習する
復習（ 20分）: Reading復習する。課題：将来の希望について書く。

14

小テスト (Unit 10 - 12 ) Presentationについて (signposting your talk)

予習（ 2時間以上）: 小テストのための復習をする。
復習（ 20分）: 小テストの復習、presentationの復習。

15

Presentation

予習（ 60分）: writing課題から１つ選び、プレゼンテーションの準備をする。
復習（ 20分）: プレゼンテーションのフィードバックを振り返る。
チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
● 課題レポートに対するフィードバックは、次回の授業時に行う。
● 小テストを回収後、解答の解説を行う。
● プレゼンテーションのフィードバックは、後日、書面にて個別に配付する。
【成績の評価方法】

1

その他の工夫
authenticな素材の活用（DVD, 地図、英字新聞の切り抜きなど）

②

③

課題・授業参加度：30%、 小テスト・プレゼンテーション： 30%、 定期試験： 40%
１．ライティングの課題提出を「課題」として評価する。授業内でルーブリックを示し、それに基づいて評価する。具体的には、内容４、構成３、正確さ３、の計１０点満点で評価する。授業参加に関しては、ペアワー
クやグループワークへの参加度を毎回の授業で評価する。
２．小テストは2回行う。授業で学んだ内容から出題されるため、きちんと復習して臨むこと。 プレゼンテーションの評価は、内容４、伝わりやすさ３、正確さ３の計１０点満点で評価する。
３．「定期試験」は試験期間に実施する。筆記だけでなく、リスニングも含まれる。
【履修申請上の条件】
こども文化学科1年生の必修科目であるため、全員、必ず履修すること。 原則的には「英語Ⅰ」が履修済であること。
【教科書】
Breakthrough Plus 2nd Edition Student's Book 1

Miles Craven著、 Macmillan Education

（「英語Ⅰ」と同じ）

【参考書】
授業内で適宜、紹介する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】
増田 hmasuda@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

生涯スポーツA

担当教員名

コード

22EDU101

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

下川 学
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

1単位/30時間/実技

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
適切な運動・身体活動は生活習慣病予防やストレスの解消に有効である。
生涯スポーツＡは体育館において卓球を実践する。授業においては基本ストローク（フォアハンド、バックハンド）、サービス、ツッツキを習得し、 ラリーおよびゲームを行う。
実技を通して、スポーツ技能、体力づくりの方法、ルール等を理解し、技術向上と体力の増進および健康づくりをめざす。また、リーダーシップなどの社会性を養うとともに、生涯スポーツ参加への機会を提供す
る。実技科目である卓球は班別で授業を行う。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

1 球出しされたボールをフォアハンドとバックハンドで相手コートに返すことができる。
2 相手とのラリーができる。
3 基本ストローク、サービス等を習得し、ダブルスゲームの試合ができる。

②

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション： 授業概要、授業の進め方について説明

・シラバスを一読しておくこと

2

卓球の競技の概要、ルール
ストロークの習得： グリップ、スタンス、スイング

体育館で授業を行う。運動のできる服装と体育館シューズで臨むこと。
基本的なフォームを確認しておくこと。（30分）

3

ストロークの習得： フォアハンド

・前回までの基本的な動きと、グリップ、スタンス、スイングについて再確認。（30分）
・フォアハンドのフォームを確認しておくこと。（30分）

4

ストロークの習得： バックハンド

・フォアハンドのフォームを再確認しておくこと。（30分）
・バックハンドのフォームを確認しておくこと。（30分）

5

ストロークの習得： フォアハンド・バックハンド

・フォアハンド、バックハンドの再確認（30分）
・ツッツキについて調べる。（30分）

6

ツッツキの習得

・フォアハンド、バックハンドの再確認（30分）
・サービスについて調べる。（30分）

7

サービスの習得

・フォアハンド、バックハンド、ボレーの再確認。（30分）
・サービスの打点について確認しておく。（30分）

8

ラリー(1)

・前回までのいろいろな動きをうまく使えるようにイメージトレーニングをしておくこと。（30分）
・ラリーの回数増を目指す。（30分）

9

ラリー(2)

・サービスからラリーへ繋げる。（30分）
・ラリーの回数増を目指す。（30分）

10

ゲーム（シングルス）(1)

・基本ストロークやルールについて確認しておくこと。（30分）

11

ゲーム（シングルス）(2)

・基本ストロークやルールについて再確認しておくこと。（30分）

12

ゲーム（ダブルス）(1)

・ダブルスの班編成。（30分）
・ペアとの連携性の確認すること。（30分）

13

ゲーム（ダブルス）(2)

・ダブルスの班編成。（30分）
・レベル別のリーグ戦。

14

ゲーム（ダブルス）(3)

・ダブルスの班編成。（30分）
・レベル別のリーグ戦。

15

全体のまとめ

・総合的なフットワークやフォームの確認。（30分）
チェック欄
特になし。
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
次回の授業時に行う。
【成績の評価方法】

1

その他の工夫

③

授業への取り組み（60％）、技能（40％）などにより総合的に評価する。
【履修申請上の条件】
実技科目であるため、シラバスの内容は受講生のレベルに応じて対応する。また、班によっても内容は異なる。１クラス32名を受講定員とし、ガイダンス時に決定する。
運動の出来る服装（靴も含む）で授業に臨むこと。
【教科書】
使用しない。必要に応じて資料を配付する。
【参考書】
特になし。
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mshimokawa@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし。

2

現代文化学部
授業科目名

生涯スポーツB

担当教員名

コード

22EDU102

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

下川 学
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

1単位/30時間/実技

【ディプロマ・ポリシー】

○

① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
適切な運動・身体活動は生活習慣病予防やストレスの解消に有効である。
生涯スポーツＢはバドミントンを実践する。授業においては基本ストロークや各ショット（ハイクリア、ドライブ、ヘアピン、スマッシュ）、サービスおよびレシーブを習得し、ラリーおよびゲームを行う。
実技を通して、スポーツ技能、体力づくりの方法、ルール等を理解し、技術向上と体力の増進および健康づくりをめざす。また、リーダーシップなどの社会性を養うとともに、生涯スポーツ参加への機会を提供す
る。実技科目であるバドミントンは班別で授業を行う。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

1 第１目標は、シャトル拾い、ハイクリア、サービスができる。
2 第２目標は、ドライブ、ヘアピン、スマッシュができる。
3 第３目標は、基本的なショットを習得し、ダブルスの試合ができる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

バドミントンの競技の概要、ルール

・体育館で授業を行う。運動のできる服装と体育館シューズで臨むこと。
・シラバスを一読しておくこと。予習（30分）

2

ラケット、シャトルに慣れる（グリップ、ラケットワーク）

・基本的なフォームを確認すること。予習（30分）
・グリップ、ラケットワークを確認すること。復習（30分）

3

ストローク及びフットワーク、シャトルの性質を覚える

・シャトルの性質を確認すること。予習（30分）
・前回までの基本的な動きを再確認しておくこと。復習（30分）

4

各ショットの習得： クリヤー

・クリヤーの方法を確認する。予習（30分）
・フットワークを確認しておく。復習（30分）

5

各ショットの習得： ドライブ

・ドライブの方法を確認する。予習（30分）
・クリヤーの再確認。復習（30分）

6

各ショットの習得： ヘアピン

・ヘアピンの方法を確認する。予習（30分）
・クリヤー、ドライブの再確認。復習（30分）

7

各ショットの習得： スマッシュ

・スマッシュの方法を確認する。予習（30分）
・クリヤー、ドライブ、ヘアピンの再確認。復習（30分）

8

サービス及びレシーブ

・サービスの方法を確認する。ダブルスのルールについて調べておく。予習（30分）
・クリヤー、ドライブ、ヘアピン、スマッシュの再確認。復習（30分）

9

試合の進め方（ダブルス）

・ダブルスのルールの再確認。予習（30分）
・各ショットの再確認。復習（30分）

10

ゲーム（ダブルス）

・トーナメント方式について確認する。予習（30分）
・ペアとの動きの関連性を確認する。復習（30分）

11

ゲーム（ダブルス）

・リーグ戦方式について確認する。予習（30分）
・ダブルスの位置関係について確認する。復習（30分）

12

ゲーム（ダブルス）

・班編成について確認する。（30分）
・レベル別のリーグ戦。

13

ゲーム（ダブルス）

・班編成について確認する。（30分）
・レベル別のリーグ戦。

14

ゲーム（ダブルス）

・班編成について確認する。（30分）
・レベル別のリーグ戦。

15

全体のまとめ

・総合的な動作やショットの確認。
チェック欄
特になし
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

1

その他の工夫

②

③

次回の授業時に行う。
【成績の評価方法】
授業への取り組み（60％）、技能（40％）などにより総合的に評価する。
【履修申請上の条件】
実技科目であるため、シラバスの内容は受講生のレベルに応じて対応する。また、班によっても内容は異なる。１クラス32名を受講定員とし、ガイダンス時に決定する。
運動の出来る服装（靴も含む）で授業に臨むこと。
【教科書】
使用しない。必要に応じて資料を配付する。
【参考書】
特になし。
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mshimokawa@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし。
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現代文化学部
授業科目名

情報処理

担当教員名

コード

22HUM101

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

井上 救
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

選択

◯
2単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
一般企業はもとより、保育士、幼稚園教諭等として活躍する現場においても、今やコンピュータ等を使った情報処理の知識、技能は必須なものとなっている。
本授業では、教育現場の中で必要とされるコンピュータを中心としたICT (Information and Communication Technology：情報通信技術)スキルを身につけるため、知識においては、基礎的な、コンピュータや周辺
機器の仕組みから
ネットワーク、知的所有権などについて、技能においては、Microsoftのワープロソフト「Word」、表計算ソフト「Excel」の操作を中心に実践し、学んで行く。
また、プレゼンテーションソフト「PowerPoint」についても授業の中で必要に応じて紹介する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

1 情報処理に対する知識を得ることができる。
2 ICTスキル（知識、技能など）を体得できる。
3 課題に対する問題解決力を得ることができる。

②

③

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

・授業についてのガイダンス
・Wordを使用し、アンケート入力
・G Suiteの活用について

予習（約20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
PCの基本機能について確認しておくこと

2

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第1章 図形や図表を使った文書の作成
Step1～Step6

予習（約20分）第1章 Step1～Step6 までを学習しておくこと

3

・情報倫理についての知識と理解
・PCについての基礎知識① （パソコンの構成）

予習（約20分）：情報倫理について調べておくこと
パソコンの種類、マザーボード、CPU、メモリ、HD、ハードウエア、ソフトウエアについて調べておくこ
と

4

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第1章 図形や図表を使った文書の作成
Step7～Step10

予習（約20分）第1章 Step7～Step10 までを学習しておくこと

5

・PCについての基礎知識② （パソコン本体のしくみ）

予習（約20分）：CPUとメモリの詳細な仕組みについて調べておくこと

6

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第2章 写真を使った文章の作成
Step1～Step4

予習（約20分）第2章 Step1～Step4 までを学習しておくこと

7

・PCについての基礎知識③ （入出力装置のしくみ）

予習（約20分）：キーボード、マウス、ペンタブレット、ディスプレイ、プリンター、スキャナについて調
べておくこと

8

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第2章 写真を使った文章の作成
Step5

予習（約20分）第2章 Step5 を学習しておくこと

9

・PCについての基礎知識④ （外部記憶媒体のしくみ）

予習（約20分）：光ディスク、MO、メモリカード、NASについて調べておくこと

10

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第3章 差し込み印刷
Step1～Step3

予習（約20分）第3章 Step1～Step3 までを学習しておくこと

11

・PCについての基礎知識⑤ （音楽と映像機器のしくみ）

予習（約20分）：サウンドカード、地デジチューナー、グラフィックスカード、MIDI音源、iPodデジタル
カメラについて調べておくこと

12

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第4章 長文の作成
Step1～Step4

予習（約20分）第4章 Step1～Step4 までを学習しておくこと

13

・PCについての基礎知識⑥ （OSのしくみ）

予習（約20分）：Windows、Mac OS、Linuxについて調べておくこと

14

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第4章 長文の作成
Step5～Step10

予習（約20分）第4章 Step5～Step10 までを学習しておくこと

15

・PCについての基礎知識⑦ I（アプリケーションのしくみ）

予習（約20分）：ワープロソフト、表計算ソフト、データベースソフト、ブラウザー、メールソフト、グラ
フィックスソフトについて調べておくこと

16

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第5章 文書の校閲
Step1～Step5

予習（約20分）第5章 Step1～Step5 までを学習しておくこと

17

・PCについての基礎知識⑧ （インターネットのしくみ）

予習（約20分）：Wi-Fi、インターネット回線、IPアドレス、ウイルスとスパイウェア、セキュリティ対策に
ついて
調べておくこと

18

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第6章 Excelデータを利用した文書の作成
Step1～Step4

予習（約20分）第6章 Step1～Step4 までを学習しておくこと

19

・PCについての基礎知識⑨ （PCの歴史）

予習（約20分）：Charles Babbage、Ada Byron Lovelace、ENIAC(Electronic Numerical Integrator
and Computer)について調べておくこと

1

20

・「よくわかる Micorosoft Word 2019 応用」 第7章 便利な機能
Step1～Step5

予習（約20分）第7章 Step1～Step5 までを学習しておくこと

21

・PCについての基礎知識⑩-1 （プログラムのしくみ）

予習（約20分）：2進数、C言語、HTML、XML、Java、JavaScript、Perl、Rubyについて調べておくこと

22

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」
第1章 Excelの基礎知識 Step1～Step4

予習（約20分）第1章 Step1～Step4、第2章 Step1～Step6 までを学習しておくこと

23

・PCについての基礎知識⑩-2 （プログラムのしくみ）

予習（約20分）：scratchについて学習しておくこと

24

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第3章 表の作成 Step1～Step8

予習（約20分）第3章 Step1～Step8 までを学習しておくこと

25

・PCについての基礎知識⑩-3 （プログラムのしくみ）

予習（約20分）：scratchでの作業を進めておくこと

26

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第4章 数式の入力 Step1～Step4

予習（約20分）第4章 Step1～Step4 までを学習しておくこと

27

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第5章 複数シートの操作 Step1～Step5

予習（約20分）第5章 Step1～Step5 までを学習しておくこと

28

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第6章 表の印刷 Step1～Step3
第7章 グラフの作成 Step1～Step4

予習（約20分）第6章 Step1～Step3 第7章 Step1～Step4 までを学習しておくこと

29

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第8章 データベースの利用 Step1～Step5

予習（約20分）第8章 Step1～Step5 までを学習しておくこと

30

・「よくわかる Micorosoft Excel 2019 基礎」 第9章 便利な機能 Step1～Step2
Excel2019の新機能 Step1～Step4

予習（約20分）第9章 Step1～Step2
Excelの新機能 Step1～Step2 までを学習しておくこと

第2章 データの入力 Step1～Step6

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

◯
○
○

・ 具体的な作成方法など授業内で適宜フィードバックを行う
【成績の評価方法】
授業参加度：30％ 課題提出：40％ 理解度確認問題の評価：30％
1．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業課題で作成した物を「課題提出」として評価する。評価の内訳は、課題意図を理解し、適切な作業をしているか、
相手に伝わりやすくする工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．章ごとに授業内でどの程度理解しているか都度確認問題を実施し評価する。
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
・『よくわかる Microsoft Word 2019 応用』
・『よくわかる Microsoft Excel 2019 基礎』

著作/制作：富士通エフ・オー・エム株式会社
著作/制作：富士通エフ・オー・エム株式会社

【参考書】
・『徹底図解 パソコンのしくみ 新版』 高作 義明 執筆 新星出版社
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし
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その他の工夫
課題提出およびフィードバックはGmail及びCrassroomを活用。

現代文化学部
授業科目名

日本国憲法

担当教員名

コード

22HUM102

区分
（必修・選択）

年次／期間

１年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

金澤 誠
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
この講義は、「身のまわりの法律や憲法の世界」を覗いてみることが目的です。皆さんの法律（学）のイメージはなんですか？暗記ばかりの世界＆かたい「ルールの束」でしょうか？いえ、まさに異議ありです。法
律もよく変わります。この世のなかに、すべての法律を正確に知っている人なんていません。
この講義では、いつのまにか「常識」として捉えがちな法律（や憲法）に「疑い」を向けていきます。たとえば、アニメのなかには、私たちの「ステレオタイプ」があります。それを修正していけば、法律や憲法の意義
や、人が抱きがちな偏見や感情論も再確認できます（なお、ジェンダー論によると、子ども向けアニメにいる仲間たち。登場人物の女の子は、ひとりが「常識」。しずかちゃん？ドキンちゃん？歩美ちゃん？どうして
アニメの世界では、女性の積極登用が叫ばれないの？そして、『ハコヅメ』の警察官はなんであんなにリアルなの？）。
「こども、おとな、高齢者」。それぞれのライフステージに、法律はかならず存在します。法律（憲法）は、私たちを守ってくれることもあれば、恐ろしく「冷淡」なこともあります。いま「役に立つ」知識の修得も必要
かもしれないけれど、それよりも、あらゆる場面で「なぜ」そういう「結論」になるかを考えることが、もっと重要になります。法律（憲法）を通して、他人（まわり）に対する想像力・共感力（地図＆羅針盤）さえゲットすれ
ば、「深い洞察力と豊かな感性を持って表現し、協働することができ」ます。この世の中は、（名探偵コナンのような）「真実はいつもひとつ！」ではないことに気づけるはずです。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 日本国憲法の分野における基礎的な知識（制度、判例）を列挙することができる。
2 講義でとりあげた複数の憲法判例の内容を、両当事者の主張を踏まえつつ、説明することができる。
3 新聞や法律雑誌、さらには、ツイッター（？）などで、日々議論されている法律問題について、法的根拠を挙げながら、批判もしくは受容できる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

ガイダンス（法律学とは何モノか？カップスターは誰のものか？【乃木坂毎月劇場 第一話「争う」よ 予習（45分）:講義前にシラバスを確認
り】）
復習（45分）:配布資料による復習

2

民主主義（多数決って実は怖い？食べるもの、恋人選びまで「国が管理」？コロナ隔離ホテルと
は？らい予防法と移動の自由）

3

立憲主義（警察24時と本庁の刑事恋物語、「正義」は安易に語るなかれ【佐藤刑事】の世界、ハコヅ 予習（45分）:テキストの概観（162-163頁）
メ警察官、ジン「疑わしきは罰する。これが俺のやり方さ！）
復習（45分）:配布資料による復習

4

人権（意思ってなんだ？責任って？ＡＩって？人間の意思って？恋愛って？耳をすませば、幼稚園 予習（45分）:配布資料の精読
児【中学生】が将来の結婚を約束したら有効になる？）
復習（45分）:配布資料による復習

5

私人間効力（鬼滅の刃・OnePiece、千と千尋の神隠し、パワハラの世界、会社が男女差別をしても憲 予習（45分）:テキストの概観（166-167頁）
法は助けてくれない？！契約書はどこまで有効？）
復習（45分）:配布資料による復習

6

自己決定権（しずかちゃんのココロの秘密―ドラえもんとのび太による近未来型ビックデータ婚活日 予習（45分）:授業内で課題を提示
誌ー、AIの遺電子とpsycho-passと）
復習（45分）:課題の自己評価と復習

7

平等（ＬＧＢＴって？夫婦別姓？代理母出産？時をかける少女、タイムリープは使える？不法行為っ 予習（45分）:テキストの概観（166-167頁）
てなんだ？示談書を作ってみよう。赤い本って何だ？皆さんの命の値段は？動物の権利）
復習（45分）:いままでの授業ノートの確認

8

信教の自由・政教分離（多文化主義？キリスト教？イスラム教？同性愛結婚？家族ってなに？アン 予習（45分）:配布資料の精読
パンチはなぜ正義・無罪なのか？）
復習（45分）:配布資料による復習

9

生活保護・医療と法（生活保護費を用いて、預貯金をしたら、市の担当者に怒られますか？ブラック
予習（45分）:テキストの概観（170-171頁）
ジャック・Jin仁・白い巨塔、医師との契約？認知症？安楽死？診療契約？じぶんに有利な契約書を
復習（45分）:配布資料による復習
作るって？)

10

教育を受ける権利（保育園で、サンタさんの正体を教えたら、パパママ、おもちゃ屋さんは困るね？
予習（45分）:テキストの概観（170-171頁）
クレヨンしんちゃん、「逆転しない裁判だぞ！？」、なにがなんでも強制執行したい？リアル御飯事す
復習（45分）:配布資料による復習
る義務？）

11

国会（国会議員のセンセーに、名誉を棄損されたらどうなる？でも、食べログに、あのラーメン、まず 予習（45分）:授業内で課題を提示
いって書いても、捕まらないのは、なーぜだ？二院制ってなぜ？）
復習（45分）:課題の自己評価と復習

12

内閣（衆議院の解散って、なんのためにある？アイドルグループの解散とはなにが違うの？）

予習（45分）:配布資料の精読
復習（45分）:いままでの授業ノートの確認

13

司法（名探偵コナン『ゼロの執行人』（刑事訴訟法と『それでも僕はやっていない』、国選弁護人っ
て？起訴って？保釈って？法テラス？手続法って？）

予習（45分）:テキストの概観（176-177頁）
復習（45分）:配布資料による復習

14

保育と憲法、法律（保育事故は避けられない？予見できる？結果回避できる？震災・コロナと保育、 予習（45分）:テキストの概観（106-107頁）
カルタを作って、みんなでお絵かきしよう～）
復習（45分）:配布資料による復習

15

まとめにかえて

予習（45分）:テキストの概観（160-161頁）
復習（45分）:配布資料による復習

復習（90分）:配布資料による復習・テスト前の最終確認

1

②
○
○
○

③

その他の工夫
チェック欄
アイスブレイク、動画の活用。スマホ等を使って意見交換し、グループワークをすること
○
もあります。「イベントde投票」という機能を使って、携帯やスマホを使った、クイズ大会
をおこなっています。今年度は、アンケート機能やリアルタイムの意見交換をおこな
い、双方向の授業を目指します。
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
課題レポートに対するフィードバックは、次回の講義におこなう。
【成績の評価方法】

定期試験70％、小レポート15％、授業貢献度15％で総合評価する。その他の任意の課題レポートを課し、成績に考慮することがある。
【履修申請上の条件】
特になし。
【教科書】
山崎聡一郎『こども六法』（弘文堂・2019年）
【参考書】
木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』（星海社・2012年）
内山奈月・南野森『憲法主義』（PHP・2014年）
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
弁護士・実務家教員との交流を通して、常に最先端の法学的素材を用いて、指導方法や演習方法を開発している。
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mkanazawa@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし。

2

現代文化学部
授業科目名

人間とアート

コード

22JUN107

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

田尻真理子・増田光・大竹聖美・秋保惠子・田中路・鏑木陽子
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
人間はアートを通じてさまざまな表現活動を行なっている。本講座では「人間にとってアートとは何か」ということを演劇、映画、言語芸術（絵本、文学）、美術、音楽の各講義を通じて考えていく。アートを知ること
によって人間はどのように成長していけるだろうか。 他者への理解に必要な感（受）性を研ぎ澄ますためにもアートは重要であり、それを体験的に学ぶことが本講座の目的である。多様な芸術の一端 にふれるこ
とで、人間にとっての感性的世界の重要性を体得できる。本講座はディプロマポリシー「豊かな知性と感性を身に付けている」の育成に 寄与している。この講座は輪講形式でおこなう。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1
2
3

①
○
○
○

人類が生み出したさまざまなアートについて理解し、説明ができる
自らの生活にアートを見出し、生かすことができる
自ら表現することの喜びを見出し、また他者の表現を尊重することができる

②

③

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

【導入】
講座の目的、授業の進め方、各教員の紹介、授業内容の解説、クラス分け発表
【レクチャーコンサート】（担当：田中、鏑木）
鍵盤楽器聴き比べ ―純心ならではの音楽環境を知る―
オルガン、ポジティフオルガン、リードオルガン、チェンバロ、ピアノ
パイプオルガン体験（内部見学、オルガン伴奏で歌う）

2

【演劇と映画１】（担当：増田）
アーサー・ミラーの世界像: マッカーシズム(反共産主義、魔女狩り)の現代性

『るつぼ』の抜粋を事前に精読してくる。(予習: 60分)

3

【演劇と映画２】（担当：増田）
デヴィッド・マメットの世界像: 資本主義の猛威とアート

『摩天楼を夢見て』の抜粋を事前に精読してくる。(予習: 60分)

4

【演劇と映画３】（担当：増田）
トニー・クシュナーの世界像: LGBTとアート

『エンジェルズ・イン・アメリカ』の抜粋を事前に精読してくる。(予習: 60分)

5

【言語芸術１】（担当：大竹）
絵本と向き合う：あなたと会えてよかった。

6

【言語芸術２】（担当：大竹）
ことばと向き合う：応えてくれてありがとう。

課題：授業で配布された材料で「わたしの絵本ノート（仮）」を作成する。（60分）

7

【言語芸術３】（担当：大竹）
世界と向き合う：アリの眼で見た。こころがふるえた。

課題：「わたしの絵本ノート（仮）」を仕上げる。（60分）

8

【美術１】（担当：田尻）
アートは「お」芸術ではなかった

9

【美術2】（担当：田尻）
「祈り」としてのアート（先史・古代・中世）

g-suit clasroomに送付した資料を講読したうえで指示された空欄を埋める（60分）

10

【美術3】（担当：田尻）
アートの「精神病理」表現病理学と病跡学、その前史

g-suit clasroomに送付した資料を講読したうえで指示された空欄を埋める（60分）

11

【美術4】（担当：田尻）
発言する芸術―現代芸術の一側面―社会へのコミットメント

g-suit clasroomに送付した資料を講読したうえで指示された空欄を埋める（60分）

12

【音楽１】（担当：田中）
トーンチャイムでアンサンブル体験 ①

配布したトーンチャイムの楽譜を読んでくる。必ず授業時に持参すること。

13

【音楽２】（担当：田中、鏑木）
トーンチャイムでアンサンブル体験 ②（30分）
リスニング・ウォーク―サウンドスケープ入門（60分）

14

【音楽３】（担当：鏑木）
キリスト教と音楽

配布した讃美歌の楽譜を読んでくること。授業は講堂ステージで行なう。

15

まとめ、テーマごとの総括、質疑応答

14回までの質問点、意見等を纏めてくること、

予習（３０分）:シラバスを熟読してくる

課題：授業で配布された参考資料にある絵本をよむ（図書館の絵本コーナーに課題図書の棚があ
ります）（60分）

授業1週間前にg-suit clasroomに提示する課題に取り組み、授業2前までに提出して出席する。
（予習：60分）

配布したトーンチャイムの楽譜を読んでくる。必ず授業時に持参すること。リスニング・ウォークでは
キャンパス内（野外）を歩くので、歩きやすい靴で登校すること

1

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

その他の工夫

チェック欄
映像資料

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
○

④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
添削および全体に向けてのフィードバック
【成績の評価方法】
授業内発言・質問・振り返り、毎回のリアクションペーパー：50％、それぞれのテーマでの課題：50％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
特になし
【参考書】
授業内で指示する
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】

【オフィスアワー】
時間割決まり次第、入力
【教員連絡先】

mtajiri@g.t-junshin.ac.jp hmasuda@g.t-junshin.ac.jp kootake@g.t-junshinac.jp kakiho@g.t-junshin.ac.jp ykiburagi@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
【授業計画】第1回と第９回は全員同時受講。第3～8回、第10～14回：４つのグループに分かれて１つのテーマにつき3回ずつ受講する。第15回はグループ毎に総括。
Aグループ：【導入】→【演劇と映画】→【言語芸術】→【美術】→【音楽】→【まとめ】
Bグループ：【導入】→【言語芸術】→【美術】→【音楽】→【演劇と映画】→【まとめ】
Cグループ：【導入】→【美術】→【音楽】→【演劇と映画】→【言語芸術】→【まとめ】
Dグループ：【導入】→【音楽】→【演劇と映画】→【言語芸術】→【美術】→【まとめ】

2

現代文化学部
授業科目名

文化人類学

担当教員名

金子 穀

コード

22HUM108

区分
（必修・選択）

選択

年次／期間

1年次～4年次/後期

単位／時間数／形態

1単位/30時間/講義

チェック欄
○

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に心理を探究する姿勢を身に着け、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身に着ける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身に着け、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
世界各地には多様な生活，さまざまな文化が存在し，人々はそれぞれの社会の生活様式・価値観のもとに暮らしている。講義では多様な文化を持つ人々が触れ合う現代社会の事例を取り上げ，異文化を理解
することの意味を考える。文化人類学の視点・方法を学ぶことにより，人間が作り上げた文化の個別的側面と普遍的側面とを理解し，個別文化の価値を認識する力を養う。同時に，生活様式の違い，価値観の違
いから起こる諸問題を捉え，解決へ導く基礎的な視点・考察力を身につけることを目標とする。
【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

1 世界各地の多様な生活、文化、価値観について説明できる。
2 文化人類学の視点・方法を学ぶことで、文化の個別的側面と普遍的側面が理解でき、説明できる。
3 生活様式の違い、価値観の違いから起こる諸問題の課題解決に向けて自分の考えを述べうることができる。
【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

プロローグ：文化はどこにあるか

予習（30分）:プリント１（文化とは何か、文化の概念と定義）
復習（45分）:プリント１（文化とは何か、文化の概念と定義）

2

人類学の歴史

予習（30分）:プリント２（ヨーロッパ、アメリカ、日本の人類学）
復習（45分）:プリント２（ヨーロッパ、アメリカ、日本の人類学）

3

文化の調べ方

予習（30分）:プリント３（調査法）
復習（45分）:プリント３（調査法）

4

様々なお話 その１

予習（30分）:プリント４（説話１：昔話・伝説・世間話）
復習（45分）:プリント４（説話１：昔話・伝説・世間話）

5

様々なお話 その２

予習（30分）:プリント５（説話２：都市伝説）
復習（45分）:プリント５（説話２：都市伝説）

6

様々なお話 その３

予習（30分）:プリント６（神話と儀礼）
復習（45分）:プリント６（神話と儀礼）

7

お話は語る その１

予習（30分）:プリント７（幽霊と妖怪）
復習（45分）:プリント７（幽霊と妖怪）

8

お話は語る その２

予習（30分）:プリント８（予兆と禁忌）
復習（45分）:プリント８（予兆と禁忌）

9

お話は語る その３

予習（30分）:プリント９（占いと呪術）
復習（45分）:プリント９（占いと呪術）

10

お話は語る その４

予習（30分）:プリント10（妖術と邪視）
復習（45分）::プリント10（妖術と邪視）

11

お話は語る その５

予習（30分）:プリント11（年中行事と祭り）
復習（45分）:プリント11（年中行事と祭り）

12

お話は語る その６

予習（30分）:プリント12（日本の伝統行事・来訪神・憑き物）
復習（45分）:プリント12（日本の伝統行事・来訪神・憑き物）

13

お話は語る その７

予習（30分）:プリント13（通過儀礼１：妊娠～出産～七五三）
復習（45分）:プリント13（通過儀礼１：妊娠～出産～七五三）

14

お話は語る その８

予習（30分）:プリント14（通過儀礼２：成年式～結婚～還暦）
復習（45分）：プリント14（通過儀礼２：成年式～結婚～還暦）

15

お話は語る その９

予習（30分）:プリント15（通過儀礼３：死と供養）
復習（45分）：プリント15（通過儀礼３：死と供養）
チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
学生の理解度を確認するために時折、授業時に小テストも実施する予定である。

1

ディプロマ・ポリシー
② ③ ④ ⑤

その他の工夫
学生の理解をうながすために必要に応じて映像資料なども活用する予定である。

【成績の評価方法】
課題レポート70％、小テスト20％、授業への参加度10％で総合的な評価を行なう。
【履修申請上の条件】
特になし。
【教科書】
特になし（、毎時プリントを配布する予定である。
【参考書】
受講時に随時指示。
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】
特になし。
【教員連絡先】

tkaneko@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
文化は人間関係の基礎を形作るものです。どうかアンテナを張り巡らして柔軟な思考で好奇心をもって臨んで下さい。文化は人間関係の基礎を形作るものです。
どうかアンテナを張り巡らして柔軟な思考で好奇心をもって臨んで下さい。

2

現代文化学部
授業科目名

情報処理検定

担当教員名

コード

22HUM103

区分
（必修・選択）

年次／期間

1～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄
○

井上 救
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

1単位/15時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
一般企業はもとより、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭として活躍する現場においても、今やコンピュータ等を使って書類を作成したり表計算などのデータ処理をすることは当然な業務となっている。そのような
流れの中で、本授業では、就職活動時に有利となるPCスキル「MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト)」の中から、ワープロソフト「Word365＆2019 一般レベル」の受験を前提とした対策問題に取り組み、
ソフトに対する理解を深め、より実践的に扱うことが出来るよう学ぶ。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①
○
○
○

1 「Microsoft Word 365＆2019」に対する理解度を確認することができる。
2 ICTスキル（知識、技能など）を体得できる。
3 課題に対する問題解決力を得ることができる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

・授業についてのガイダンス
・出題範囲1 文書の管理
1-1 文書内を移動する

予習（約20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
出題範囲 1文書の管理 1-1を事前に学習しておくこと

2

・出題範囲1 文書の管理
1-2 文書を書式設定する 1-3 文書を保存する、共有する

予習（約20分）：出題範囲1 文書の管理 1-2 1-3を事前に学習しておくこと

3

・出題範囲1 文書の管理
1-4 文書を検査する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲2 文書の管理
1-4を事前に学習しておくこと

4

・出題範囲2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定
2-1文字列や段落を挿入する 2-2 文字列や段落の書式を設定する

予習（約20分）：出題範囲2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定
2-1を事前に学習しておくこと

5

・出題範囲2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定
2-3文書にセッションを作成する、設定する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲2 文字、段落、セクションの挿入と書式設定
2-3を事前に学習しておくこと

6

・出題範囲3 表やリストの管理
3-1表を作成する 3-2表を変更する

予習（約20分）：出題範囲3 表やリストの管理
3-1 3-2を事前に学習しておくこと

7

・出題範囲3 表やリストの管理
3-3リストを作成する、変更する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲3 表やリストの管理
3-3を事前に学習しておくこと

8

・出題範囲4 参考資料の作成と管理
4-1参照のための要素を作成する、管理する

予習（約20分）：出題範囲4 参考資料の作成と管理
4-1を事前に学習しておくこと

9

・出題範囲4 参考資料の作成と管理
4-2参照のための一覧を作成する、管理する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲4 参考資料の作成と管理
4-2を事前に学習しておくこと

10

・出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-1図やテキストボックスを挿入する

予習（約20分）：出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-1を事前に学習しておくこと

11

・出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-2図やテキストボックスを書式設定する

予習（約20分）：出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-2を事前に学習しておくこと

12

・出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-3グラフィック要素にテキストを追加する

予習（約20分）：出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-3を事前に学習しておくこと

13

・出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-4グラフィック要素を変更する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲5 グラフィック要素の挿入と書式設定
5-4を事前に学習しておくこと

14

・出題範囲6 文書の共同作業の管理
6-1コメントを追加する、管理する

予習（約20分）：出題範囲6 文書の共同作業の管理
6-1を事前に学習しておくこと

15

・出題範囲6 文書の共同作業の管理
6-2変更履歴を管理する →確認問題

予習（約20分）：出題範囲6 文書の共同作業の管理
6-2を事前に学習しておくこと

1

②

③

その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

課題提出はGmailを活用する。

○

・ 作成したものは基本的に授業内にてフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
授業参加度：30％ 課題提出：40％ 理解度確認問題の評価：30%
１．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業課題の作成物を「課題提出」として評価する。評価の内訳は、課題意図を理解し、適切な作業をしているか、相手に伝わりやすくする工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．章ごとに授業内でどの程度理解しているか都度確認問題を実施し評価する。
４．MOS（Microsoft Office Specialist）試験を受験し、所定の期日までに合格が確認できた者に加点する。
【履修申請上の条件】
・前期に開講する科目「情報処理（上）（下）」が履修済みであることが望ましい。
【教科書】
・『よくわかるマスター Microsoft Office Specialist Microsoft Word 365＆2019 対策テキスト＆問題集』 著作／制作：富士通エフ・オー・エム株式会社
【参考書】
・ 必要に応じて参考資料を紹介する。
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし。
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現代文化学部
授業科目名

保育原理

担当教員名

コード

22NUR201

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

髙橋 貴志
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

◎

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
歴史・思想・制度などの視点から保育に関して学び、保育所保育指針、幼稚園教育要領および幼保連携型認定こども園教育・保育要領における保育の基本について理解を深める。
さらに、認定こども園や幼保一元化の問題、幼保小連携等、我が国が現在抱える保育に関する諸課題についても考えていく。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 保育の意義について理解し、説明することができる。
2 保育所保育指針における保育の基本について述べることができるようになる。
3 保育の内容と方法の基本について理解し、応用することができる。
4 保育の思想と歴史的変遷について説明できるようになる。
5 保育の現状と課題について述べることができるようになる。
【授業計画】
授業計画

1

②
○
○
○
○
○

③

授業外学修（予習・復習･課題等）
予習（40分）:シラバスを一読し、自分なりのイメージや理解をもって参加すること。不明な語句につ
いて
は関連する本で調べておくこと。

授業全体のオリエンテーション／保育とは何か

復習（20分): 課題について考えをまとめる。

2

予習（60分）： 『保育所保育指針解説』第1章総則を通読し、養護と教育が一体化した保育に関して
イメージしておくこと。不明な語句については関連する本で調べておくこと。

保育におけるcareとeducationの解釈

復習（20分）： 課題について考えをまとめる。

3

予習（40分）：教科書第11章第1節～第2節に目を通しておくこと。不明な語句については関連
する本で調べておくこと。

保育の思想・歴史（１）欧米の保育について①

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

4

予習（40分）：教科書第11章第３節～第５節に目を通しておくこと。不明な語句については関連
する本で調べておくこと。

保育の思想・歴史（２）欧米の保育について②
（フレーベルの保育に関する動画を視聴する）

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

5

予習（40分）：教科書第1２章第1節～第2節に目を通しておくこと。不明な語句については関連
する本で調べておくこと。

保育の思想・歴史（３）日本の保育について①

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

6

予習（60分）：教科書第1２章第3節～第4節に目を通しておくこと。不明な語句については関連
する本で調べておくこと。
保育の思想・歴史（４）日本の保育について②
復習（20分）：課題について考えをまとめる。

7

予習（60分）：第6回授業で配布するモンテッソーリ幼児教育法に関する資料に目を通しておくこと。
不明な語句については関連する本で調べておくこと。

モンテッソーリ幼児教育法
（モンテッソーリ幼児教育法に関する動画を視聴する）

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

8

予習（60分）：保育の思想・歴史（３）（４）日本の保育についてで学んだ、保育所に関する内容を振り
返って
おくこと。『保育所保育指針解説』を読んで理解を深めておくこと。自宅の周囲にある「保育園」と称
する保育
施設にどのような種類があるか調べておくこと。

保育所と幼稚園（１）保育所について

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

9

予習（60分）：保育の思想・歴史（３）（４）日本の保育についてで学んだ、幼稚園に関する内容を振り
返って
おくこと。『幼稚園教育要領解説』を読んで理解を深めておくこと。

保育所と幼稚園（２）幼稚園について

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

予習（60分）：『保育所保育指針解説』/『幼稚園教育要領解説』第1章総則を通読しておくこと。
10

保育所保育指針と幼稚園教育要領
復習（20分）：課題について考えをまとめる。

1

11

予習（60分）：『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』第1章総則を通読し、幼稚園教育、保
育所保育
の接点について確認しておくこと。

認定こども園（１）
・認定こども園の設立経緯、類型

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

12

予習（40分）:認定こども園の4類型および、子ども・子育て支援新制度について情報収集しておくこ
と。

認定こども園（２）
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

13

予習（40分）:。教科書第7章に目を通しておくこと。不明な語句については関連する本で調べておく
こと。
また、質問には答えられるようにしておくこと。

現代保育問題（１）小学校教育以降の学校教育と保育
（小学校教育におけるアクティブラーニングの実際に関する動画を視聴する）

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

14

予習（60分）：小学校教育における「生活科」について情報収集しておくこと。不明な語句について
は
関連する本で調べておくこと。

現代保育問題（２）幼保小連携【課題レポート①】

復習（20分）：課題について考えをまとめる。

15

予習（60分）：第1回～第14回の授業内容についてまとめておくこと。不明な語句については関連す
る本で
調べておくこと。
『保育所保育指針解説』/『幼稚園教育要領解説』/『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』
を
さらに読んで理解を深めておくこと。

これまでの学びの総復習【課題レポート②】

復習（20分）：課題について考えをまとめる。
その他の工夫
チェック欄
・授業は主にプロジェクター（パワーポイント）を用いて説明する。
○
・基本的には講義形態であるがグループに分かれて課題に取り組みプレゼンテーショ
ンを
行い、学修者間でディスカッションする学習方法もとる。
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
課題レポートに対するフィードバックは次回の講義に行う。
【成績の評価方法】

〈評価基準〉
・「到達目標」に明示している項目を評価基準とする。
〈割合〉
・授業中のアクティブ・ラーニングなどの参加状況10%、基本的な知識、課題レポート①20%、課題レポート②70％で総合評価をする。
【履修申請上の条件】
配布資料にしたがって授業は展開されるので、必ず予習・復習をしてくること。
積極的に子どもと関わる機会を持ち、子どもについての理解を深める努力をしてほしい。
日頃から保育・幼児教育に関して情報収集し、自らの学習課題を明確にしておくこと。
【教科書】
井上 孝之, 小原 敏郎, 三浦 主博編 『つながる保育原理 (シリーズ 知のゆりかご)』 みらい
【参考書】
厚生労働省『保育所保育指針解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
文部科学省『幼稚園教育要領解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
事前にメールにて連絡を受けた上、時間設定します。
【教員連絡先】

taka2nnnkcg@yahoo.co.jp
【備考】
特になし
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現代文化学部
授業科目名

教育原理

担当教員名

コード

22NUR202

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

佐野 通夫
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
教育の理念並びに教育に関する歴史や思想について、現代の教育が直面する諸課題とも関連させながら考察する。授業においては、中心に問いを据え、さまざまな観点から考察することを通してその問いの
解決を目指すものとする。中でも、幼児教育・保育の観点を重視する。
毎回の授業では講義の他に受講者同士の議論も行う。議論を通して、受講者自身が教育言説のもつ多様性に気付くと同時に、教育という事象を俯瞰する力もつけることも目指している。さらに、教育にまつわ
るさまざまな課題に対する解決の糸口を見つけることができるように展開する。
また、提出するリアクションペーパーの記述などを活用して双方向の授業を展開する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

1

①

教育の基本的概念の理解
・教育学の諸概念並びに教育の本質及び目標を理解する。
・子供・教員・家庭・学校など教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係を理解する。

②

○

教育に関する歴史の理解
・家族と社会による教育の歴史を理解する。
2
・近代教育制度の成立と展開を理解する。
・現代社会における教育課題を歴史的な視点から理解する。

○

教育に関する思想の理解
・家庭や子供に関わる教育の思想を理解する。
3
・学校や学習に関わる教育の思想を理解する。
・代表的な教育家の思想を理解する。

○

【授業計画】
授業外学修（予習・復習･課題等）

授業計画

1

教育の基本的概念①
教育にまつわる諸概念・教育の本質についての理解

予習（30分）:シラバスを熟読し、本科目の見通しを立てる。
復習（150分）:授業内容を整理し、ノートする。

2

教育の基本的概念②
教育の目的・目標についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

3

教育の基本的概念③
子供・教員・家庭・学校についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

4

教育の基本的概念④
子供・教員・家庭・学校相互関係についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

5

教育に関する歴史①
家族と社会による教育の歴史についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

6

教育に関する歴史②
近代教育制度の成立と展開についての理解（西洋）

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

7

教育に関する歴史③
近代教育制度の成立と展開についての理解（日本）

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

8

教育に関する歴史④
現代社会における教育課題の歴史的な視点についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

9

教育に関する歴史⑤
保育・幼児教育に関する歴史的な視点についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

10

教育に関する思想①
家庭や学校における教える思想と学ぶ思想についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

1

③

11

教育に関する思想②
学校や学習に関わる教育の思想についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

12

教育に関する思想③
幼児教育における方法・カリキュラム・教育評価についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

13

教育に関する思想④
西洋における代表的な教育家の思想についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

14

教育に関する思想⑤
日本における代表的な教育家の思想についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。

15

教育に関する思想⑥
保育文化論についての理解

予習（120分）:テキストの指定の箇所を熟読し、質問事項や受講の観点を明確にする。
復習（60分）:授業内容を整理し、ノートする。各回の授業内容を振り返り、定期試験に備える。

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄
特になし。
○

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）

○

③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
・提出課題については、授業時の議論に活かしたり、コメントして返却したりしてフィードバックする。
【成績の評価方法】
・下記１．２を総合して評価する。
１．毎週の授業時に提出するリフレクションペーパー、その他の提出物（50％）
２．定期試験（小論文）（50％）
【履修申請上の条件】
特になし。但し、幼稚園教諭免許取得のための必修科目であることを良く理解し、理論と実践との関係に興味をもって受講していただきたい。
【教科書】
講義プリントを配布する。
【参考書】
適宜プリントを配布する。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】
・水曜 4限
【教員連絡先】

msano@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし。
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その他の工夫

現代文化学部
授業科目名

児童文化論

担当教員名

コード

22CHI202

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

大竹 聖美
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
＜児童文化＞とは何か、その全体像を知りながら、特に紙芝居・絵本・パネルシアター・エプロンシアターなどの児童文化財を学ぶ。
また、昔話・世界名作童話・伝承遊びの概要を学び、あらためて、児童文化の広がりと意義を学ぶ。
こどもを取り巻く文化について、その全体像を学ぶ。特に、昔話・子守唄・童謡・絵本・紙芝居・童話・伝承遊び・年中行事・児童文化施設など、基礎的な概要を網羅する。
幅広く、多岐にわたるが、具体的な作品に毎回触れることを大切にする。あらためて、これらの＜児童文化＞が、こどもの成長にとってどれだけ大きな役割を果たしているのかを実感するだろう。
＜児童文化＞の役割と奥深さと広がりを理解し、より良いこどもの文化の担い手となるための知識・態度・技能の基礎を修得する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 紙芝居の特性を説明することができ、季節や対象に応じて適切な紙芝居を演じることができる。
2 絵本の特性を説明することができ、季節や対象に応じて適切な読み聞かせをすることができる。
3 神話・昔話・世界名作童話（イソップ・グリム・アンデルセン等）の特性を説明することができ、語り手として適切な活動ができる。
4 伝承遊び（特に折り紙）と歳時（季節の行事）を知り、伝統文化を継承することができる。
5 乳児保育、幼児保育における言語表現文化の基礎的な知識と技能を身に付ける。
【授業計画】
授業計画

②
○
○
○
○
○

③

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

児童文化とは何か。本講座のオリエンテーション

予習（40分）: 子どものころに親しんだ絵本、漫画、アニメ、おもちゃ、公園、遊具などを振り返る
復習（40分）: 課題図書を読む

2

＜紙芝居＞（１）紙芝居を知ろう――紙芝居の特徴・歴史・種類・演じ方

予習（40分）: 祖父母、家族などに紙芝居を観たことがあるか、どこでどのように観たか取材し、疑問
点を整理しておく
復習（40分）: 日本昔話を読む

3

＜紙芝居＞（２）紙芝居作品研究――赤ちゃん・物語・参加型・教育・行事・科学

予習（40分）: 地域の図書館などでお話会を見学する
復習（40分）: イソップ童話を読む

4

＜紙芝居＞（３）紙芝居実践研究

予習（40分）: 紙芝居の練習をする
復習（40分）: 振り返りシートを作成する

5

＜絵本＞（１）絵本を知ろう――絵本の特徴・歴史・種類・読み聞かせ

予習（40分）: 自分が好きだった絵本作品と当時の様子を思い出し、絵本を準備する
復習（40分）:国際子ども図書館電子コンテンツ 「絵本ギャラリー」を見る
https://www.kodomo.go.jp/gallery/

6

＜絵本＞（２）絵本の種類

予習（40分）: 課題図書を読む
復習（40分）: 「こどものとも０.１.２」（福音館書店）を読む

7

＜絵本＞（３）作家研究

予習（40分）: 「こどものとも年少版」（福音館書店）を読む
復習（40分）: 「こどものとも年中版」（福音館書店）を読む

8

＜パネルシアター＞（１）――パネルシアターの特徴・歴史・種類・演じ方

予習（40分）: 「こどものとも」（福音館書店）を読む
復習（40分）: グリム童話をよむ ＊公開動画を視聴する： 「保育士クラブ・パネルシアターの作り
方」 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/4249

9

＜パネルシアター＞（２）パネルシアター実践研究

予習（40分）: 紙芝居・絵本・パネルシアター・エプロンシアターのそれぞれの特徴を整理して、違い
を述べられるようにする
復習（40分）: 振り返りシートを作成する

10

＜エプロンシアター＞（１）――エプロンシアターの特徴・種類・演じ方

予習（40分）: 対象年齢、季節、状況に合わせて、どのような児童文化財を選択すべきか整理し、説
明できるようにする
復習（40分）: エプロンシアターの原作を読む ＊公開動画を視聴する：「保育士クラブ・エプロンシ
アターのねらいと作り方」
https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/3875

11

＜エプロンシアター＞（２）エプロンシアター実践研究

予習（40分）: エプロンシアターの練習
復習（40分）: 振り返りシートを作成する

12

＜世界の昔話と名作童話＞イソップ・ペロー・グリム・アンデルセン

予習（40分）: アンデルセン童話を読む
復習（40分）: 世界名作物語とメディア（紙芝居・絵本・アニメ・パネルシアター・エプロンシアター）に
ついて調べる

13

＜日本の昔話＞桃太郎・浦島太郎・一寸法師・かちかち山・瘤取り爺さん・花咲爺さん

予習（40分）: 日本昔話とメディア（紙芝居・絵本・アニメ・パネルシアター・エプロンシアター）につい
て調べる
復習（40分）: 振り返りシートを作成する

1

14

伝承遊びと折り紙・切り紙

予習（40分）: １０種類の折り紙を折ってくる
復習（40分）: 季節の折り紙絵本を完成させる ＊公開資料を活用する ：「いらすとや」
https://www.irasutoya.com/search/label/幼稚園

15

季節の行事と児童文化、わらべ唄・童謡

予習（40分）: プレゼンの準備
復習（40分）: 本授業の振り返りと自己評価
チェック欄
特になし
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

○

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
・予習で準備した資料、復習で作成した報告書・レポートは次回の授業で持参すること。
・授業では、それらの「資料」「シート」「レポート」などの準備物提出物を活用し、プレゼンとフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
授業参加度（課題への取り組み）30％、発表30％、提出物40％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
文部科学省『幼稚園教育要領解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
厚生労働省『保育所保育指針解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説〈平成30年3月〉』フレーベル館
福音館書店「こどものとも０・１・２」、「こどものとも年少版」、「こどものとも年中向き」、「こどものとも」、「ちいさなかがくのとも」「かがくのとも」
【参考書】
『日本児童文学大事典』１～３巻,大阪国際児童文学館,大日本図書
『児童文学事典』,日本児童文学学会,東京書籍
『斎藤佐次郎・児童文学史』斎藤佐次郎著,宮崎芳彦編,金の星社
『日本児童文化史叢書』１～38,上笙一郎ほか著,久山社
『落穂ひろい―日本の子どもの文化をめぐる人びと』上・下,瀬田貞二著,福音館
【オープンな教育リソース】
＊国際子ども図書館電子コンテンツ 「絵本ギャラリー」の利用： https://www.kodomo.go.jp/gallery/
＊公開資料と動画の活用：「保育士クラブ・エプロンシアターのねらいと作り方」 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/3875
＊公開資料と動画の活用：「保育士クラブ・パネルシアターの作り方」 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/4249
＊公開資料の活用 ：「いらすとや」https://www.irasutoya.com/search/label/幼稚園
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
月曜：昼休み・４限、金曜：昼休み・４限
【教員連絡先】

kootake@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
＊教育実習（幼Ⅰ）の先修要件科目である。
＊保育実習Ⅰの先修要件科目である。

2

その他の工夫

現代文化学部
授業科目名

造形基礎Ⅰ

担当教員名

コード

22ART201

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

井上 救
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○
1単位/15時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児期において、生活の中で出会う様々な 音、形、色、手触り、動きから感じたことを自ら発信する創作活動は感性を育み、成長を促すうえで大切な要素である。この様なこどもの表現力を支援するために
は、使用する様々な素材の理解、道具の扱い、また、制作においてのアイディアや工夫が必要となる。
造形基礎Iでは、主にこどもの発達段階に合わせた制作を通して素材や道具の知識、基礎的な加工方法について学ぶ。
また、こどもの気持ちを知るには、自らこどもに戻ったつもりで楽しむことと冷静に振り返り分析をすることが大切である。この二つを常に意識し、楽しみながら真摯に課題に取り組む姿勢も学ぶ。
制作の時間では「造形ノート」にまとめをし、幼児園、保育所などの現場で役に立つ、こどもが楽しく興味をもって取り組めるカリキュラム習得も目指す。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 造形表現に対する知識を得ることができる。
2 こども達の造形活動に必要なスキル（素材への理解、制作方法など）を体得することができる。
3 他者と協同して造形活動を楽しみ、共有していく体験を実践できる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション：授業の概要
画材についての知識と理解 平面表現I（鉛筆、色鉛筆、クレヨン、パス類）

予習（約20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
事前に授業で扱う素材について調べること

2

画材についての知識と理解 平面表現II（絵の具、墨汁など）

予習（約20分）：事前に授業で扱う素材について調べること

3

画材についての知識と理解 平面表現III（その他の画材）

予習（約20分）：事前に授業で扱う素材について調べること

4

表現研究① 画材を生かした制作（季節の絵を描く）

予習：（約20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

5

表現研究② 画材を生かした制作（黒で描く）

予習：（約20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

6

表現研究③ 「立体に絵を描こう」

予習：（約20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

7

表現研究③ 「立体に絵を描こう」 まとめと発表

予習（約30分）：事前に発表内容をまとめること

8

表現研究④ 「シャボン玉で遊ぼう」

予習（約20分）：事前に授業で扱う素材について調べること

9

表現研究⑤ 「ビニール袋で表現する」

予習（20分）：事前に授業で扱う素材について調べること

10

表現研究⑥ 「フィンガーペインティング」

予習（約20分）：事前に授業で扱う素材について調べること

11

表現研究⑦ 「なかま合わせカード」

予習（約20分）：どのような制作をするかの事前研究

12

表現研究⑧ 「お面作を作ってなりきりパフォーマンス」

予習：（20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

13

表現研究⑨ 「影絵をつくろう」

予習：（20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

14

表現研究⑨ 「影絵をつくろう」 まとめと発表

予習（約30分）：事前に発表内容をまとめること

15

表現研究⑩ 「水のいきものたち」

予習（約20分）：事前に授業で扱う素材について調べること。

1

②
○
○
○

③

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄
インターネット、動画の活用
○

その他の工夫

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク

○

【課題のフィードバック】
・ 授業内でまとめ、発表したものを提出しフィードバックを行う
【成績の評価方法】
授業参加度：20％ 課題制作作品提出：30％ 制作物についてまとめ提出：30％ 発表：20％
１．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業課題で制作した作品の提出を「課題制作作品提出」として評価する。評価の内訳は、課題の主旨に即しているか、工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．レポートは課題内容を理解しているか、資料など調査し取り入れているか、 オリジナルの創意工夫がみられるか、分かり易く伝えられているか等の総合評価とする。
４．発表は内容だけでなく、発表に向かう姿勢も評価される。
【履修申請上の条件】
・汚れても良い服装で（エプロン等でも良い）取り組むこと。
・基本的な道具（はさみ のり クレヨン 絵の具 スケッチブック）を毎回持参のこと（オリエンテーション時に詳細説明）。
【教科書】
・平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞ 株式会社チャイルド社
【参考書】
・『生活事例からはじめる 造形表現』 吉田 収 宮川 萬寿美 編著 青踏社
・ 『保育をひらく造形表現』 槇 英子 株式会社萌文書林
・ 『幼児造形の基礎 乳幼児の造形表現と造形教材』 樋口 一成 編著 株式会社萌文書林
・ その他、必要に応じて参考資料を紹介する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

造形基礎Ⅱ

担当教員名

コード

22ART202

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

井上 救
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○
1単位/15時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児期において、生活の中で出会う様々な 音、形、色、手触り、動きから感じたことを自ら発信する創作活動は感性を育み、成長を促すうえで大切な要素である。この様なこどもの表現力を支援するために
は、使用するいろいろな素材の理解、道具の扱い、また、制作においてのアイディアや工夫が必要となる。
造形基礎IIでは、主にこどもの発達段階に合わせた制作を踏まえつつ、さらに実践を想定した、こどもが興味を持ち、楽しく参加できる造形表現を学んで行く。
また、こどもの気持ちを知るには、自らこどもに戻ったつもりで楽しむことと冷静に振り返り分析をすることが大切である。この二つを常に意識し、楽しみながら真摯に課題に取り組む姿勢も学ぶ。
制作の時間では「造形ノート」にまとめをし、幼稚園、保育所などの現場で役に立つ、こどもが楽しく興味をもって取り組めるカリキュラム習得も目指す。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 造形表現に対する知識を得ることができる。
2 こども達の造形活動に必要なスキル（素材への理解、制作方法など）を体得することができる。
3 他者と協同して造形活動を楽しみ、共有していく体験を実践できる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション：授業の概要
表現研究⑪ 壁面装飾制作課題

予習（20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
事前に授業で検討、立案をするための準備をすること

2

表現研究⑪ 壁面装飾制作課題

予習（約30分）：事前に発表のための準備をすること

3

表現研究⑪ 壁面装飾制作課題 まとめと発表

予習：（約20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

4

遊びの研究① 「さかな釣り遊び」

予習（20分）：まとめのための準備

5

遊びの研究① 「さかな釣り遊び」 実践とまとめ

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究

6

遊びの研究② 「ビー玉を使ったおもちゃ」

予習：（約20分～１時間）どのような制作をするかの事前研究

7

遊びの研究② 「ビー玉を使ったおもちゃ」 まとめと発表

予習（約30分）：事前に発表のための準備をすること

8

表現研究⑫ 「ハロウィンの飾りを作ろう」

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究

9

表現研究⑫ 「ハロウィンの飾りを作ろう」 まとめと発表

予習（約30分）：事前に発表のための準備をすること

10

遊びの研究③ 「輪ゴム鉄砲」

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究

11

表現研究⑬ 「ステンドグラスの制作」

予習（約30分）：事前に発表のための準備をすること

12

表現研究⑬ 「ステンドグラスの制作」まとめと発表

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究

13

表現研究⑭ 「冒険者と魔法の世界のアイテム作り」

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究

14

表現研究⑭ 「冒険者と魔法の世界のアイテム作り」まとめと発表

予習（約30分）：事前に発表のための準備をすること

15

遊びの研究④ 「コップを使ったおもちゃ」

予習：（約20分）どのような制作をするかの事前研究
チェック欄
インターネット、動画の活用
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク

○

1

その他の工夫

②
○
○
○

③

【課題のフィードバック】
・ 授業内でまとめ、発表したものを提出しフィードバックを行う
【成績の評価方法】
授業参加度：20％ 課題制作作品提出：30％ 制作物についてレポート：30％ 発表：20％
１．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業で制作した課題で制作した作品の提出を「課題制作作品提出」として評価する。評価の内訳は、課題の主旨に即しているか、工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．レポートは課題内容を理解しているか、資料など調査し取り入れているか、 オリジナルの創意工夫がみられるか、分かり易く伝えられているか等の総合評価とする。
４．発表は内容だけでなく、発表に向かう姿勢も評価される。
【履修申請上の条件】
・汚れても良い服装で（エプロン等でも良い）取り組むこと。
・基本的な道具（はさみ のり クレヨン 絵の具 スケッチブック）を毎回持参のこと（オリエンテーション時に詳細説明）。
【教科書】
・平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞ 株式会社チャイルド社
【参考書】
・『生活事例からはじめる 造形表現』 吉田 収 宮川 萬寿美 編著 青踏社
・ 『保育をひらく造形表現』 槇 英子 株式会社萌文書林
・ 『幼児造形の基礎 乳幼児の造形表現と造形教材』 樋口 一成 編著 株式会社萌文書林
・ その他、必要に応じて参考資料を紹介する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こどもと造形表現

担当教員名

コード

22ART203

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

松澤綾子
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
この科目では学位授与に関する方針である、こども文化全般への広い視野と深い認識をもち、保育・教育の高度な知識と技能を身につけ、こどもの「育ち」に資することを目的とする。
身近な環境の中にある、面白いもの美しいもの、不思議だと感じるものを集め、素材を感じ触れ、そこから生まれてくる気付きや発見を共有する。
見る、触る、聴く、楽しむ、などの実感を通してイメージを豊かにし子どもの頃の気持ちに立ち返り,表現を生み出す要因について分析する。 幼児の生活の中で行われる造形的なあそびや協働制作を体験し
する。
ロールプレイを通して、子どもの表現する心理や行動について体感し、造形表現の展開やその工程にある学びについて話し合う。
小学校過程のへの接続として、様々な出来事に感性を働かせ、自分を表現したり友達を分かち合うこどもの姿を支え援助できる保育者のあり方について対話することができる。
ドキュメンテーション等、表現活動の可視化を行いそこから見えてくるものについて分析する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 幼稚園教育要領に示された領域「表現」のねらいを理解し、「幼児期の終わりまでに育って欲しい１０の力」と照らし合わせ活動することができる
幼児の生活の中で「表現」の位置付けについて理解し、「表現」するとはどのような事か考え、実際に体験し幼児の表現を支える保育者としての創造性や感性の幅を、今の自分の概念よ
2
りも広げることができる
3 幼児が見つける素朴な発見、ひらめきを受けとめ共感することができる
4 幼児の表す造形的な活動について、その活動の過程を観察し、こどもの表現を受け止め支えるための基礎的な考え方た知識を得て、自分でも表現することができる
5 協働制作等の活動より、楽しむこと同時に他者の表現に対して、受けとめることを体験する
【授業計画】
授業計画
授業外学修（予習・復習･課題等）

②

③
○

○
○
○
○

1

領域「表現」のねらい及び内容の理解
表現」とは何か。ディスカッションを通して、表現の源について自由に発言し「表現」の生成過程を
分析し自分も表現をしてること、受けとめられることに重要性に気づく

2

宝もの探し・素材集め（グループワーク）
予習（６０分）チャイルドビジョンについての動画や解説をWEBから探しみておく NPO法人CAP
「チャイルドビジョン」を体験しこどもの視野や目線を考えながら野外に出て、面白い素材、触りたい
センター等参照 http://cap-j.net
素材自然物を見つけ、色、形、触感違いなどを意識しながら収拾する。

3

素材の分類と展示 （グループワーク）
前回の授業で収拾したものを分類し貼り出し、感触や気づきそこから生まれる造形表現の可能性
について話し合う

4

絵の具作りあそび 身近な素材から絵の具のように色のでる素材から絵の具を作る。（実習）

5

素材体験

6

はさみを使った造形（実習）

7

こどもの姿 造形活動を行うこどもの画像や動画からこどもの表現活動のどこに着目するか 保育
課題（６０分）子どもの頃の絵画、自分のもの、あるいは兄弟のものなどを探し、可能の者は持って
者役と子ども役、観察者に分かれロールプレイ と通じで演じ、こどもの気持ち、心の揺らぎなどを感
くる
じ取り、保育者としてどのような振る舞いが求められるか振り返り作業から話し合う

8

芸術教育の理論と保育についての関係性、現在の保育における非認知的脳力を育成する造形表 予習課題 （６０分）ブルーノ、ムナーリメゾットについてWEBで探し鑑賞する なお詳細は授業に
現の関わりについて、解説する
指示する

9

はさみを使った造形（実習） はさみを使うことを目的にした活動においてのねらい、環境設定、準
予習 （30分） 第４章「自然のものの美しさに触れるー感性を身につけるーについて読み、自身
備、時間配分などをシートに書き、小グループで保育者、及びファシリテーターの役割で活動をお が行う模擬
こなう。他の学生はこども役になり、体感する。
授業についてイメージをつけておく

10

はさみを使った造形指導の模擬授業 １ （ロールプレイ とグループワーク）

復習（６０分）他の人の模擬授業の様子を見て、感じたことをシートにまとめる

11

はさみを使った造形指導の模擬授業 ２ （ロールプレイ とグループワーク）

復習（６０分）他の人の模擬授業の様子を見て、感じたことをシートにまとめる

予習（６０）分保育指針 「領域 表現」第１章読み、印象的な部分を抽出する

予習（１２０分）授業中に指示された素材について探求し、収集し持参する

予習（60分「生活の中にある 造形 表現に結びつきそうな物 ことを探して レポートにまとめる

予習（120分「幼少期におこなった感触遊びについて、思いだし書き出す。
＊汚れても良い服装

粘土を作る 小麦粉や片栗粉を使って粘土を作る体験をする（実習）

課題 （６０分）紋切り遊びについて調べてくる
参照 日本博物館協会https://www.j-muse.or.jp/04links/yamabiko.php

1

12

昔遊びや伝統的な遊び、工作に触れ 実践する １

予習（１２０）伝統的な昔遊びや自然物を使った工作、遊びについて、調べる

13

昔遊びや伝統的な遊び、工作に触れ 実践する ２

14

空間インスタレーション、空間を使った造形表現について体験する（グループワーク）同時にその
過程について撮影し、体感者の気づきや思いについて観察する

復習（６０分）実際にインスタレーション行った感想をまとめる。

15

ドキュメンテーションの作成
（ディズカッション）

課題 グループで話し合われたことをまとめてレポートにする

課題（１２０分）伝統的な昔遊びや自然物を使った工作、遊びについて、調べたものをわかりやす
く８つきり画用紙にまとめ提出

インスタレーションでの様子をドキュメンテーションにまとめる

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク

○

その他の工夫
ロールプレイを用いることで、こどもの気持ちになって考える。
実際に表現活動をしている、こどもの様子をまとめた動画や画像を鑑賞する。
WEB、上で様々な近代美術について鑑賞しする。
現在美術の手法の一つとして「インスタレーション」及び「ワークインプログレス」につ
いて知る。

【課題のフィードバック】
フィードバックは次回の授業の中で行う
【成績の評価方法】
課題への取り組み20％、制作物と発表40％、事前学習とレポート40％制作物等の課題提出を「提出物と発表」として評価する。評価の内訳は、授業中の指示に即しているかを基準として分量・内容の総合評
価とする。
予習、復習等でレポートの評価は授業中の指示に即し自分の言葉で書かれていることを基準とし分量・内容の総合評価とする。
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
特になし
【参考書】
特になし
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
県立高等学校にて美術非常勤講師と、保育園、幼稚園等で造形表現活動を２０年行なっている経験から、今の時代にあった、また新しい保育指針に則った、こどもの主体性を大事にし、非認知能力を育成
する造形表現についてその基礎的考え方や、関わりの工夫について、理論と実際のこどの様子や育ちを紹介ながら指導する。
【オフィスアワー】
月曜

11時３０分から〜１２時３０分

【教員連絡先】

amatsuzawa@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こどもと音楽表現A

担当教員名

コード

22EDU201

区分
（必修・選択）

年次／期間

１年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

田中 路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

1単位/30 時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児教育、保育の現場においては、子どもとの音楽を通した遊びやコミュニケーションをとる機会が多い。そのような場において最も身近な音楽実践の手段は歌であり、教師や保育士には、単に自分が歌える
だけでなく、歌を通して子どもに音楽の楽しさを伝える力や歌唱指導力が不可欠となる。本授業では特に子どもの歌や合唱曲の歌唱、そして歌と物語を融合させた音楽劇の創作を通して、子ども達と楽しむこ
とのできる歌のレパートリーを増やしていく。同時に、今後４年間を通して学習するピアノやその他の音楽活動の基礎固めのために、楽典やその他の音楽の基礎事項についても講義及び課題プリン トで学習
する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 様々な子どもの歌を知り、それを重唱や合唱で表現できるようになる
2 子どもと歌う時の具体的な指導法を理解し、実践できるようになる
3 様々な子どもの歌を教材分析し、特徴を活かした指導プランが立てられるようになる
4 子どもの歌と物語を融合させた音楽劇を創作し、人前で発表できるよう、構成・練習・発表のプロセスを計画できるようになる
5 音楽の基礎について学び、今後の音楽活動に活かせるようになる
【授業計画】
授業計画

②
○
○
○
○
○

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション:授業の概要、授業の進め方などについての説明
音楽の基礎(1)：楽譜の基礎知識：五線、音部記号、譜表

復習：課題プリン ト「音楽の基礎(1)」を学習する(30 分)

2

「子どもの歌」とは何か
音楽の基礎(2):音名と階名

予習：知っている「子どもの歌」をリストアップする（30分）
復習：課題プリント「音楽の基礎(2)」を学習する(30 分)

3

子どもの歌を歌ってみよう
音楽の基礎(3):幹音と派生音

予習：配布された「子どもの歌」を譜読みしてくる（30分）
復習：課題プリント「音楽の基礎(3)」を学習する(30 分

4

子どもの歌の分析(1)
音楽の基礎(4):音符と休符の長さ

予習：グループ発表(子どもの歌の分析内容)の準備を進める(60 分)
復習：課題プリント「音楽の基礎(4)」を学習する(30 分)

5

子どもの歌の分析(2)
音楽の基礎(5):拍子の種類

予習：グループ発表(子どもの歌の分析内容)の準備を進める(60 分)
復習：課題プリント「音楽の基礎(5)」を学習する(30 分)

6

子どもの歌の分析(3)
音楽の基礎(6):リズム

予習：グループ発表(子どもの歌の分析内容)の準備を進める(60 分)
復習：課題プリント「音楽の基礎(6)」を学習する(30 分)

7

子どもの歌の分析(4)
音楽の基礎(7):様々な演奏記号、演奏用語

予習：グループ発表(子どもの歌の分析内容)の準備を進める(60 分)
復習：課題プリント「音楽の基礎(7)」を学習する(30 分)

8

音楽劇の創作に向けた準備(グループ決め、物語の題材選定)
音楽の基礎確認テスト

予習：音楽の基礎確認テストの準備を行う。(60分)音楽劇の題材選定の準備を行なう(30 分)
復習：台本作成を進める（60分）

9

音楽劇の創作に向けた準備(使用楽曲の選定)

予習：音楽劇の使用楽曲を選定する(60 分)
復習：音楽劇の使用楽曲を練習する（60分）

10

音楽劇の創作に向けた準備(台本作成等)

予習：台本を読み、練習を行う（60分）
復習：台本の構成を見直し、練習を行なう(60 分)

11

音楽劇の創作に向けた準備(通し練習)

予習：台本を読み、練習を行う（60分）
復習：台本の構成を見直し、練習を行なう(60 分)

12

音楽劇の創作に向けた準備(中間発表)

予習：中間発表の準備を行う（30分）
復習：中間発表で得たコメントをふまえ、台本の構成を見直し、練習を行なう(60 分)

13

音楽劇の創作に向けた準備(通し練習)

予習：台本を読み、練習を行う（60分）
復習：台本の構成を見直し、練習を行なう(60 分)

1

③

14

音楽劇のリハーサル

予習：台本を読み、練習を行う（60分）
復習：台本の構成を見直し、練習を行なう(60 分)

15

音楽劇の発表

予習：台本を読み、練習を行う（60分）
復習：完成した音楽劇の反省を行う（30分）

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

その他の工夫

チェック欄
特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
課題プリントは毎回教員がチェックし、次回授業時に返却する。
グループ発表及び音楽劇の準備については、次回授業時に教員がグループごとに進捗状況を確認する。
【成績の評価方法】
授業内試験(音楽劇の発表)60%、授業内発表(子どもの歌の分析について、第7回までに実施)20%、音楽の基礎確認テスト(第８回に実施)20%
【履修申請上の条件】
グループワークが中心となるので、他の学生と互いに高め合いながら取り組むこと。授業時間外での準備が必要となる場合もあるので、協力し合って取り組むこと。
【教科書】
文部科学省『幼稚園教育要領』
厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』
【参考書】
特になし
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
火曜 12:15〜12:45
【教員連絡先】
田中 m_tanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

13

ボックスアートのプレゼンテーション

予習（６０分）現代アートにおける「インスタレーション」についてWEBで鑑賞する
詳細は授業内で指示する

14

空間インスタレーション、空間を使った造形表現について体験する（グループワーク）同時にその
過程について撮影し、体感者の気づきや思いについて観察する

復習（６０分）実際にインスタレーション行った感想をまとめる。

15

ドキュメンテーションの作成
（ディズカッション）

課題 グループで話し合われたことをまとめてレポートにする

インスタレーションでの様子をドキュメンテーションにまとめる

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

○

その他の工夫
ロールプレイを用いることで、こどもの気持ちになって考える。
実際に表現活動をしている、こどもの様子をまとめた動画や画像を鑑賞する。
WEB、上で様々な近代美術について鑑賞しする。
現在美術の手法の一つとして「インスタレーション」及び「ワークインプログレス」につ
いて知る。

フィードバックは次回の授業の中で行う
【成績の評価方法】
課題への取り組み20％、制作物と発表40％、事前学習とレポート40％制作物等の課題提出を「提出物と発表」として評価する。評価の内訳は、授業中の指示に即しているかを基準として分量・内容の総合評
価とする。
予習、復習等でレポートの評価は授業中の指示に即し自分の言葉で書かれていることを基準とし分量・内容の総合評価とする。
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
事例で学ぶ保育内容 〈領域〉表現 萌文書林
【参考書】
「体験が感性を育む 造形あそび 」

深谷ベルタ (風鳴舎) / 保育のなかのアート: プロジェクト・アプローチの実践から 磯部錦司 (教育単行本)

【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
県立高等学校にて美術非常勤講師と、保育園、幼稚園等で造形表現活動を２０年行なっている経験から、今の時代にあった、また新しい保育指針に則った、こどもの主体性を大事にし、非認知能力を育成
する造形表現についてその基礎的考え方や、関わりの工夫について、理論と実際のこどの様子や育ちを紹介ながら指導する。
【オフィスアワー】
月曜

11時３０分から〜１２時３０分

【教員連絡先

amatsuzawa@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こどもと音楽表現B

担当教員名

コード

22EDU202

区分
（必修・選択）

年次／期間

１年次／後期

単位／時間数／形態

チェック欄

田中 路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

選択

○
1単位/30 時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児教育、保育の現場においては、子どもとの音楽を通した遊びやコミュニケーションをとる機会が多く、中でも楽器を用いた合奏は、日々の音楽活動は勿論、行事においての発表等の場でも数多く取り組まれ
る。子どもに対する器楽合奏の指導においては、楽器や楽曲の知識のみならず、他者と協同してパフォーマンスを作り上げることや、お互いの演奏を聴き合うことを、幼年期の子どもにも分かるように指導すること
が求められる。本授業では、子どもが楽しんで合奏できる楽曲を知ると共に、実際の合奏を体験し、様々な楽器の奏法や特性を理解する。また楽曲を教材としてみた場合に、その有用性や指導のプランがどのよ
うなものになるかについて、教材研究を行なう。並行して、12 月に行われる「純心こどもの国のクリスマス」におけるトーンチャイ ムの演奏発表に向け、クラス単位で練習に取り組み、完成度の高い演奏を目指す。
学期末には器楽合奏のグループ発表を通して、楽曲の選定、練習、指導、 発表という一連のプロセスを経験し、合奏の教育的意義についても検討する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 様々な楽器の名称、奏法を理解し、演奏表現できるようになる
2 子どもと合奏する時の具体的な指導法を理解し、実践できるようになる
3 様々な器楽合奏の楽曲を教材分析し、特徴を活かした指導プランが立てられるようになる
4 トーンチャイムの奏法を理解し、メンバーと共に息の合った演奏を仕上げることができる
5 器楽合奏について、楽曲の選定、練習、指導、発表のプロセスを計画できるようになる
【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション:授業の概要、授業の進め方などについての説明
トーンチャイムの基礎(音の鳴らし方、止め方、演奏姿勢)

予習:トーンチャイムの概要を調べておく(30 分)
復習:トーンチャイムの基礎についての復習(15 分)

2

トーンチャイムの合奏(1):グループによる楽曲の練習(担当音決定、譜読み)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

3

トーンチャイムの合奏(2):小グループによる楽曲の練習(部分練習)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

4

トーンチャイムの合奏(3):小グループによる楽曲の練習(強弱、速度などの表現の工夫)

予習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)
復習：合奏練習を進める(90 分)

5

トーンチャイムの合奏(4):小グループによる楽曲の練習(通し練習)、グループ発表

予習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)
復習：グループ発表の反省を行う(15分)

6

トーンチャイムの合奏(5):「純心こどもの国のクリスマス」に向けた全体練習
(担当音決定、譜読み)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

7

トーンチャイムの合奏(6):「純心こどもの国のクリスマス」に向けた全体練習
(部分練習)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

8

トーンチャイムの合奏(7):「純心こどもの国のクリスマス」に向けた全体練習
(強弱、速度などの表現の工夫)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

9

トーンチャイムの合奏(8):「純心こどもの国のクリスマス」に向けた全体練習
(通し練習)

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

10

トーンチャイムの合奏(9):「純心こどもの国のクリスマス」のリハーサル

予習・復習:担当音を確認し、楽譜を見直す(30分)

11

器楽指導法研究(1):様々な打楽器の名称及び奏法
器楽合奏練習(1):課題曲選定、譜読み

予習・復習：指導法研究および合奏練習を進める(90 分)

12

器楽指導法研究(2):子どもの歌と楽器によるアンサンブル指導法
器楽合奏練習 (2):パート練習

予習・復習：指導法研究および合奏練習を進める(90 分)

13

器楽指導法研究(3):模擬指導実践
器楽合奏練習(3):パート練習、通し練習

予習・復習：指導法研究および合奏練習を進める(90 分)

14

器楽合奏練習(4):リハーサル

予習・復習：合奏練習を進める(90 分)

15

器楽合奏グループ発表

1

②
○
○
○
○
○

③

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

その他の工夫

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
合奏練習については次回授業時までに各グループ(もしくは個人)で進め、次回授業時に教員が成果をチェックしコメントする。
【成績の評価方法】
合奏グループ発表 ( 第15回 ) 60% 、 授業内発表 ( 第 5 回のグループ発表、指導法研究の発表 ) 20% 、「純心こどもの国のクリスマス」に向けた準備、授業全体に臨む姿勢20%
【履修申請上の条件】
グループワークが中心となるので、他の学生と互いに高め合いながら取り組むこと。授業時間外での準備が必要となる場合もあるので、協力し合って取り組むこと。
【教科書】
文部科学省『幼稚園教育要領』
厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』
【参考書】
特になし
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
火曜 12:15〜12:45
【教員連絡先】
田中 m_tanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

発達心理学

担当教員名

コード

22PSY201

区分
（必修・選択）

年次／期間
チェック欄

1年次/前期

小泉 左江子
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

○

○

選択

2単位/30時間/講義

単位／時間数／形態

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。

○

② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。
③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
この科目は、ディプロマポリシー「保育・教育の高度な知識と技能を習得」するための講義科目である。授業では保育の対象である子どもを理解するために必要な発達心理学の知識を身につけることを目的とす
る。また、生涯発達の観点から乳幼児の発達過程や初期経験の重要性を理解し、乳幼児の学びのプロセスや特徴を学び、保育における発達援助に役立てる。
講義と共に、事例を通してのディスカッションや学習内容確認のためのワークやテストを行う。
【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 保育実践にかかわる心理学の知識を学び、子どもの発達を支援することができる。
2 代表的な発達観・発達理論を知り、子どもの発達過程に応じた援助ができる。
3 乳幼児期の学びの過程や特徴を知り、保育実践の遊びや環境づくりに生かすことができる。

ディプロマ・ポリシー
② ③
○
○
○

【授業計画】
授業外学修（予習・復習･課題等）

授業計画

予習：テキスト第1章、第5章第1節を読む（30分）
復習：エリクソンの発達理論について図にまとめる（30分）

1

ガイダンス
発達心理学とは

2

子どもの発達と環境： 遺伝と環境 相互作用説 「生態学的システム」理論

予習：テキスト第2章第１節 を読む。（30分）
復習：自分の生態学的環境を図にしてみよう（30分）

3

乳幼児期（１） 身体の発達

予習：テキスト第２章第４節を読む （30分）
復習：子どもが歩くことが少なくなった理由を考えてみよう（30分）

4

乳幼児期（２）手指機能の発達 基本的生活習慣の自立

予習：テキスト第2章第2節・第5章第2・3節を読む（30分）
復習：基本的生活習慣について、乳児期及び6歳児における保育者の役割を述べよ。（3０分）

5

乳幼児期（３）基本的信頼感の獲得 ボウルビー愛着理論

予習：テキスト第2章第2節３ を読む（30分）
復習：生理的微笑と社会的微笑に違いを説明する
（30分）

6

認知機能の発達（１）ピアジェの発達理論

予習：テキスト第2章第3節を読む（30分）
復習：テキストを再度よく読んで復習する（30分）

7

認知機能の発達（２）「心の理論」とは

予習： テキスト第３章第２節、第5章第4節を読む（30分）
復習：「心の理論」を持つようになるとどう変わるのか説明する。（30分）

8

言葉の発達（１）ことば以前のコミュニケーション 話し言葉の発達

予習：テキスト第２章第5節を読む（30分）
復習：あなたが指さしをするのはどんな時か。3項関係について説明する。

9

言葉の発達（２） 内言・外言

予習：子どもの独り言を書いてみよう（15分）
復習：あなたの思い出の絵本は何か。絵本の読み聞かせをしてみよう。

10

社会情動的発達（１）情緒の発達と自己形成

予習： テキスト第２章第４節を読む（30分）
復習：イヤイヤ期の意義について述べよ（3０分）

11

社会情動的発達（２）友だち関係 いざこざ・けんか

予習：テキスト第3章第3節を読む（30分）
復習：けんかの事例を通して対応を考えてみよう（30分）

12

社会情動的発達（３）遊びの意義 遊びの発達 （DVD視聴）

予習：テキスト第3章第3節を読む（30分）
復習：0歳児にふさわしい遊びの環境やおもちゃについて考えてみよう。

13

子どもの学び（１） 記憶 学びのしくみ

予習：テキスト第4章第1・2節を読む（30分）
復習：スモールステップのやり方はどのような子どもにむいているか？（30分）

14

子どもの学び（２） やる気と環境

予習：テキスト第4章第3節を読む（30分）
復習：外発的動機づけと内発的動機づけの違いを述べよ（30分）

15

発達援助

予習：テキスト第6章第1節を読む（30分）
復習：レディネスについて説明する

なぜ発達心理学を学ぶのか 子ども観 発達理論

レディネス

運動機能の発達 （DVD視聴）

（DVD視聴）

読み書き

「発達の最近接領域」

1

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

○

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
課題のフィードバックは、基本的に次の授業の中で行う。
【成績の評価方法】
定期試験８０％ 授業への参加態度・授業内ワーク ２０％
【履修申請上の条件】
特になし。
【教科書】
相良順子ほか「保育の心理学 （第3版） 子どもたちの輝く未来のために」 ナカニシヤ出版
【参考書】
村田孝次著「児童心理学入門」培風館

藤崎真知代ほか「保育のために発達心理学」新曜社

【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
保育士としての経験を生かして、子どもの発達の過程や生活・遊びの中での学びについて、わかりやすく講義する。
【オフィスアワー】
月曜日と水曜日の昼休み、4限終了後
【教員連絡先】

s_koizumi@g.t-Junshin.ac.jp
【備考】
特になし。

2

その他の工夫
DVDを視聴

事例検討

現代文化学部
授業科目名

社会福祉

担当教員名

コード

22NUR401

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

白石 雅紀
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

○

選択
○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
科目では社会福祉を取り巻く諸状況や関連機関・制度，課題を様々な側面から理解することを目的としている．近年子どもを取り巻く社会環境は大きく変化している。授業を通して、人権、貧困、少子高齢化、保
育士不足、社会保障など様々な社会問題を多様な側面から理解することで、物事を多角的にとらえられる様視野を広げ、認識を深めることと、さらにそれぞれの課題について学生自身で考え、考察できるように
なることも目的としている。 授業は基本的にパワーポイントを使用する講義形式で進めるが、学生の反応や様子を見ながら取り上げる題材や事例をその都度選択する予定である。同様に学生の反応や授業の
進度によって順番や内容を一部変更する場合がある。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉における子ども家庭支援の視点について理解し、主体的に思考することができる。
2 社会福祉の制度や実施体系等について背景と課題を理解し、主体的に思考することができる。
3 社会福祉における相談援助、並びに対象となる多様な人について理解し、関わることができる。
4 社会福祉における多様な利用者の姿を理解するとともに、保護に関わる仕組みについても理解し、課題を指摘することができる。
5 社会福祉の動向と課題について理解し、今後の見通しや自身の意見を主体的に思考することができる。
【授業計画】
授業計画
授業外学修（予習・復習･課題等）

②

③
○
○
○
○
○

1

社会福祉を考える視点：多様性について

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

2

社会福祉の理念と概念：より良い社会を目指して

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

3

子ども家庭支援と社会福祉：少子化対策

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

4

社会福祉の歴史的変遷：現状に至る経緯と課題

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

5

社会福祉の制度と法体系：生活保護の事例から

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

6

社会福祉施設：福祉行財政・実施機関・専門職：ホームレスへの支援を通して

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

7

社会保障及び関連制度の概要

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

8

相談援助の理論：意義と機能：現代社会におけるニーズと課題より

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

9

相談援助の対象：方法と技術：現代社会におけるニーズと課題より

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

10

社会福祉における利用者保護：子どもの事例から

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

11

少子高齢化社会における子育て支援の現状と課題

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

12

共生社会の実現と障害者施策

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

13

在宅福祉と地域福祉の推進：人口減少と地域の担い手

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

14

諸外国の動向とベーシックインカム

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

15

今後の社会福祉の展望と課題：どのような選択をするか

復習（９０分）：授業で取り上げた参考文献を読み、論点を整理し、課題について自分自身で考察す
る。

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
○

③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク

1

その他の工夫
パワーポイントを用いて授業を行う。レスポンスシートを配布し、ディスカッションを行
う。

【課題のフィードバック】
レスポンスシートをもとに、次回授業時にフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
レポート１００％ 字数、到達目標に値する内容、適切な引用方法、レポートの体裁等でレポートを評価する。
【履修申請上の条件】
特になし。
【教科書】
特になし。
【参考書】
必要に応じてその都度提示する。
【オープンな教育リソース】
必要に応じてその都度提示する。
【担当教員の実務経験】
特になし。
【オフィスアワー】
授業後に行う。
【教員連絡先】

shiraishi-masanori@tokyomirai.jp
【備考】
授業中にスマホ等、授業に関係ないものを無断で使用した場合、授業からの退席を求めます。また繰り返し行った場合、単位を不可とする場合もあります。
進行具体等を考慮し、授業内容を一部入れ替え、変更する場合があります。

2

現代文化学部
授業科目名

保育内容演習・表現

担当教員名

コード

22NUR403

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

松澤 綾子
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

2単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
この科目では、学位授与に関する方針である「こども・からだ・こころ・あそび」の4つのキーワードからアプローチの仕方を学修し現在社会の中で主体的に判断し表現できる資質を備えることを目指す。
見る、触る、聴く、楽しむ、実感を通してイメージを豊かにし、子どもの気持ちに立ち返り、表現を生み出す要因について分析する。
様々な素材に触れ、そこから生まれてくる気付きや、疑問、発見を共有しながら、その特性を生かした表現を試行錯誤する工程を体感する。
ロールプレイと振り返りの対話を通して、子どもの心の揺れや声に気づく。また基礎的な造形的な表現の知識と技能を習得しする。情報機材を用い、表現活動の流れを観察し幼児の表現活動の展開を援助の方
法を探る。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 幼稚園教育要領、保育指針に示された領域「表現」のねらい及び内容について理解し「表現」するとはどのような事か考え、さまざまな体験から幼児の表現を支える保育者としての創造性や感性の幅を広げることができる
2 幼児が見つける素朴な発見、ひらめき、表現を受けとめ、その喜びや面白さに気づき、分かち合える創造的なコミュニケーションで反応することができる
3 「表現」の活動を展開するにあたっての素材研究や教材を研究する。また造形表現における子どもの発達段階を理解して工夫することができる
4 協働制作等の活動より、楽しむこと同時に他者の表現に気づき、自分との感性の違いや表し方の違いを理解することを体験し保育の構想に活用することができる
5 情報機器を用いて、子どもの表現活動の反応や反応、展開を観察する。また観察の後にはロールプレイで再現し、子どもの思いを予測したり、認識することができる
【授業計画】
授業計画
授業外学修（予習・復習･課題等）

②

③
○

○
○
○
○

1

領域「表現」のねらい及び内容の理解 「表現とは何か」について、（自分の表現について振り返
り、暮らしの中の一場面を思い起こし発表する

予習（60分）:「領域 表現」第１章を読み、重要と思われるところを抽出する

2

ブラインドウォーキングと自然探索 体を使い、聴覚、触覚、視覚について考えるきっかけにする。
身の回りにあるものを知る （実習）

課題：課題 （１２０分） 「自分を表現する」指定の用紙に自分について描き提出する
＊歩きやすい靴 高いヒール等は禁止

3

素材研究 ー 視感と触感を意識する「フロッタージュ」 野外に出て自然物に触れ、気に入った葉を 復習（60分） 「手触り」「感覚遊び」について読み進め
自分の体験した手触り、感じた音、感じた思いについて400字程度に書く
選ぶ、
＊クレヨンを持参する
その後フロッタージュを行う。（実習）

4

素材研究ー生活の中の美しさと身近な遊び「水との対話」「色水あそび」からうまれる表現について
実際に
体感して探る （グループワークと実習）

5

資材研究ー身近な素材との遊びと体験ー紙類をつかって１ 紙を使った遊びを体験し、紙の可能生 課題（60分） 身の回りの紙を用いた物質を探す
や基礎的な扱う技術等について知る（実習）
包装紙、梱包材、お菓子箱 授業内で指定されたものを持参する

6

予習 （30分） 第３章「生活のなかにあるものを味わい、感性を養う」ついて読み、印象な文章につ
資材研究ー身近な素材との遊びと体験ー紙類をつかって２ 紙を使った遊びを体験し、紙の可能生
いて線を引く
や基礎的な扱う技術等について知る（実習）
＊汚れても良い服装

7

素材研究ー身近な素材の遊びと体験-「土 粘土」１ 感触の体験と、粘土の可塑性を生かした粘土
予習（６０分）土と砂の違いについてWEB上、あるいは本からその違いを抽出し、レポートまたは絵に
の造形を楽しみこどもと土あそびや感触遊びの意味について分析考察する。（実習と遊びのプレゼ
してまとめる ＊汚れても良い服装
ンテーション）

8

素材研究ー身近な素材の遊びと体験-「土 粘土」２ 感触の体験と、粘土の可塑性を生かした粘土
の造形を楽しみこどもと土あそびや感触遊びの意味について分析考察する。（実習と遊びのプレゼ 復習（６０分）土に触れての感想をレポート１枚にまとめる ＊よごれても良い服装
ンテーション）

9

こどもの絵画と造形表現について 発達段階と受け取り方 幼児の表現 動き 痕跡 心の動き。
発達段階を、実際の保育園、幼稚園の活動の画像、動画からこども様子を元に解説する。また作品 予習 （30分） 第４章「自然のものの美しさに触れるー感性を身につけるーについて読み印象的な
部分を抽出しておく
ついて
どう分析し解釈し受け取るかについて学ぶ（ディスカッション）

10

教材研究ー「スクイグル」ひらめきと対話 発想画スクイグルを通して閃くことの体感とそれを伝え広
がるコミュニケーションについて対話 、ロールプレイを行う

11

素材研究ー絵の具あそび 絵の具を使った表現について、絵の具の流れや色の変化を楽しみなが
予習（６０分）８章、子どもの豊かな感性と造形表現を読み
ら、描くことを体感する。ドローイングの面白さ、基礎的な使い方から遊びを知る（実習）

12

諸外国の保育と非認知能力を育成する芸術的情動を用いた保育について 動画や映像を通して知 予習（60分）オランダのイエナプラン教育についてWEBから動画をみる。 動画を観て感想をまとめて
おく イエナプラン協会HP参照 https://japanjenaplan.org
り、どのような関わりがあるのか、グループワークを通して発見する（グループワーク）

13

協働活動１ 「お話」を考える 身近なエピソードから劇へ展開するには、共同作業を通じ、意見の違 課題（１２０分）レッジョ・エミリアについてWEB上にあるレッジョ・エミリアについての論文をいくつか抜
いを認識し、受けれることを経験しながら、グループで話し合い制作する（グループワーク）
粋し読み、自身の幼少期の表現活動と何が違うかを比較する レポート提出

14

協働活動２ 人形劇を作る 身近素材から登場人物を作り発表する、共同作業を通じ、意見の違い
復習（６０分）他の人の発表を見ての感想を
を認識し、受けれることを経験しながら、グループで話し合い制作する（グループワーク）

15

こどもの表現が展開できる環境設定について、こどもにとって、どのよう環境が表現する上でふさわ
しいか、これまで体験、体感した活動をグループで話し合いまとめる

1

予習（30分）「幼児教育と領域」について読んでおく
＊汚れても良い服装

復習 （60分） 家族や友人と「スクイグル」を行い気づいたことをレポートにまとめる
＊クレヨンを持参する

課題(60分 グループで話し合われたことをまとめてレポートにする

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク

○

その他の工夫
・ロールプレイ 子ども役と保育者役になり、お互いの立場や思いを理解するこ実際に
子どもとの表現活動の様子を動画、画像で紹介する
・子どもが制作した実物の絵画、工作を手に取って見る。
・諸外国の子どもの表現活動として、レッジョ・エミリアの活動、イエナプラン教育などを
紹介する。
・実際に保育園で配布される教育誌や、手紙など（許可が出たもの）を手に取り、保育
者の
思いにふれる。

【課題のフィードバック】
フィードバックとし て、レポートにコメントを入れて返却する
【成績の評価方法】
課題への取り組み20％、制作物と発表40％、事前学習とレポート40％制作物等の課題提出を「提出物と発表」として評価する。評価の内訳は、授業中の指示に即しているかを基準として分量・内容の総合評価
とする。
予習、復習等でレポートの評価は授業中の指示に即し自分の言葉で書かれていることを基準とし分量・内容の総合評価とする。
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
事例で学ぶ保育内容 〈領域〉表現 萌文書林
【参考書】
文部科学省『幼稚園教育要領』
厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
県立高等学校にて美術非常勤講師の後、保育園、幼稚園等で造形表現活動を２０年行なっている経験から、今の時代にあった、また新しい保育指針に則った、こどもの主体性を大事にし、非認知能力を育成
する造形表現についてその基礎的考え方や、関わりの工夫について、理論と実際のこどの様子や育ちを紹介ながら指導する。
【オフィスアワー】
月曜

11時３０分から〜１２時３０分

【教員連絡先】

amatsuzawa@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし
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現代文化学部
授業科目名

保育内容演習・言葉

担当教員名

コード

22NUR404

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

大竹 聖美
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

2単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼稚園教育要領、保育所保育指針に示された領域「言葉」のねらい及び内容について理解し、幼児の言葉の獲得について専門的知識を身につけ、発達過程を踏まえた言葉の指導ならびに具体的な保育構
成ができるようになる。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 幼稚園教育要領、保育所保育指針に掲げられている「言葉」の領域について説明ができる
2 絵本・エプロンシアター・パネルシアター・紙芝居を活用して子どもたちの言葉を豊かに育むことができる
3 美しい日本語の響きとその心地よさ、擬音語擬態語のおもしろさ子どもたちに伝えることができる
4 保育者の言葉がけの実際を観察し、その意味と機能を説明することができる
5 読み聞かせやお話会を実践し、子どもたちの反応を見ながら分析することができる。
【授業計画】
授業計画

②

③
○
○
○
○
○

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

保育内容「言葉」の意義――言葉の領域とは

【課題】「おはなしの部屋」の企画立案（１時間）
・おはなし会の構成を考える（導入・手遊びの検討、紙芝居・絵本・パネルシアターの選定）

2

領域「言葉」のねらいと内容

【課題】「おはなしの部屋」の練習（１時間）
・おはなし会の役割分担決め
・グループごとの練習

3

子どもの言葉の発達

【課題】紙芝居の練習（１時間）

4

子どもの言葉と環境

【課題】パネルシアターの練習（１時間）

5

保育者の指導・支援

【課題】現場見学の記録を整理し、分析する（１時間）

6

言葉でのかかわりに配慮を必要とする子どもへの指導・支援

【課題】現場見学の記録を整理し、分析する（１時間）

7

保育者の言葉

【課題】アクティブラーニングでの「声がけ」を状況ごとに整理し、分析する（１時間）

8

児童文化財（１）大型絵本、紙芝居の特徴、演じ方を学ぶ

【課題】絵本の読み聞かせ、紙芝居の練習（１時間）
＊動画サイトの活用：「保育士クラブ＜年齢別・保育園のおすすめ手遊び16曲＞」
https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/120

9

児童文化財（２）パネルシアターの特徴、演じ方を学ぶ

【課題】パネルシアターの練習（１時間）

10

児童文化財（３）エプロンシアターの特徴、演じ方を学ぶ

【課題】エプロンシアターの練習（１時間）

11

アクティブラーニング（１）
パネルシアター・紙芝居の実践演習、子どもへの声がけを体験する

【課題】「手遊び」「紙芝居・パネルシアター実践」「声がけ」の反省（１時間）：「アクティブラーニング
報告書」の作成

12

アクティブラーニング（２）
エプロンシアター・大型絵本の実践演習、子どもへの声がけを体験する

【課題】「手遊び」「絵本の読み聞かせ・エプロンシアター実践」「声がけ」の反省（１時間）：「アクティ
ブラーニング報告書」の作成

13

領域「言葉」の指導計画・指導案づくり
アクティブラーニングでの実践報告と検証。課題の発見と解決方法の整理

【課題】「「言葉」の指導案」の作成（１時間）
＊ウエブ上の公開資料の活用：「保育士クラブ＜幼児におススメ・なぞなぞ＆クイズ ６０選＞」
https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/8052

14

発展事例――保育内容「言葉」のまとめ、絵本作家・こどもの本の専門家の話を聞く

【課題】「絵本作家講演会」レポート作成（１時間）

15

言葉と国語教育――小学校教育へ、幼年童話と児童文学、聞く言葉と書く言葉、文字

【課題】「国語教育への接続」レポート作成（１時間）
その他の工夫
チェック欄
＊ウエブ上での公開資料・動画の活用
○
「保育士クラブ＜幼児におススメ・なぞなぞ＆クイズ ６０選＞」
○
https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/8052
「保育士クラブ＜年齢別・保育園のおすすめ手遊び16曲＞」
○
https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/120
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

1

・予習で準備した資料、復習で作成した報告書・レポートは次回の授業で持参すること。
・授業では、それらの「資料」「シート」「レポート」などの準備物提出物を活用し、プレゼンとフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
授業参加度（課題への取り組み）30％、発表30％、提出物40％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
授業中に指定する。
【参考書】
『絵本のよろこび』松居直，ＮＨＫ出版
『絵本はともだち』中村柾子，福音館書店
『えほんのせかい こどものせかい』松岡享子，日本エディタースクール出版部
『明日の平和をさがす本 戦争と平和を考える絵本からYAまで300』野上暁ほか，岩崎書店
【オープンな教育リソース】
＊ウエブ上での公開資料・動画の活用
「保育士クラブ＜幼児におススメ・なぞなぞ＆クイズ ６０選＞」 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/8052
「保育士クラブ＜年齢別・保育園のおすすめ手遊び16曲＞」 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/120
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
月曜：昼休み・４限、金曜：昼休み・４限
【教員連絡先】

kootake@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
＊教育実習（幼Ⅰ）の先修要件科目である。
＊保育実習Ⅰの先修要件科目である。

2

現代文化学部
授業科目名

野外文化活動

担当教員名

コード

22ＣＨＩ204

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

岡部 廣
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

2単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
本授業は、幼児教育における野外活動の意義や諸課題について理論的に理解し、さらに実地の野外活動演習を通じて実践的な理解を図り、幼稚園等での活用を想定した模擬的な活動を加え、幼児教育にお
ける野外活動の在り方を総合的に理解することができるよう展開する。また、幼稚園教育要領等に示されている5領域の狙いや内容、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とも関連付けながら、幼児の成長に
おける野外活動の果たす役割を教育的に理解できるようにする。授業は、グループワークを中心に進め、グループ内での主体的で対話的な学修に基づき、成果を効果的に表現・発信できる力を培う。グループ
ごとの成果の交流（発表）における学び合いを通じて、さらに学びを深めていく。なお、本授業の特質上、授業は「集中」方式で実施する。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 幼児教育における野外活動の意義の理解している。
2 ・幼児教育における野外活動の意義を5領域や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と関連付けて理解している。
3 ・幼児の野外活動令とそのねらいや内容、安全管理等の配慮事項を理解している。
4 野外活動演習を通した実践的理解している。
5 ・都市型公園における幼児の野外活動について実践を通して理解している。
6 ・自然公園における幼児の野外活動について実践を通して理解している。
7 演習成果の活用している。
8 ・園内掲示を前提としたポスターを作成することができる。
【授業計画】
授業計画
1
2
3
4
5
6

②

③
○
○
○
○
○

授業外学修（予習・復習･課題等）

―幼児と野外活動についての理解―（3回分として実施する）
・幼児教育における野外活動の意義の理解
5領域や「幼児期の終わりまでにそだってほしい姿」とのかんれんを含む
・幼児期の野外活動における安全管理の考え方とその方法の理解

復習（240分）：今回（3回分）の演習内容について整理しておく
予習（120分）：国営昭和記念公園について、情報をグループごとに収集しておく
予習（120分）：高尾山について、情報をグループごとに収集しておく

国営昭和記念公園における野外活動演習（3回分として実施する）
・都市型公園における幼児の遊び、自然や物や施設に関わることのできる活動を考案し実 践す
る。
安全に配慮した活動を考え検証する。

復習（180分）：本日の演習で収集した情報を整理しておく

高尾山における野外活動演習（3回分として実施する）

復習（180分）：本日の演習で収集した情報を整理しておく

―野外活動演習の成果のまとめ―（3回分として実施する）
・都市型公園における幼児の野外活動のねらいや内容、留意点についての理解
・自然公園における幼児の夜会活動のねらいや内容、留意点についての理解
・園内掲示を前提としたポスター作成：グループワーク

予習（240分）：発表準備のための資料・情報を収集・整理しておく

―演習成果の発表―（3回分として実施する）
・グループごとの成果発表
・成果発表に基づいたグループ討議、グループ討議に基づいた全体討議
・授業のまとめ

復習（480分）：提出レポートを作成しておく

7
8
9
10
11
12
13
14
15

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

○

その他の工夫
・新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応を継続するため、今後の感染状況を踏ま
え、国営昭和記念公園及び高尾山の実地野外演習は実施しない場合もあり得る、そ
の場合は、令和3年度と同様に、学内及び周辺部の野外環境を活用したり、各自が選
択した野外環境の取材に基づいた、野外活動計画を立案したり、活動を工夫する。

レポートは、評価後コメントを付して各自に返却する
【成績の評価方法】
授業終了後に提出するレポートによって評価する
＜評価の観点＞該当する到達目標に即した記述になっているか、個人の学修成果として記述しているか、他のグループの成果を評価して記述しているかで評価する
なお評価の方法や観点については、授業時にも周知する
【履修申請上の条件】
・野外活動演習に参加できる日程調整ができること
・野外活動演習が可能な健康状態であること

・野外活動演習に要する交通費及び昼食を自己負担できること
・グループ活動（団体行動）が可能であること

【教科書】
文部科学省「幼稚園教育要領解説」
厚生労働省「保育所保育指針解説書」
内閣府 文部科学省 厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」
【オープンな教育リソース】
特になし

1

【参考書】
出原大「毎日の保育で豊かな自然体験！自然＊植物遊び一年中」2016年（学研）
【担当教員の実務経験】
小学校教員、小学校校長、教育委員会指導主事
【オフィスアワー】
特になし
【教員連絡先】

hokabe@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし
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現代文化学部
授業科目名

リトミックⅠ

担当教員名

コード

22EDU207

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

平島 美保
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
音楽を聴いて無意識に身体を動かした経験のある方が多いのではないだろうか。音楽は身体を反応させる力を持っており、それを応用し音楽を「体得」していく方法が、エミール・ジャック=ダルクローズによって
考案されたリトミックというメソッドである。リトミックは音楽の諸要素を身体活動をとおして理解していく方法であり、それを実行するには「空間」を必要とする。この授業では、その「空間」を意識しながら身体を動か
し、音楽の諸要素を体験を通して再確認していく。特にリトミックⅠでは、身体活動に必要な「空間と動きの関係」「空間と速度の関係」「空間と強弱の関係」を意識化し、基本的な動きである、歩く・走る・揺れる・跳
ぶ等を音楽の持つニュアンスと共に体験し、自分自身の答えを導くことが出来るリズミカルな身体となることを目指す。また、ダルクローズメソッドを構築しているひとつであるソルフェージュ力を高めるために「音」
に対する感覚を培うことを目指す。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1
2
3
4

①

②

身体活動に必要な空間や動きを意識化し表現できる
音楽の諸要素を理解し、表現できる
動きや音楽の創作ができる
仲間とのコミュニケーションを取りながら、創作活動ができる

③
○
○
○
○

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

・授業に臨む心構えと授業についてのガイダンス
・「ダルクローズリトミック」について

予習（20分）:シラバスを読んでおく
復習（40分）:「リトミックとは・・・」についてまとめる

2

・様々な動きへの認識と動くために必要な空間を知る活動
・音階とその方向性を知る活動、及び主音を感じ取る活動

予習（20分）:日常の生活でどのような空間を使っているか、どのような動きをしているのかを記録
復習（40分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

3

・動きと空間と動きに必要なエネルギーの関係を知る活動
・音階とその方向性、全音音程を認識する活動、及び主音を感じ取る活動

予習（30分）:音階を正しく歌えるようにしておく
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

4

・ダイナミクス(強弱)のニュアンスとその表現活動とグループによる動きの発表
・半音音程を認識する活動、及び主音を感じ取る活動

予習（30分）:強弱記号にはどのようなものがあるか調べる
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

5

・オノマトペ
（1）一文字を用いた表現活動とグループによる動きの発表
・全音と半音の違いの聴き分け、歌い分け、及び主音を感じ取る活動

予習（30分）:オノマトぺとは何か調べておく
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

6

・オノマトペ
（2）ライン等の図形を使った表現活動とグループによる図形の制作
・全音と半音の違いの聴き分け、歌い分け、及び主音を感じ取る活動

予習（30分）:いろいろな形の「線」を描きだしておく
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

7

・オノマトペ
（3）ライン等の図形を使った表現活動、及びグループによる発表
・全音と半音の違いの聴き分け、歌い分け、及び主音を感じ取る活動

予習（30分）：発表に向けての練習
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

8

・基本になる音符（4分音符・2分音符・8分音符〉とそれを用いた「リズムパターン」「リズムフレーズ」の
予習（30分）：音符にはどのようなものがあるか調べる
体験
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録
・音階上の3つの音の並びとその方向を知る

9

・音楽の要素であり基本となる「拍」、及び「拍子」について
・主音から始まる3つの音の並びの活動

予習（30分）:ピアノ表現法で行っている曲の「拍」をクラップしながら歌う
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

10

・音楽の要素であり基本となる「拍」について
（1）縦揺れの拍と横揺れの拍
・主音から始まる3つの音の並びの活動

予習（30分）:ピアノ表現法で使用しているテキストから4分の2拍子の曲と8分の6拍子の曲を探す
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

11

・音楽の要素であり基本となる「拍」について
（2）縦揺れの拍（2分割拍）の分割形
・主音から始まる5つの音の並びの活動

予習（30分）:ピアノ表現法で現在、練習している曲がどのような音符で構成されているか調べる
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

12

・基本になる音符と「16分音符」を用いた分割パターン、言葉の持つリズムと音楽上のリズムの体験
（1）分割形の紹介、及びそのニュアンスの違いの体験活動

予習（30分）:ピアノ表現法テキストの中の「いとまき」の歌にどのような音符が使用されているか調べ
る
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

13

・基本になる音符と「16分音符」を用いた分割パターン、言葉の持つリズムと音楽上のリズムの体験
（2）分割形を用いたリズム作成

予習（30分）:配布した分割形表を見ながら、声で表現する練習
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

1

14

・基本になる音符と「16分音符」を用いた分割パターン、言葉の持つリズムと音楽上のリズムの体験
(３) 分割形を表現する活動

予習（30分）:配布した分割形をもとに2拍分のリズムパターンを作成し声で表現する
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

15

・基本になる音符と「16分音符」を用いた分割パターン、言葉の持つリズムと音楽上のリズムの体験
（4）「いとまき」の歌を用いて分割形を表現する活動、及びグループによる発表

予習（30分）:配布した分割形表を基に腕のポジションを確認する
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄
特になし。
○

その他の工夫

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
授業内容の課題毎に「体得したこと」「体感したこと」「気づいた点」を記録したものを提出し、教員はそれをフィードバックし、学生に返却する。
【成績の評価方法】
グループで行う「動き、表現」の作品、提出物、グループ活動における参加度(平常点)で評価する。
動き、表現活動作品 80％ 、 提出物10％ 、 平常点10％
【履修申請上の条件】
特になし。
【教科書】
特になし。
必要に応じて資料を配布する。
【参考書】
「音楽教育メソードの比較」 Ｒ．エイブラムソン他 著 板野和彦 訳 全音楽譜出版社
「ダルクローズのリトミック」 E.バンドゥレスパー著 石丸由理 訳 ドレミ出版
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
ダルクローズリトミック指導者(ダルクローズ国際ライセンス指導免許保持)として専門分野において、幼児から音楽専門家へダルクローズメソッドの本質、知識を講義、実践する。
ダルクローズリトミック指導者養成のための指導をする。
【オフィスアワー】
授業実施期間中の木曜日12:40～13:00、14:30～14:40 、16:10～16：20
【教員連絡先】

mhirashima@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
・動きやすい服装で臨むこと。ジーンズ、スカートは不可。原則として素足が望ましいが、底の薄いシューズでもよい。
・授業で配布したものや筆記用具は毎回持参すること。
・携帯電話は電源を切り、バッグ等に入れておくこと。
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現代文化学部
授業科目名

リトミックⅡ

担当教員名

コード

22EDU208

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

平島 美保
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
リトミックⅠで体得したものを基に、リトミックⅡでは、無意識に行っている動きを意識化し、理論的に学んできた音楽の諸要素を身体活動でという体験を通して更に深め習得する。特に自分の身体の動きや空間
の使い方は自分の動きに適しているかを意識しながら、音楽の要素である「休符と間（ま）の取り方」「聴覚を通した体験による歌で行うカノン」「視覚を通した動きによる動きのカノン」を研究する。また、表現活動
の一環として「リズムパターン・リズムフレーズ」を用いた打楽器による表現活動、「擬声語・擬態語」による言葉の持つニュアンスやリズムの身体表現、「音の響きを『絵』にした楽譜作成と演奏」により、表現力を高
める。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

②

1 音楽の諸要素を体得し、ピアノ演奏に応用できる
2 自己表現ができる
3 仲間とのコミュニケーションを取りながら、創作活動ができる

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

・授業についてのガイダンス
・表現活動
「リズムパターン」「リズムフレーズ」を用いて表現する『ぞうくんのさんぽ（絵本）』の作品作成
（1）創作活動内容の説明と使用楽器の説明

予習（30分）:シラバスを読んでおくこと。
絵本「ぞうくんのさんぽ」を読み、ストーリーの内容を把握しておく。
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

2

・表現活動
「リズムパターン」「リズムフレーズ」を用いて表現する『ぞうくんのさんぽ（絵本）』の作品作成
（2）テーマとなる短いメロディ、及びリズムフレーズを作成する

予習（30分）:ピアノ表現法で練習している「うた」のリズムをクラップできるようにしておく
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

3

・表現活動
「リズムパターン」「リズムフレーズ」を用いて表現する『ぞうくんのさんぽ（絵本）』の作品作成
（3）作成したリズムパターンやリズムフレーズとテーマ、及びメロディを打楽器やメロディ楽器を用い
て表現する練習

予習（30分）:使用する楽器を考える
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

4

・表現活動
「リズムパターン」「リズムフレーズ」を用いて表現する『ぞうくんのさんぽ（絵本）』の作品作成
（4）作品を仕上げ、表現の練習

予習（30分）:創作したリズムの確認とそれを憶える
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

5

・表現活動
「リズムパターン」「リズムフレーズ」を用いて表現する『ぞうくんのさんぽ（絵本）』の作品作成
（4）2～4回目に取り組んだ作品発表に向けて練習と発表

予習（40分）:発表に向けてグループで練習をする
復習（20分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

6

・音価を正確に保つ体験
音価の長い音符や休符における「間」や空間における「間」について

予習（30分）:長い音符や休符の「間」の取り方を自身ではどのようにしているか振り返る
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

7

・音価の長い音符や休符における「間」や空間における「間」を補足するためのリズム遊びと補足リズ 予習（30分）:ピアノ表現法のテキストの中から、長い音符や休符が用いられている「歌」を探す
ムを用いた動きの表現
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

8

・「動き」「歌」「リズム」によるカノン（追いかけっこ）の体験

予習（30分）：「輪唱」の曲を探す
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

9

「目で見るカノン」の体験とグループによる「目で見るカノン」の創作活動

予習（30分）：授業内で提示した「歌」を憶える
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

10

・グループによる「目で見るカノン」の作品を仕上げ発表

予習（40分）：発表に向けてグループで練習
復習（20分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

11

・オノマトペ
（1）擬声語・擬態語を用いたフレーズによる表現

予習（30分）:オノマトペとは何か調べておく
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

12

・オノマトペ
（2）いろいろな音色の打楽器の音の響きを声と動きで表現

予習（20分）：絵本「がちゃがちゃどんどん」を音読する
復習（40分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

13

・オノマトペ
（3）いろいろな音色の打楽器の音の響きを図形化する

予習（30分）：どのような打楽器を使用するかグループで話し合う
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

1

③
○
○
○

14

・オノマトペ
（4） （3）で行ったことを「絵による楽譜」として作成し演奏する練習

予習（30分）：絵による楽譜の下描きをする
復習（30分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

15

・オノマトペ
（5）14回目の授業で作成した「絵による楽譜」による演奏、発表

予習（40分）：発表に向けて練習する
復習（20分）:授業内容の記録、及び気づき等の記録

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

チェック欄
特になし。
○

その他の工夫

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
授業内容の課題毎に「体得したこと」「体感したこと」「気づいた点」を記録したものを提出し、教員はそれをフィードバックし、学生に返却する。
【成績の評価方法】
グループで行う「動き、表現」の作品、提出物、グループ活動における参加度(平常点)で評価する。
動き、表現活動作品 80％ 、 提出物10％ 、 平常点10％
【履修申請上の条件】
リトミックⅠを履修していること。
【教科書】
特になし。
必要に応じて資料を配布する。
【参考書】
「音楽教育メソードの比較」 Ｒ．エイブラムソン他 著 板野和彦 訳 全音楽譜出版社
「ダルクローズのリトミック」 E.バンドゥレスパー著 石丸由理 訳 ドレミ出版
【オープンな教育リソース】
特になし。
【担当教員の実務経験】
ダルクローズリトミック指導者(ダルクローズ国際ライセンス指導免許保持)として専門分野において、幼児から音楽専門家へダルクローズメソッドの本質、知識を講義、実践する。
ダルクローズリトミック指導者養成のための指導をする。
【オフィスアワー】
授業実施期間中の木曜日12：40～13：00、14:30～14:40 、16:10～16：20
【教員連絡先】

mhirashima@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
・動きやすい服装で臨むこと。ジーンズ、スカートは不可。原則として素足が望ましいが、底の薄いシューズでもよい。
・授業で配布したものや筆記用具は毎回持参すること。
・携帯電話は電源を切り、バッグ等に入れておくこと。
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現代文化学部
授業科目名

ピアノ表現法Ⅰ

担当教員名

コード

22NUR204

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

田中 路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

2単位/60時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児教育や保育の現場において、音楽を通して子どもと遊んだり、コミュニケーションをとったりする機会は多い。その際に教師や保育者に求められるのは、自分が演奏できるだけでなく、子どもの様子を見なが
ら演奏したり、音楽をリードしたりする能力である。この授業では、そういった実践的な力を養うことを目指し、ピアノの演奏、子どもの歌の歌唱、弾き歌いという三つの技能を磨いていく。本学の学位授与の方針の
うち、「こども文化・保育・教育の専門的知識と技能」を身に着けるために、特に弾き歌いについては、教育現場で実際に多く歌われる楽曲を中心に、できるだけ多くのレパートリーを習得する。 個人及びグルー
プレッスンを通して、弾き歌いの技術的な修得だけでなく、人前で演奏する際の様々な表現方法の探求も目指していく。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 ピアノの基礎的な演奏技術を習得する
2 子どもの歌の弾き歌いができるようになる

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション
子どもの歌の弾き歌い(1)：ピアノの基礎

復習:ピアノの基礎について復習を行う(60 分)

2

子どもの歌の弾き歌い(2):演奏姿勢(座り方、手の置き方など）

復習:演奏姿勢について復習を行なう(60 分)

3

子どもの歌の弾き歌い(3):読譜の基礎(ト音記号及びヘ音記号)

復習:読譜の基礎について復習を行なう(60 分)

4

子どもの歌の弾き歌い(4):指番号

復習:指番号について復習を行なう(60 分)

5

子どもの歌の弾き歌い(5):「おはよう」(右手奏)

予習:「おはよう」の右手を譜読みする（30分）
復習:「おはよう」の右手の復習を行なう(60 分)

6

子どもの歌の弾き歌い(6):「おはよう」(左手奏)

予習:「おはよう」の左手を譜読みする（30分）
復習:「おはよう」の左手の復習を行なう(60 分)

7

子どもの歌の弾き歌い(7):「おはよう」(両手奏)

予習:「おはよう」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「おはよう」を通して弾けるようにする(60 分)

8

子どもの歌の弾き歌い(8):「むすんでひらいて」(右手奏)

予習:「むすんでひらいて」の右手を譜読みする（30分）
復習:「むすんでひらいて」の右手の復習を行なう(60 分)

9

子どもの歌の弾き歌い(9):「むすんでひらいて」(左手奏)

予習:「むすんでひらいて」の左手を譜読みする（30分）
復習:「むすんでひらいて」の左手の復習を行なう(60 分)

10

子どもの歌の弾き歌い(10):「むすんでひらいて」(両手奏)

予習:「むすんでひらいて」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「むすんでひらいて」を通して弾けるようにする(60 分)

11

子どもの歌の弾き歌い(11):「ちゅうりっぷ」(右手奏)

予習:「ちゅうりっぷ」の右手を譜読みする（30分）
復習:「ちゅうりっぷ」の右手の復習を行なう(60 分)

12

子どもの歌歌の弾き歌い(12):「ちゅうりっぷ」(左手奏)

予習:「ちゅうりっぷ」の左手を譜読みする（30分）
復習:「ちゅうりっぷ」の左手の復習を行なう(60 分)

13

子どもの歌の弾き歌い(13):「ちゅうりっぷ」(両手奏)

予習:「ちゅうりっぷ」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「ちゅうりっぷ」を通して弾けるようにする(60 分)

14

子どもの歌の弾き歌い(14):「あくしゅでこんにちは」(右手奏)

予習:「あくしゅでこんにちは」の右手を譜読みする（30分）
復習:「あくしゅでこんにちは」の右手の復習を行なう(60 分)

15

子どもの歌の弾き歌い(15):「あくしゅでこんにちは」(左手奏)

予習:「あくしゅでこんにちは」の左手を譜読みする（30分）
復習:「あくしゅでこんにちは」の左手の復習を行なう(60 分)

16

子どもの歌の弾き歌い(16):「あくしゅでこんにちは」(両手奏)

予習:「あくしゅでこんにちは」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「あくしゅでこんにちは」を通して弾けるようにする(60 分)

17

子どもの歌の弾き歌い(17):「おべんとう」(右手奏)

予習:「おべんとう」の右手を譜読みする（30分）
復習:「おべんとう」の右手の復習を行なう(60 分)

18

子どもの歌の弾き歌い(18):「おべんとう」(左手奏)

予習:「おべんとう」の左手を譜読みする（30分）
復習:「おべんとう」の左手の復習を行なう(60 分)

19

子どもの歌の弾き歌い(19):「おべんとう」(両手奏)

予習:「おべんとう」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「おべんとう」を通して弾けるようにする(60 分)

20

小テスト(他クラスと合同)

予習:小テストの準備を行う（60分）
復習:小テストの振り返りを行なう(15 分)

1

②
○
○

③

21

子どもの歌の弾き歌い(20):「おかえりのうた」(右手奏)

予習:「おかえりのうた」の右手を譜読みする（30分）
復習:「おかえりのうた」の右手の復習を行なう(60 分)

22

子どもの歌の弾き歌い(21):「おかえりのうた」(左手奏)

予習:「おかえりのうた」の左手を譜読みする（30分）
復習:「おかえりのうた」の左手の復習を行なう(60 分)

23

子どもの歌の弾き歌い(22):「おかえりのうた」(両手奏)

予習:「おかえりのうた」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「おかえりのうた」を通して弾けるようにする(60 分)

24

子どもの歌の弾き歌い(23):「さよならのうた」(右手奏)

予習:「さよならのうた」の右手を譜読みする（30分）
復習:「さよならのうた」の右手の復習を行なう(60 分)

25

子どもの歌の弾き歌い(24):「さよならのうた」(左手奏)

予習:「さよならのうた」の左手を譜読みする（30分）
復習:「さよならのうた」の左手の復習を行なう(60 分)

26

子どもの歌の弾き歌い(25):「さよならのうた」(両手奏)

予習:「さよならのうた」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「さよならのうた」を通して弾けるようにする(60 分)

27

子どもの歌の弾き歌い(26):自ら選択した課題曲(片手奏、両手奏)

予習:選択した課題曲を練習してくる（60分）
復習:選択した課題曲を通して弾けるようにする(60 分)

28

子どもの歌の弾き歌い(27):表現の工夫について(強弱、速度など)

予習・復習：表現の工夫を実践できるようにする（60分）

29

子どもの歌の弾き歌い(28):課題曲(6曲)の確認

予習・復習：全ての課題曲の完成度を上げる（60分）

30

子どもの歌の弾き歌い(29):クラスごとの発表会

予習:発表会の準備を行う（60分）
復習：発表会の反省を行い、定期試験に向けて練習する(90 分)
その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
各回の課題については次回授業時に教員がチェックを行う。
次回授業時までに課題曲を練習し、担当教員の指導を受けられるようにしておくこと。そのために毎日ピアノに向かい、練習を積んでおくこと。
【成績の評価方法】
定期試験(ピアノ実技試験)80%、予習・復習及び授業に臨む姿勢20%で評価する。第30回の授業終了までに課題曲が修了していない場合には失格となる。
【履修申請上の条件】
幼稚園教諭免許及び保育士資格の必修科目のため、自覚を持って履修すること。またこの授業は週2回開講されるので、週1回のみの受講では単位を取得できない。
【教科書】
大海由佳、古谷和子、肝付文子編『保育士・幼稚園教諭のための弾き歌い伴奏集』第１巻, 学研パブリッシング.
大海由佳、古谷和子、肝付文子編『保育士・幼稚園教諭のための弾き歌い伴奏集』第２巻, 学研パブリッシング.
文部科学省『幼稚園教育要領』
厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』
【参考書】
小林真実編『保育実用書シリーズ こどものうた200』チャイルド本社.
平島美保、木村鈴代、小杉裕子編『こどものうた<簡易伴奏曲つき>』圭文社.
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
火曜 12:15〜12:45
【教員連絡先】
田中 m_tanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
小テストの時期は全体の進度によって前後する場合がある。
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現代文化学部
授業科目名

ピアノ表現法Ⅱ

担当教員名

コード

22NUR205

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

田中 路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択

○

○

○

2単位/60時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
幼児教育や保育の現場において、音楽を通して子どもと遊んだり、コミュニケーションをとったりする機会は多い。その際に教師や保育者に求められるの は、自分が演奏できるだけでなく、子どもの様子を見なが
ら演奏したり、音楽をリードしたりする能力である。この授業ではピアノ表現法Ⅰから継続して、 そういった実践的な力を養うことを目指し、ピアノの演奏、子どもの歌の歌唱、弾き歌いという三つの技能を磨いてい
く。本学の学位授与の方針のうち、「こども文化・保育・教育の専門的知識と技能」を身に着けるために、特に弾き歌いについては、教育現場で実際に多く歌われる楽曲を中心に、できるだけ多くのレパートリーを
習得する。個人及びグループレッスンを通して、弾き歌いの技術的な修得だけでなく、人前で演奏する際の様々な表現方法の探求も目指して いく。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 ピアノの基礎的な演奏技術を習得し、個々のレベルに応じた演奏ができるようになる
2 子どもの歌の弾き歌いができるようになる

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

オリエンテーション
子どもの歌の弾き歌い(1)：「ハッピーバースデイ」(右手奏)

予習:「ハッピーバースデイ」の右手を譜読みする（30分）
復習:「ハッピーバースデイ」の右手の復習を行う(60 分)

2

子どもの歌の弾き歌い(2):「ハッピーバースデイ」(左手奏)

予習:「ハッピーバースデイ」の左手を譜読みする（30分）
復習:「ハッピーバースデイ」の左手の復習を行う(60 分)

3

子どもの歌の弾き歌い(3):「ハッピーバースデイ」(両手奏)

予習:「ハッピーバースデイ」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「ハッピーバースデイ」を通して弾けるようにする(60 分)

4

子どもの歌の弾き歌い(4):「きらきら星」(右手奏)

予習:「きらきら星」の右手を譜読みする（30分）
復習:「きらきら星」の右手の復習を行う(60 分)

5

子どもの歌の弾き歌い(5):「きらきら星」(左手奏)

予習:「きらきら星」の左手を譜読みする（30分）
復習:「きらきら星」の左手の復習を行う(60 分)

6

子どもの歌の弾き歌い(6):「きらきら星」(両手奏)

予習:「きらきら星」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「きらきら星」を通して弾けるようにする(60 分)

7

子どもの歌の弾き歌い(7):「どんぐりころころ」(右手奏)

予習:「どんぐりころころ」の右手を譜読みする（30分）
復習:「どんぐりころころ」の右手の復習を行う(60 分)

8

子どもの歌の弾き歌い(8):「どんぐりころころ」(左手奏)

予習:「どんぐりころころ」の左手を譜読みする（30分）
復習:「どんぐりころころ」の左手の復習を行う(60 分)

9

子どもの歌の弾き歌い(9):「どんぐりころころ」(両手奏)

予習:「どんぐりころころ」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「どんぐりころころ」を通して弾けるようにする(60 分)

10

子どもの歌の弾き歌い(10):「お正月」(右手奏)

予習:「お正月」の右手を譜読みする（30分）
復習:「お正月」の右手の復習を行う(60 分)

11

子どもの歌の弾き歌い(11):「お正月」(左手奏)

予習:「お正月」の左手を譜読みする（30分）
復習:「お正月」の左手の復習を行う(60 分)

12

子どもの歌歌の弾き歌い(12):「お正月」（両手奏)

予習:「お正月」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「お正月」を通して弾けるようにする(60 分)

13

子どもの歌の弾き歌い(13):「思い出のアルバム」(右手奏)

予習:「思い出のアルバム」の右手を譜読みする（30分）
復習:「思い出のアルバム」の右手の復習を行う(60 分)

14

子どもの歌の弾き歌い(14):「思い出のアルバム」(左手奏)

予習:「思い出のアルバム」の左手を譜読みする（30分）
復習:「思い出のアルバム」の左手の復習を行う(60 分)

15

子どもの歌の弾き歌い(15):「思い出のアルバム」(両手奏)

予習:「思い出のアルバム」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「思い出のアルバム」を通して弾けるようにする(60 分)

16

子どもの歌の弾き歌い(16):「せんせいとおともだち」(右手奏)

予習:「せんせいとおともだち」の右手を譜読みする（30分）
復習:「せんせいとおともだち」の右手の復習を行う(60 分)

17

子どもの歌の弾き歌い(17):「せんせいとおともだち」(左手奏)

予習:「せんせいとおともだち」の左手を譜読みする（30分）
復習:「せんせいとおともだち」の左手の復習を行う(60 分)

18

子どもの歌の弾き歌い(18):「せんせいとおともだち」(両手奏)

予習:「せんせいとおともだち」を両手で合わせてくる（30分）
復習:「せんせいとおともだち」を通して弾けるようにする(60 分)

19

子どもの歌の弾き歌い(19):小テスト対策

予習・復習:小テストの準備を行う（60分）

1

②
○
○

③

20

小テスト(他クラスと合同)

予習:小テストの準備を行う（60分）
復習:小テストの振り返りを行う(15 分)

21

子どもの歌の弾き歌い(20):自ら選択した課題曲(右手奏)

予習:選択した課題曲の右手を譜読みする（30分）
復習:選択した課題曲の右手の復習を行う(60 分)

22

子どもの歌の弾き歌い(21):自ら選択した課題曲(左手奏)

予習:選択した課題曲の左手を譜読みする（30分）
復習:選択した課題曲の左手の復習を行う(60 分)

23

子どもの歌の弾き歌い(22):自ら選択した課題曲(両手奏)

予習:選択した課題曲を両手で合わせてくる（30分）
復習:選択した課題曲を通して弾けるようにする(60 分)

24

子どもの歌の弾き歌い(23):表現の工夫について(強弱)

予習・復習：表現の工夫を実践できるようにする（60分）

25

子どもの歌の弾き歌い(24):表現の工夫について(速度)

予習・復習：表現の工夫を実践できるようにする（60分）

26

子どもの歌の弾き歌い(25):表現の工夫について(歌詞の内容)

予習・復習：表現の工夫を実践できるようにする（60分）

27

子どもの歌の弾き歌い(26):自ら選択した課題曲(片手奏)

予習:選択した課題曲を練習してくる（60分）
復習:選択した課題曲を通して弾けるようにする(60 分)

28

子どもの歌の弾き歌い(27):自ら選択した課題曲(両手奏)

予習:選択した課題曲を練習してくる（60分）
復習:選択した課題曲を通して弾けるようにする(60 分)

29

子どもの歌の弾き歌い(28):課題曲(6曲)の確認

予習・復習：全ての課題曲の完成度を上げる（60分）

30

子どもの歌の弾き歌い(29):クラスごとの発表会

予習:発表会の準備を行う（60分）
復習：発表会の反省を行い、定期試験に向けて練習する(90 分)
その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
各回の課題については次回授業時に教員がチェックを行う。
次回授業時までに課題曲を練習し、担当教員の指導を受けられるようにしておくこと。そのために毎日ピアノに向かい、練習を積んでおくこと。
【成績の評価方法】
定期試験(ピアノ実技試験)80%、予習・復習及び授業に臨む姿勢20%で評価する。第30回の授業終了までに課題曲が修了していない場合には失格となる。
【履修申請上の条件】
ピアノ表現法Ⅰの単位が取得済であること。
幼稚園教諭免許及び保育士資格の必修科目のため、自覚を持って履修すること。またこの授業は週2回開講されるので、週1回のみの受講では単位を取得できない。
【教科書】
大海由佳、古谷和子、肝付文子編『保育士・幼稚園教諭のための弾き歌い伴奏集』第１巻, 学研パブリッシング.
大海由佳、古谷和子、肝付文子編『保育士・幼稚園教諭のための弾き歌い伴奏集』第２巻, 学研パブリッシング.
文部科学省『幼稚園教育要領』
厚生労働省『保育所保育指針』
内閣府・文部科学省・厚生労働省『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』
【参考書】
小林真実編『保育実用書シリーズ こどものうた200』チャイルド本社.
平島美保、木村鈴代、小杉裕子編『こどものうた<簡易伴奏曲つき>』圭文社.
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
火曜 12:15〜12:45
【教員連絡先】
田中 m_tanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
小テストの時期は全体の進度によって前後する場合がある。
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現代文化学部
授業科目名

舞台表現Ａ

担当教員名

コード

22ART204

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

田尻真理子・井上救・田中路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
子どもたちにとって、日々の保育における劇あそびや行事における劇活動は大きな楽しみのひとつである。そして子どもたちに関わる教諭や保 育士は、このような「劇」に関わるパフォーマンスを子どもたちと行う
方法を熟知する必要がある。 この「劇」に含まれるパフォーマンスとして、オペレッタやミュージカル、演劇といった舞台表現が挙げられるが、これらは音楽、舞踊、台詞とい った様々なパフォーマンスが結びつい
たものである。またこのようなパフォーマンスを実践するにあたっては、観るものに伝えることを常に意識し なければならない。本授業では舞台表現に含まれる多様なパフォーマンスについて理論と実践の両面か
ら学んだ上で、観客に伝わる表現を考えなが ら、完成度の高い舞台作品の上演を目指す。具体的にはミュージカル、ギリシャ悲劇と能、演劇と教育、舞台美術と効果といった舞台表現の特徴を学 んだ後、脚本
を執筆する方法や、舞台音楽作成のテクニック、衣装や装置の作成方法を演習を通して身に付ける。最終的には受講者が各役割に分か れ、舞台作品作成の作業を進めていく。第 15 回目には作成した脚本
を用いて出演者のオーディションを行い、舞台作品の作成に向けた分担を確定す る。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1
2
3

①

②

様々な舞台表現の種類とその特徴について説明できる。
舞台表現に関わる様々な役割とその内容を理解し、説明できる。
与えられた役割に対して責任を持ち、舞台作成に向けて他者と協力して作業ができる。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）
・本授業の目的について理解し、不明な点があれば次時に質問できるようにしておく（30 分）。
・鑑賞した昨年度の映像について改善点を自分なりに考えまとめる（20 分）。

1

オリエンテーション （田尻、井上、田中路）

2

舞台表現の様々な役割：各役割の概要
（脚本、音楽、装置、照明、衣装）

3

役割ごとの作業① （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：使用素材、道具の確認
音楽：歌詞の創作 照明：機材の確認

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）

4

脚本読み合わせ

・脚本を読み込み、台詞を読む練習を積む（60 分）

5

配役オーディション

6

役割ごとの作業②： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：作成計画（１）
音楽：旋律の創作（１） 照明：操作練習（１）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

7

役割ごとの作業③： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：作成計画（２）
音楽：旋律の創作（２） 照明：操作練習（２）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

8

役割ごとの作業⑤： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成準備（１）
音楽：伴奏の創作（１） 照明：操作練習（１）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）

9

役割ごとの作業⑤： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成準備（１）
音楽：伴奏の創作（１） 照明：操作練習（１）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

10

役割ごとの作成⑥： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成準備（２）
音楽：伴奏の創作（２） 照明：操作練習（２）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

11

役割ごとの作成⑦： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成準備（３）
音楽：伴奏の創作（３） 照明：操作練習（３）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

12

役割ごとの作業⑧： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成（１）
音楽：楽曲の仕上げ（１） 照明：操作練習（１）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

13

役割ごとの作業⑨： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成（２）
音楽：楽曲の仕上げ（２） 照明：操作練習（２）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

14

役割ごとの作業⑩： （田尻、井上、田中路）
装置・衣装：衣装の作成（３）
音楽：楽曲の仕上げ（３） 照明：操作練習（３）

割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（45 分）。

15

前期のまとめ・後期に向けて

・前期に学んだことをまとめる（45 分）

（田尻、井上、田中路）

・希望する役割を決めておく（20 分）。

（田尻、井上、田中路）

（田尻、井上、田中路）

・脚本を読み込み、台詞を読む練習を積む（60 分）。

（田尻、井上、田中路）

1

③
○
○
○

チェック欄
特になし
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート

○

④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
授業内に口頭で行う。
【成績の評価方法】
授業参加度・貢献度50％
期末レポート
50％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
特になし
【参考書】
授業内に指示
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mtajiri@g.t-junshin.ac.jp sinoue@g.t-junshin.ac.jp mtanaka@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
本授業履修後、舞台表現法Ｂを継続して履修することが望ましい。
緊急事態宣言発令等で授業の実施計画、実施形態が変更となる場合がある。

2

その他の工夫

現代文化学部
授業科目名

舞台表現Ｂ

担当教員名

コード

22ART205

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

田尻真理子・井上 救・田中 路
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

1単位/30時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
子どもたちにとって、日々の保育における劇あそびや行事における音楽劇は大きな楽しみのひとつである。そして子どもたちに関わる教諭や保 育士は、このような「劇」に関わるパフォーマンスを子どもたちと行う
方法を熟知する必要がある。 この「劇」に含まれるパフォーマンスとして、オペレッタやミュージカル、演劇といった舞台表現が挙げられるが、これらは音楽、舞踊、台詞とい った様々なパフォーマンスが結びつい
たものである。またこのようなパフォーマンスを実践するにあたっては、観るものに伝えることを常に意識し なければならない。本授業では舞台表現に含まれる多様なパフォーマンスについて理論と実践の両面か
ら学んだ上で、観客に伝わる表現を考えなが ら、完成度の高い舞台作品の上演を目指す。また出演者としてだけでなく、楽曲演奏や照明、舞台装置、衣装といった役割についても学び、実際に 担当に分かれ
て舞台作品を創り上げていく。最終的には 12 月に行われる「純心こどもの国のクリスマス」において、舞台作品をこどもたちの前で上 演する。このことを通して、各受講者の表現技術や各役割についての知識・
技能、また他者と協同してひとつの作品を創り上げるチームワークを育 むことを目指す。受講者には、将来こどもたちと共に劇あそびなどを行う場合のヒントを常に探しながら履修してほしい。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】
1
2
3

①

②

舞台表現に関わる様々な役割とその内容を理解し、説明できる。
与えられた役割に対して責任を持ち、舞台作成に向けて他者と協力して作業ができる。
「純心こどもの国のクリスマス」において、他者と協同しながらまとまった舞台作品を上演する。

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）
・本授業の目的について理解し、不明な点があれば次時に質問できる ようにしておく（30分）。
・脚本を読み込み、台詞の表現や舞台の構想を検討する（30分）。

1

オリエンテーション 脚本読み合わせ 役割ごとの作業進捗報告 （田尻、秋保、田中路）

2

役割ごとの作業①： 役者：読み合わせ 脚本：場ごとの推敲
装置・衣装：装置のデザイン 音楽：楽曲の確認、編成確認

3

役割ごとの作業②： 役者：場ごとの立ち練習（前半） 脚本：場ごとの推敲
装置・衣装：装置の制作 音楽：ピアノ、楽器合わせ
照明：操作練習

4

役割ごとの作業③： 役者：場ごとの立ち練習（後半） 脚本：立ち稽古の確認
路）
装置・衣装：装置の制作 音楽：ピアノ、楽器合わせ
照明：操作練習

5

役割ごとの作業④： 役者：歌合わせ 脚本：展開の再確認 （田尻、秋保、田中路）
装置・衣装：装置の制作 音楽：ピアノ、楽器合わせ
照明：操作練習

・割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（60分）。

6

役割ごとの作業⑤： 役者：通し練習 脚本：尺の確認
（田尻、秋保、田中路）
装置・衣装：装置の制作 音楽：通し練習
照明：通し練習

・割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（60分）。

7

全体練習① ステージの位置関係確認 場ごとの練習 （田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

8

全体練習② 場ごとの練習

（田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

9

全体練習③ 場ごとの練習

（田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

10

全体練習④ 通し練習

（田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

11

全体練習⑤ 通し練習

（田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

12

全体練習⑥ 通し練習

（田尻、秋保、田中路）

・全体練習の反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

13

リハーサル

14

「純心こどもの国のクリスマス」本番

15

本番映像鑑賞／反省 後期のまとめ

（田尻、秋保、田中路）
照明：操作練習

・割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（60分）。

（田尻、秋保、田中路）

・割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（60分）。

（田尻、秋保、田中
・割り振られた役割における自分の作業を確認し、進める（60分）。

（田尻、秋保、田中路）

・リハーサルの反省点を確認し、次時までに改善する（60分）。

（田尻、秋保、田中路）

・本番を振り返り、各自反省点をまとめる（60分）。

（田尻、秋保、田中路）

1

③
○
○
○

その他の工夫

チェック欄

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）

特になし

②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
授業内に口頭で行う。
【成績の評価方法】
授業参観度・貢献度50％
期末レポート
50％
【履修申請上の条件】
「純心こどもの国のクリスマス」（第14回授業、2021年12月11日(土)）当日に出席できること。
【教科書】
特になし
【参考書】
授業内に指示する。
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

mtajiri@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
舞台表現法Ｂのみの履修も可能であるが、舞台表現法Ａと継続した履修が望ましい。
緊急事態宣言発令等により授業計画、授業実施形態が変更になる場合がある。

2

現代文化学部
授業科目名

造形表現A

担当教員名

コード

22ART206

区分
（必修・選択）

年次／期間

1～4年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

井上 救
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

1単位/15時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
こどもが、楽しく遊びながら感性を育む「造形活動」を保育者の立場として支援するためには、用具、材料などの豊富な知識、実際に活動するための綿密な計画、また、その場における臨機応変な対処ができる
柔軟性など、様々なスキルが求められている。これらを踏まえ、本授業では、敢えて、保育の現場で馴染のない素材や技法を使用し、材料、道具についてのより一層の理解を深め、そこから、創意工夫し応用、
発展させ、保育の現場で生かすための条件等を探り、問題解決力や対応力に繋げることを学んで行く。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 造形に対する理解を深め、表現に繋げることができる。
2 こども達の造形活動に必要なスキル（立案、計画、材料選択、問題解決能力など）を体得することができる。
3 他者と協同して活動し、達成感を共有していく体験を実践できる。

【授業計画】
授業外学修（予習・復習･課題等）

授業計画
1

オリエンテーション：授業の概要
遊びを創る 課題１−１ 「マーブルマシーン」 （調査）

予習（約20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
制作のための素材や技法の種類や特徴を調べておくこと

2

遊びを創る 課題１−２ 「マーブルマシーン」 （調査及び検証）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

3

遊びを創る 課題１−３ 「マーブルマシーン」 （制作準備及び図面等の作成）

復習（約30分～）：自主作業

4

遊びを創る 課題１−4 「マーブルマシーン」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

5

遊びを創る 課題１−5 「マーブルマシーン」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

6

遊びを創る 課題1-6 「マーブルマシーン」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

7

最新技術を使った表現 課題２−1 「レーザーカッター」 （機能調査）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

8

最新技術を使った表現 課題２−2 「レーザーカッター」 （制作準備）

復習（約30分～）：自主作業

9

最新技術を使った表現 課題2-3 「レーザーカッター」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

10

最新技術を使った表現 課題2-4 「レーザーカッター」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

11

特殊加工を使った表現 課題３−１ 「サンドブラスト」 （機能調査）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

12

特殊加工を使った表現 課題３−2 「サンドブラスト」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

13

特殊加工を使った表現 課題３−3 「サンドブラスト」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

14

大空に飛ばそう 課題4−1 「凧と紙飛行機」 （調査と制作作業）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

15

大空に飛ばそう 課題4−2 「凧と紙飛行機」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

1

②

③
○
○
○

チェック欄
特になし
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

その他の工夫

◯
○
○

・ 制作方法など授業内で適宜フィードバックを行う
【成績の評価方法】
授業参加度：20％ 課題制作作品提出（記録画像）：30％ 課題のまとめ提出：30％ 発表：20％
１．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業課題で制作した作品の提出を「課題制作作品提出」として評価する。評価の内訳は、課題の主旨に即しているか、工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．課題のまとめ提出は課題内容を理解しているか、資料など十分に調査しているか、分かり易く伝えられているか等の総合評価とする。
４．発表は内容だけでなく、発表に向かう姿勢も評価される。
【履修申請上の条件】
・汚れても良い服装で（エプロン等でも良い）取り組むこと。
・基本的な道具は毎回持参のこと（オリエンテーション時に詳細説明）。
【教科書】
特になし（必要に応じて参考資料を配布）
【参考書】
・ 『生活事例からはじめる 造形表現』 吉田 収 宮川 萬寿美 編著 青踏社
・ 『保育をひらく造形表現』 槇 英子 株式会社萌文書林
・ 『幼児造形の基礎 乳幼児の造形表現と造形教材』 樋口 一成 編著 株式会社萌文書林
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

造形表現B

担当教員名

コード

22ART207

区分
（必修・選択）

年次／期間

1～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

井上 救
保育士課程
必修

卒業必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

1単位/15時間/演習

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
こどもが、楽しく遊びながら感性を育む「造形活動」を保育者の立場として支援するためには、用具、材料などの豊富な知識、実際に活動するための綿密な計画、また、その場における臨機応変な対処ができる
柔軟性など、様々なスキルが求められている。これらを踏まえ、本授業では、「造形表現A」から引き続き、敢えて、保育の現場で馴染のない素材や技法を使用し、材料、道具についてのより一層の理解を深め、
そこから、創意工夫し応用、発展させ、保育の現場で生かすための条件等を探り、問題解決力や対応力に繋げることを学んで行く。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 造形に対する理解を深め、表現に繋げることができる。
2 こども達の造形活動に必要なスキル（立案、計画、材料選択、問題解決能力など）を体得することができる。
3 他者と協同して活動し、達成感を共有していく体験を実践できる。

②

③
○
○
○

【授業計画】
授業外学修（予習・復習･課題等）

授業計画
1

オリエンテーション：授業の概要
音の表現 課題１−１ 「アコーディオン」 （調査）

予習（約20分）:本授業のシラバスを一読しておくこと
次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

2

音の表現 課題１−2 「アコーディオン」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

3

音の表現 課題１−3 「アコーディオン」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

4

音の表現 課題１−4 「アコーディオン」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

5

音の表現 課題2-1 「カリンバ」 （調査）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

6

音の表現 課題2-2 「カリンバ」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

7

音の表現 課題2-3 「カリンバ」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

8

音の表現 課題2-4 「カリンバ」 （発表とまとめ）

予習（約20分）：発表のための準備

9

音の表現 課題3-1 「ホイッスル」 （調査）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

10

音の表現 課題3-2 「ホイッスル」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

11

音の表現 課題3-3 「ホイッスル」 （発表とまとめ）

予習（20分〜1時間）：制作においての問題点の有無とその解決方法について調査すること。次回
作業のための自主制作。

12

遊びをプログラミング 課題4-1 「Scratch」 （調査）

予習（約20分）：次回の授業のため調査結果をまとめておくこと

13

遊びをプログラミング 課題4-2 「Scratch」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

14

遊びをプログラミング 課題4-3 「Scratch」 （制作作業）

復習（約30分～）：自主作業

15

遊びをプログラミング 課題4-4 「Scratch」 （まとめと発表）

予習（約20分）：発表のための準備

1

チェック欄
特になし
○

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク
⑤：プレゼンテーション
⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】

その他の工夫

◯
○
○

・ 制作方法など授業内で適宜フィードバックを行う
【成績の評価方法】
授業参加度：20％ 課題制作作品提出（記録画像）：30％ 課題のまとめ提出：30％ 発表：20％
１．どの程度、積極的に授業時の活動に参加したかを「授業参加度」として評価する。
２．授業課題で制作した作品の提出を「課題制作作品提出」として評価する。評価の内訳は、課題の主旨に即しているか、工夫がみられるか等を基準として内容の総合評価とする。
３．課題のまとめ提出は課題内容を理解しているか、資料など十分に調査しているか、分かり易く伝えられているか等の総合評価とする。
４．発表は内容だけでなく、発表に向かう姿勢も評価される。
【履修申請上の条件】
・汚れても良い服装で（エプロン等でも良い）取り組むこと。
・基本的な道具は毎回持参のこと（オリエンテーション時に詳細説明）。
【教科書】
・平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領＜原本＞ 株式会社チャイルド社
【参考書】
・ 『生活事例からはじめる 造形表現』 吉田 収 宮川 萬寿美 編著 青踏社
・ 『保育をひらく造形表現』 槇 英子 株式会社萌文書林
・ 『幼児造形の基礎 乳幼児の造形表現と造形教材』 樋口 一成 編著 株式会社萌文書林
【オープンな教育リソース】
特になし
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】

【教員連絡先】

sinoue@g.t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こども文化特講A

担当教員名

コード

22CHI307

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/前期

単位／時間数／形態

チェック欄

佐野 通夫
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
現在、保育・小学校の現場では、外国籍の子どもや外国につながる子どもたちが増加しており、保育・教育の多文化・国際化に対応できる保育者・教師が求められている。
そこで、諸外国や日本の現状をふまえながら、外国につながる子どもや保護者への支援の実際を学び、多文化保育・教育のあり方について学修する。さらに、自ら「問い」をもち、調べ、考えられ、各分野につい
ての新しい知見が身に付けられるように学びを深める。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 少子高齢化が進むとともに、多言語・多文化化しつつある日本社会で、自ら課題を発見し、解決できる能力を備えることができる。
2 学生生活や日常生活の話題を取り上げながら、文化によって異なる多様な価値観について、母語と外国語の視点からコミュニケーションを通じて相互理解を深め、異文化間コミュニケー
ションや他者理解の基礎を培うことができる。
3 言語の違いを超えた相互理解のために、どのような工夫ができるのかを探索することができるようになる。

②

③
○
○
○

【授業計画】
授業計画

授業外学修（予習・復習･課題等）

1

多文化保育・教育とは何か
・多文化主義と同化主義について考えてみる。

予習（40分）:シラバスを一読し、自分なりのイメージや理解をもって参加すること。
復習（140分）:課題について考えをまとめる。

2

在日外国人の動向と福祉ニーズ
在日外国人の現状や外国人支援の課題について学ぶ。

予習（90分）：教科書第1章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：在日外国人の増加が日本社会にもたらす影響についてまとめる。

3

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(保育)
① 言葉に関する事例
② 食事に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第2章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：日本における外国籍の子どもと日本国籍の子どもの就学扱いの相違点についてまと
める。

4

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(小学校)
① 入学に関する事例
② 授業・学力に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第3章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：母語とは何か、母語の重要性についてまとめる。

5

多文化保育・教育における保育者・教師の専門性と役割

予習（90分）：教科書第4章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと.
復習（90分）：日本人らしさとはどのようなものか、まとめる。

6

行政の多文化共生への取り組み
－多文化保育・教育を踏まえて－

予習（90分）：教科書第5章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

7

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第6章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

8

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第7章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

9

今後の多文化保育・教育の課題と展望

予習（90分）：教科書第8章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

10

日本の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第9章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で調
べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

11

世界の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第10章をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する本で
調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

12

世界の子育て支援の現状(1): 韓国の事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

13

世界の子育て支援の現状(2): ジンバブエの事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

14

自分の住んでいる地域の国際交流、外国人支援について調べ、まとめる。

予習（90分）：グループごとに自分の地域の国際交流について調査をする。
復習（90分）：地域の国際交流についてまとめる。

15

日本の多文化社会の現状と課題を整理した上で、多文化共生に関わる具体的政策課題を解決す
る方法を、ディスカッションやグループワークなどを通じて探る。

予習（90分）：日本の多文化社会の現状と課題を整理しておく。
復習（90分）：ディスカッションやグループワークなどを通じて探った内容についてまとめる。

1

その他の工夫
チェック欄
・国立国際子ども図書館の電子ギャラリーの利用
○
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
【授業外学修】
・授業外学修を参照して課題に取り組む。課題は次の授業時に提出すること。
・授業では、それらの課題を活用し、発表とフィードバックを行う。
・発表課題については、作成したスクリプトへの指導及び発表のパフォーマンス評価でフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
〈評価基準〉
・「到達目標」に明示している項目を評価基準とする。
〈割合〉
・授業中のアクティブ・ラーニングなどの参加状況（授業態度含む）30%、基本的な知識、理解に関する課題のまとめ(レポート含む)30%、提出物40％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会／編『クラスメイトは外国人 課題編――私たちが向き合う多文化共生の現実』 明石書店2020
【参考書】
適宜プリントを配布する
【オープンな教育リソース】
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
・水曜 4限
【教員連絡先】

msano@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こども文化特講B

担当教員名

コード

22CHI308

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

佐野 通夫
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
現在、保育・小学校の現場では、外国籍の子どもや外国につながる子どもたちが増加しており、保育・教育の多文化・国際化に対応できる保育者・教師が求められている。
そこで、諸外国や日本の現状をふまえながら、外国につながる子どもや保護者への支援の実際を学び、多文化保育・教育のあり方について学修する。さらに、自ら「問い」をもち、調べ、考えられ、各分野につい
ての新しい知見が身に付けられるように学びを深める。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 少子高齢化が進むとともに、多言語・多文化化しつつある日本社会で、自ら課題を発見し、解決できる能力を備えることができる。
2 学生生活や日常生活の話題を取り上げながら、文化によって異なる多様な価値観について、母語と外国語の視点からコミュニケーションを通じて相互理解を深め、異文化間コミュニケー
ションや他者理解の基礎を培うことができる。
3 言語の違いを超えた相互理解のために、どのような工夫ができるのかを探索することができるようになる。

②

③
○
○
○

【授業計画】
授業計画
1

授業外学修（予習・復習･課題等）
予習（40分）:シラバスを一読し、自分なりのイメージや理解をもって参加すること。

多文化保育・教育とは何か
・多文化主義と同化主義について考えてみる。

復習（140分）:課題について考えをまとめる。

2

在日外国人の動向と福祉ニーズ
在日外国人の現状や外国人支援の課題について学ぶ。

予習（90分）：教科書第1話・第2話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：在日外国人の増加が日本社会にもたらす影響についてまとめる。

3

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(保育)
① 言葉に関する事例
② 食事に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第3話・第4話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：日本における外国籍の子どもと日本国籍の子どもの就学扱いの相違点についてまと
める。

4

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(小学校)
① 入学に関する事例
② 授業・学力に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第5話・第6話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：母語とは何か、母語の重要性についてまとめる。

5

多文化保育・教育における保育者・教師の専門性と役割

予習（90分）：教科書第7話・第8話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと.
復習（90分）：日本人らしさとはどのようなものか、まとめる。

6

行政の多文化共生への取り組み
－多文化保育・教育を踏まえて－

予習（90分）：教科書第9話・第10話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

7

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第11話・第12話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

8

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第13話・第14話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

9

今後の多文化保育・教育の課題と展望

予習（90分）：教科書第15話・第16話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

10

日本の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第17話・第18話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

11

世界の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第19話・第20話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

12

世界の子育て支援の現状(1): 韓国の事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

13

世界の子育て支援の現状(2): ジンバブエの事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

14

自分の住んでいる地域の国際交流、外国人支援について調べ、まとめる。

予習（90分）：グループごとに自分の地域の国際交流について調査をする。
復習（90分）：地域の国際交流についてまとめる。

15

日本の多文化社会の現状と課題を整理した上で、多文化共生に関わる具体的政策課題を解決す
る方法を、ディスカッションやグループワークなどを通じて探る。

予習（90分）：日本の多文化社会の現状と課題を整理しておく。
復習（90分）：ディスカッションやグループワークなどを通じて探った内容についてまとめる。

1

その他の工夫
チェック欄
・国立国際子ども図書館の電子ギャラリーの利用
○
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
【授業外学修】
・授業外学修を参照して課題に取り組む。課題は次の授業時に提出すること。
・授業では、それらの課題を活用し、発表とフィードバックを行う。
・発表課題については、作成したスクリプトへの指導及び発表のパフォーマンス評価でフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
〈評価基準〉
・「到達目標」に明示している項目を評価基準とする。
〈割合〉
・授業中のアクティブ・ラーニングなどの参加状況（授業態度含む）30%、基本的な知識、理解に関する課題のまとめ(レポート含む)30%、提出物40％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会／編『クラスメイトは外国人』 明石書店2009
【参考書】
適宜プリントを配布する
【オープンな教育リソース】
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
・水曜 4限
【教員連絡先】

msano@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし

2

現代文化学部
授業科目名

こども文化特講C

担当教員名

コード

22CHI309

区分
（必修・選択）

年次／期間

1年次～4年次/後期

単位／時間数／形態

チェック欄

佐野 通夫
卒業必修

保育士課程
必修

幼稚園教職課程
必修

選択
○

2単位/30時間/講義

【ディプロマ・ポリシー】
① 主体的に真理を探究する姿勢を身につけ、深い洞察力と豊かな感性をもって表現し、協働することができる。
② 多文化共生社会の担い手として、こども文化・保有・教育全般への思考力・判断力を身につける。

○

③ こども文化・保育・教育の専門的知識と技能を身につけ、地域社会において主体的に貢献することができる。

【授業の概要】
現在、保育・小学校の現場では、外国籍の子どもや外国につながる子どもたちが増加しており、保育・教育の多文化・国際化に対応できる保育者・教師が求められている。
そこで、諸外国や日本の現状をふまえながら、外国につながる子どもや保護者への支援の実際を学び、多文化保育・教育のあり方について学修する。さらに、自ら「問い」をもち、調べ、考えられ、各分野につい
ての新しい知見が身に付けられるように学びを深める。
ディプロマ・ポリシー

【授業の到達目標・ディプロマ・ポリシーとの関係】

①

1 少子高齢化が進むとともに、多言語・多文化化しつつある日本社会で、自ら課題を発見し、解決できる能力を備えることができる。
2 学生生活や日常生活の話題を取り上げながら、文化によって異なる多様な価値観について、母語と外国語の視点からコミュニケーションを通じて相互理解を深め、異文化間コミュニケー
ションや他者理解の基礎を培うことができる。
3 言語の違いを超えた相互理解のために、どのような工夫ができるのかを探索することができるようになる。

②

③
○
○
○

【授業計画】
授業計画
1

授業外学修（予習・復習･課題等）
予習（40分）:シラバスを一読し、自分なりのイメージや理解をもって参加すること。

多文化保育・教育とは何か
・多文化主義と同化主義について考えてみる。

復習（140分）:課題について考えをまとめる。

2

在日外国人の動向と福祉ニーズ
在日外国人の現状や外国人支援の課題について学ぶ。

予習（90分）：教科書第1話・第2話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：在日外国人の増加が日本社会にもたらす影響についてまとめる。

3

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(保育)
① 言葉に関する事例
② 食事に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第3話・第4話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：日本における外国籍の子どもと日本国籍の子どもの就学扱いの相違点についてまと
める。

4

外国につながる子どもの保育・教育と保護者への支援(小学校)
① 入学に関する事例
② 授業・学力に関する事例
③ 保護者への支援の事例

予習（90分）：教科書第5話・第6話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと。
復習（90分）：母語とは何か、母語の重要性についてまとめる。

5

多文化保育・教育における保育者・教師の専門性と役割

予習（90分）：教科書第7話・第8話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連する
本で調べておくこと.
復習（90分）：日本人らしさとはどのようなものか、まとめる。

6

行政の多文化共生への取り組み
－多文化保育・教育を踏まえて－

予習（90分）：教科書第9話・第10話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

7

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第11話・第12話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

8

地域の国際交流、外国人支援

予習（90分）：教科書第13話・第14話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

9

今後の多文化保育・教育の課題と展望

予習（90分）：教科書第15話・第16話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

10

日本の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第17話・第18話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

11

世界の多文化社会の現状と課題

予習（90分）：教科書第19話・第20話をよく読んで理解を深めておく。不明な語句については関連す
る本で調べておくこと。
復習（90分）：あなたの住んでいる地域の国際交流について調べてまとめる。

12

世界の子育て支援の現状(1): 韓国の事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

13

世界の子育て支援の現状(2): ジンバブエの事例

予習（90分）：多文化絵本を選び、ブックトークの準備をする。
復習（90分）：提出物＜多文化絵本の窓＞を完成させる

14

自分の住んでいる地域の国際交流、外国人支援について調べ、まとめる。

予習（90分）：グループごとに自分の地域の国際交流について調査をする。
復習（90分）：地域の国際交流についてまとめる。

15

日本の多文化社会の現状と課題を整理した上で、多文化共生に関わる具体的政策課題を解決す
る方法を、ディスカッションやグループワークなどを通じて探る。

予習（90分）：日本の多文化社会の現状と課題を整理しておく。
復習（90分）：ディスカッションやグループワークなどを通じて探った内容についてまとめる。

1

その他の工夫
チェック欄
・国立国際子ども図書館の電子ギャラリーの利用
○
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html

【アクティブラーニング】
①：PBL（課題解決型学習）
②：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）
③：ディスカッション・ディベート
④：グループワーク

○

⑤：プレゼンテーション

○

⑥：実習・フィールドワーク
【課題のフィードバック】
【授業外学修】
・授業外学修を参照して課題に取り組む。課題は次の授業時に提出すること。
・授業では、それらの課題を活用し、発表とフィードバックを行う。
・発表課題については、作成したスクリプトへの指導及び発表のパフォーマンス評価でフィードバックを行う。
【成績の評価方法】
〈評価基準〉
・「到達目標」に明示している項目を評価基準とする。
〈割合〉
・授業中のアクティブ・ラーニングなどの参加状況（授業態度含む）30%、基本的な知識、理解に関する課題のまとめ(レポート含む)30%、提出物40％
【履修申請上の条件】
特になし
【教科書】
「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会／編『クラスメイトは外国人 入門編 -はじめて学ぶ多文化共生-』 明石書店2013
【参考書】
適宜プリントを配布する
【オープンな教育リソース】
「日本発☆子どもの本、海を渡る」https://www.kodomo.go.jp/anv10th/index.html
【担当教員の実務経験】
特になし
【オフィスアワー】
・水曜 4限
【教員連絡先】

msano@t-junshin.ac.jp
【備考】
特になし
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