
授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
生涯発達心理学 

Life-span Developmental Psychology 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日  4時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

當眞千賀子 

Chikako Toma 

履修条件 

 

授業の概要 

人の発達を、個に閉じた過程ではなく、人々が実践を形成する過程と、実践を通して互いに育みあ

う過程を含む文化的な営みとして捉える理論的枠組みについて学び、生涯を通した人の発達の諸過

程を、社会・文化・歴史的なプロセスと切り結んで理解することによって浮き上がってくる問題について

議論する。各年齢層を個別に研究対象として扱うことでは見えてこない、異年齢間の関係論的発達観

をベースにしたアプローチについて論じる。 

This course provides the opportunity to learn about the theoretical frameworks which 
explore the cultural nature of human development. In these frameworks human 
development is understood not as the individual processes but as the processes involving 
sociocultural practice which people generates and also through which people are 
shaped.  A range of real life issues will be addressed and discussed by looking at various 
developmental processes in relation to the socio-cultural-historic processes. Furthermore, 
the course aims to overcome the limitation of looking at each age period separately and 
explores human development from the relational perspective highlighting the relationship 
among people of different life stages and over the multiple generations. 
 

 

 

 

全体の教育目標 

・生涯発達に関する異なる理論的枠組みについて学びその特徴を比較検討する。 

・人の発達を文化的営みとして捉える理論的枠組みについて学ぶ 

・理論的枠組みを活用して実践的課題の理解を深める 

個別の学習目標 

人の発達を文化的営みとして捉える理論的枠組みを理解し、人の発達にかかわる実践的課題に 

ついて考察・議論することができる。 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス 

（第２回）生涯発達についての諸理論の比較 

（第３回）文化的営みとしての生涯発達論 

（第４回）人の発達が文化的であるとはどういうことか 

（第５回）発達のゴールの多様性 

（第６回）文化的営みへの参加の変容としての発達 ① 

（第７回）文化的営みへの参加の変容としての発達 ② 

（第８回）人が育つ時空としての家族・コミュニティ 



（第９回）コミュニティにおける個人の役割の発達的変遷 

（第１０回）大人と子どもの関係性と発達 

（第１１回）道具を作って・使って・伝えて生きること 

（第１２回）文化的営みの中で「導かれた参加」を通して学ぶこと 

（第１３回）コミュニティの実践の変容と個人の発達 ① 

（第１４回）コミュニティの実践の変容と個人の発達 ② 

（第１５回）まとめ 

キーワード 

発達、コミュニティ、文化的営み、関係論、社会・文化・歴史的プロセス 

授業の進め方 

グループでのディスカッションやプレゼンテーションを取り入れた参加型の授業である。初回のガイ

ダンスで授業の進め方について説明するので必ず参加すること。（授業計画は授業で生まれる流れ

に応じて変更することがある） 

教科書及び参考図書 

教科書 「文化的営みとしての発達」新曜社 

参考図書 「The development of children」 Worth Publisher 

学習相談 

 

 

試験・成績評価等 

授業での発表やディスカッションへの参加 

レポート 

（評価基準） 

授業での発表やディスカッションへの参加 （70％） 

レポート （30％） 

その他 

 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 大学院生・学部学生 

授業科目名 
異文化間コミュニケーション論 

Theory of Inter-cultural Communication 

講義題目 文化的自他理解の視点と方法 

授業方法及び開講学期等 前期   木曜日   5時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

坂元一光 

SAKAMOTO IKKO 

履修条件 

坂元研所属予定の学生は履修すること。 

授業の概要 

本講義では、とくにアジア、アフリカなど非欧米社会を中心に、人びとのさまざまな生

活実践を取り上げながら、文化的他者や自己を理解するための基本的視点と方法について

概説する。その方法論を提供する社会（文化）人類学は、欧米中心あるいはエスノセント

リックな価値観をしりぞけ、グローバルな視点に立った文化理解、人間理解をめざす学問

領域である。国境を越えた人、モノ、情報の流動が日常化する現代において、異文化や文

化的他者にたいする的確な理解と対応は、われわれの社会の持続可能性やアイデンティテ

ィにも関わる重要な問題となっている。講義では地域や社会によって多様に展開する人び

との生活の営みを他者認識や表象、社会構造、宗教的世界観等の側面から検討することを

通して、他者や自己の生の在り方を的確に捉えるための基本的視点と方法をさぐる。 
This course outlines perspectives and methods to acquire an internal understanding 

of other cultures. It will also encourage students to study various ways of life and 
living in different cultural settings, mainly in non-Western societies, Asia and Africa. 
Cultural anthropology aims for the understanding of culture and humans from a 
global viewpoint and provides cultural relativistic judgment of Western oriented, and 
other ethnocentric, conceptions. In the modern world, people, things and information 
flow freely over borders on a daily life and multiculturalism is largely emphasized.  
Therefore, we are required to have an accurate cross-cultural understanding and to 
respond adequately to other cultures.  This is a serious problem which could 
influence not only the survival of individual people, but also sustainability of society 
itself.  This lecture focuses on ethnocentric recognition or representation of other 
cultures, social structure, and worldview based on people’s religious believing, and 
then considering thesystem and processes of diversified human cultural behaviors 
shown in ethnic communities and social groups.  
 
 

全体の教育目標 

異文化間コミュニケーションの基本的前提となる文化の科学的方法論を学ぶ。 

個別の学習目標 

生活文化の非言語・無意識層の仕組みについて学ぶ。 

授  業  計  画 

授業計画 (Course Plan) 



1．文化比較と人類学 （グローバル化、文化の流動、異文化理解） 
2．教養文化と生活文化（慣習、生活様式、生活総体） 
3．異文化理解の方法（フィールドワーク、文化相対主義） 
4．言語と文化（文化化、言語相対論、自文化中心主義） 
5．民族とエスニシティ（人種、本質主義 構築主義 戦略的本質主義） 
6．文化のダイナミズム（接触、接合、混交、更新） 
7．出会いの文化（男女の隔離、促進と抑制、恋愛結婚イデオロギー） 
8．婚姻と家族・親族（婚姻規制、生殖革命、同性婚） 
9．親子関係と血縁（出自システム、祖先、擬制的親子）  
10．宗教的世界観（呪術、アニミズム） 
11．憑依と脱魂（シャーマニズム、妖術） 
12．通過儀礼（人生儀礼、分類と境界）  
13．生命の行方（葬送儀礼、死後世界観） 
14．生命の由来（再生思想、民俗生殖論） 
15．前期のまとめ 
＊授業計画等は諸般の事情、条件に応じて随時変更することがある。 

 

キーワード 

コミュニケーション、異文化理解、民族誌、社会編成原理、宗教的世界観 
 

授業の進め方 

講義形式 

教科書及び参考図書 

教科書：『よくわかる文化人類学』（綾部恒雄他編・ミネルヴァ書房、2400 円）（講義のな

かで適宜関係個所に言及する） 
参考図書：波平恵美子編『文化人類学：カレッジ版』医学書院、山下晋司・船曳建夫編『文

化人類学キーワード（改訂版）』（有斐閣、2008）、新訂『文化人類学－文化的実践の探求

－』（江渕一公・松園万亀雄、放送大学教育振興会 2000）、菅原和孝編『フィールドワーク

への挑戦－実践人類学入門－』（世界思想社２００７）、『人類の歴史・地球の現在－文化人

類学へのいざない－』（本田俊和他編、放送大学教育振興会 2007）、『アジアから観る、考

える-文化人類学入門-』（片山隆裕編著、ナカニシヤ出版、2008）『アジアの子どもと教育

文化－人類学的視角と方法－』（坂元一光著、九州大学出版会、2006）、新編『人間の一生

－文化人類学の視点－』（綾部恒雄編著、アカデミア出版会、1985）、ほか。 
 

学習相談 

事前予約にもとづき随時対応。 

メールアドレス：sakamoto.ikko.944@m.kyushu-u.ac.jp 
 

試験・成績評価等 

出席、レポート等による総合評価 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 1、２年次 選択 

授業科目名 
感性表現論 

Theory of Kansei Expression 

講義題目 「聴くこと」からはじめる。 

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日 ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業+臨時 

担当教員 

藤枝 守 Mamoru Fujieda 

履修条件 

 

授業の概要 

自らの身体や、他者や環境との関わりを実践的捉え、視覚的な認識とは異なる「聴覚的な世界」を

実感する手だてを、受講者による参加型のワークショップ手法を用いながら学習し、「聴く」という行為

がどのような意識の変容をもたらすのか、環境へ参入する意識がどのような「気づき」を引き起こすの

かを模索する。 

全体の教育目標 

現代社会のコミュニケーションにおいて、ネットや携帯にみられるようなツールが多様となる一方

で、身体的な関わりが希薄になりつつあるといわれている。他者や環境の気配を感じ、それに即応す

るような感覚的な鋭敏さを高めるために、ここでは「聴く」という行為に着目する。そして、「聴くこと」か

ら始まるような表現のなかから、あらたなコミュニケーションの可能性をさぐる。 

「感性表現論」は、非言語的な領域において、人と人との感性コミュニケーションを行う媒体としての

「音」あるいは音楽を含む「音表現」一般を取り扱う科目であり、ワークショップなどの手法を交えて、

音という通常意識的に捉えられにくい環境次元への感受性を高め、言語を介さない音によるコミュニ

ケーションの方法を学ぶものである。 

個別の学習目標 

 

授  業  計  画 

以下のテーマについて、授業を進めていく。 

（第１～４回）ガイダンス+「聴くこと」のウォーミングアップ 

（第５～７回）ポーリン・オリヴェロスの「ソニック・メディテーション」の実践 

（第８～１０回）ジョン・ケージの《四分三十三秒》を巡って 

（第１１～１３回）暗闘の体験と身体感覚 

（第１５回） まとめ 

キーワード 

「聴く」 身体感覚  

授業の進め方 

講義とワークショップとを組み合わせながら進める。 

教科書及び参考図書 

【参考文献】 

『響きの生態系（藤枝守）』、『失聴‐豊かな世界の発見(ハンナ・メーカ)』 

『記号と言霊（鎌田東二）』、『森の生活‐ウォールデン（ヘンリー・D・ソロー）』 



学習相談 

 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

授業の理解度、レポート等の成果を総合して評価する。 

（評価基準） 

総合評価の割合は、平常点５０％、レポート５０％ 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
実践子ども学 

Sociocultural Practices and Children 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日  ５時限 単位数  2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

當眞千賀子 

Chikako Toma 

履修条件 

授業の概要 

さまざまな社会問題や環境問題を含めた現代社会の実践的課題に具体的に取り組む際の発想の

軸として「子ども」を位置づけることにより、多様な立場と年齢にある人々が豊かな関係を構築しつつ

諸課題に応えることを可能にするような領域横断的な学問的視座を提供する。実践的具体性と理論

的考察を有機的に関連づけながら問いを深める体験を提供し、現代的諸課題への実践形成的なアプ

ローチを展開する。 

This course aims to address a range of practical issues including social and environmental 

problems by situating “Childern”as an axis for approaching them. This requires nurturing the fruitful 

relationship among people from various life stages and roles in the society. The course is designed 

to provide students experience of cultivating questions by connecting theoretical discussion and 

concrete practices. This course approache the contemporary issues from the perspective of 

designing and generating concrete practices. 

 

 

 

 

 

 

全体の教育目標 

・「子ども」を軸とした現代的諸課題への取り組みの発想法を学ぶ 

・具体的実践における課題の同定と取り組みへと生かす力を身につける 

個別の学習目標 

「子ども」を切り口として現実的課題にアプローチする。 

 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス 

（第２回）「子ども」を軸としたとき見えてくるもの ① 

（第３回）「子ども」を軸としたとき見えてくるもの ② 

（第４回）関係性の中の子ども 

（第５回）社会・文化・歴史的営みとしての発達 

（第６回）ワーキングテーマの検討① 

（第７回）ワーキングテーマの検討② 

（第８回）テーマ別グループワーク① 

（第９回）テーマ別グループワーク② 

（第１０回）中間発表＆ディスカッション 



（第１１回）テーマ別実践デザイン① 

（第１２回）テーマ別実践デザイン② 

（第１３回）デザイン発表＆ディスカッション① 

（第１４回）デザイン発表＆ディスカッション② 

（第１５回）まとめ 

キーワード 

子ども性、方法としての子ども、実践デザイン、発達 関係性 

授業の進め方 

実践現場の現実的な課題から離れず、しかし自由な立場から構想し議論する大学院という学ぶ場

の持つ対話的知性の涵養を重視して、多様な経験から相互に学んでいく場とする 

教科書及び参考図書 

授業で適宜紹介する 

学習相談 

授業後に行なう 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

授業での発表やワークショップへの参加 

レポート 

（評価基準） 

授業での発表やワークショップへの参加 (70%) 

レポート (30%) 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
現代子ども文化論 

Theory of Children and Modern Cultures 

講義題目 社会的包摂とデザイン思考 

授業方法及び開講学期等 後期 木曜日 ３時限 単位数   ２単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

坂元一光 

SAKAMOTO IKKO 

履修条件 

特になし 

授業の概要 

幼児教育産業の発達により近年の日本社会はさまざまな育児用品やサービスが氾濫しており、こうし

たモノやサービス抜きに現代の産育や子どもの生活は語り得ない状況にある。モノやサービスに取り

巻かれた現代の産育実践や子どもの生活の実相を具体的、質的に理解していくためには単に人々の

語りや振る舞いに注目するのみならず、それらの実践に組み込まれたモノやサービス、あるいは人

的、物的環境をふくめた総合的な視点が必要である。 

こうした考え方に立ち、筆者はこれまで「キッズデザイン」製品を取り上げ、その技術・デザイン実践を

日本の産育・子ども文化とモノづくり文化が交差するインターフェイスとして、そこに表れた日本独自の

子ども観や技術（モノづくり/モノづかい）観、あるいは人とモノとのマテリアルな交渉のあり方などを抽

出し、その課題等も含め検討してきた。 

今回の演習では、人びとの多様な生き方を支えるソーシャルデザイン（思考・仕様）として期待が高ま

っているインクルーシブデザインをテーマに取り上げる。技術やデザインの対象を子どもや子育て中

の母親のみならず障がい者や高齢者、エスニックマイノリティー等の社会的排除を受けがちな人びと

にまで拡大することで、技術やデザインの福祉的、共生的な側面について考えてみたい。 

In this seminar, we examine the contemporary living environment of children—one 
which is filled with objects—from the viewpoint of recent research on material 
culture, which suggests that the daily life of humans is composed of mutual 
interactions between people and tools (objects). Prior to this consideration, we define 
the concepts of “technology” and “design,” as social practices that fulfill the role of 
organizing and modulating the interfaces of humans and objects. We then consider, 
from the viewpoint of design (technology), the historical and social processes through 
which the daily items of children have been “differentiated” from the objects of adults 
in developed nations such as Japan and Europe. We demonstrate that the social 
process of children’s product design is formed through combining capitalist production 
with accumulation of knowledge in educational sciences related to children, and the 
social promulgation of child-centered ideologies that they engender.  
全体の教育目標 

さまざまなヒト、モノ、コトと対峙しつつ営まれている子どもの生活に関し、これを個々の文化的文脈に

即して理解してゆくための方法論を検討する。「ヒト、モノ、コト」環境と共にある子どもの生活や生き方

を、その相互交渉、あるいは関係構築や意味構築のプロセスとしてとらえるとともに、これを現実の生

活場面に即して検証することを通して、子どもの視点や参加を重視する新しい子ども文化論の構想を

試みる。 

個別の学習目標 

「ヒト・モノ・コト」環境との間の相互交渉や関係構築という視点から子どもの生活や学び、発達のあり

方について考察する。今回は「キッズデザイン」の考え方を手がかりに身近な子どもの生活や学び等



に関する検討を通して、大人目線による子どもの生活文化の再構築（「子ども仕様」）の可能性と課題

について考える。 

授  業  計  画 

（第１回）イントロダクション‐概要と分担など‐ 

（第２回）「インクルーシブデザイン」に関する情報共有（1） 

（第３回）「インクルーシブザイン」に関する情報共有（2） 

（第４回）「インクルーシブデザイン」に関する情報共有（3） 

（第５回）参加者による調査報告（1） 

（第６回）参加者による調査報告（2） 

（第７回）参加者による調査報告（3） 

（第８回）参加者による調査報告（4） 

（第９回）参加者による調査報告（5） 

（第１０回）参加者による調査報告（6） 

（第１１回）参加者による調査報告（7） 

（第１２回）参加者による調査報告（8） 

（第１３回）参加者による調査報告（9） 

（第１４回）参加者による調査報告（10） 

（第１５回）まとめと補足 

・＜授業計画＞等は受講者数ほか諸般の事情、条件に応じて変更することがある。 

キーワード 

インクルーシブデザイン、キッズデザイン、産育、子ども、モノ、身体、マテリアルな交渉 

授業の進め方 

テキストの講読と分担報告、討論。 

教科書及び参考図書 

１．インクルーシブデザイン関連 

『インクルーシブデザイン：社会の課題を解決する参加型デザイン』ジュリア・カセム編、2014、学芸出

版社 

『「インクルーシブデザイン」という発想』ジュリア・カセム編、2014、フィルムアート社 

『生きのびるためのデザイン』ヴィクター・パパネック 1974、晶文社 

２．モノ（道具）に注目した人類学的研究 

『ものの人類学』床呂郁哉ほか、2011 京都大学学術出版会 

『野生のエンジニアリング』森田敦郎、2012 世界思想社 

『フェティシズム論の系譜と展望』田中雅一ほか、2009 京都大学学術出版会 

３．モノに注目した社会学的研究 

『文化の社会学』佐藤健二ほか、2007 有斐閣 

『住宅の歴史社会学』祐成保志、2008 新曜社 

『モノと子どもの戦後史』天野正子ほか、2007 吉川弘文館 

『「モノと女」の戦後史』天野正子ほか、1999（1992）有信堂高文社 

『モノと男の戦後史』石谷二郎・天野正子、2008 吉川弘文館 

４．子どもとモノ 

『ものと子どもの文化史』本田和子編著、1998 勁草書房 

『変貌する子ども世界』本田和子、1999 中公新書 

『子どもをめぐるデザインと近代』神野由紀、2011 世界思想社 

５．民族学博物館におけるモノ（マテリアルカルチャー）研究の 



プロジェクトＨＰ「マテリアリティの人間学」 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/project/corp/materiality 

学習相談 

事前にアポイントメントをとった上で随時対応。 

メールアドレス：sakamoto.ikko.944@m.kyushu-u.ac.jp 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

出席と報告、レポートにもとづき総合的に評価する。 

（評価基準） 

参加態度の積極性と報告における着眼点のユニークさ、レポートの発展性により総合的に評価する。 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
小児家族看護学 

Theory of Child and Family Nursing 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  金曜日３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

濵田裕子 

YUKO HAMADA 

履修条件 

 

授業の概要 

成長発達過程にある子どもの特徴を理解し、様ざまな健康レベルの子どもを対象とし、子どもの健

やかな成長発達を促すための健康支援について学ぶ。さらに子どもを家族のなかの存在として位置

付け、子どもだけでなく家族も看護の対象とし、親子関係論や家族理論を用いながら、現代の子ども

と家族の特徴およびその環境について理解し、家族支援についても学ぶ。 

Based on characteristics and philosophies of pediatric nursing, understand the 

developmental theory and the family theory related to children. Have discussions and 

practice through familiar topics on the children and families’ daily life in order 

to deepen the understanding of children-related social environment. 

 

全体の教育目標 

子どもの特徴および現代の子どもと家族のおかれた状況を理解し、子どもにとっての最善を考えな

がら、子どもと家族の健康支援について探求することができる。また、子どもと家族に関わるものとし

ての役割や今後の課題について考えることができる。 

個別の学習目標 

・ 子どもの成長発達段階の特徴を理解し、子どもの健康増進のための援助について理解する 

・子どもの健康支援を子どもの権利の視点から理解し、子どもにとっての最善を考える 

・家族理論をとおして、健康障害のある子どもの家族について理解する 

・健康障害が子どもの成長発達や日常生活、家族に与える影響について理解する 

・ 様ざまな健康状態にある子どもと家族のQOLの維持・向上を目指した支援を考察する 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス、子どもと社会 

（第２回）小児看護の特徴と理念・子どもの権利 

（第３回）子どもと家族１（発達理論） 

（第４回）子どもと家族２（家族理論） 

（第５回）乳児期の子どもと家族の看護 

（第６回）幼児期の子どもと家族の看護１ 

（第７回）幼児期の子どもと家族の看護２ 

（第８回）学童期の子どもと家族の看護 

（第９回）思春期の子どもと家族の看護 

（第10回）子どもと家族の生活と健康１（課題報告） 

（第11回）子どもと家族の生活と健康２（課題報告） 

（第12回）健康障害をもつ子どもと家族の看護（１） 

（第13回）健康障害をもつ子どもと家族の看護（２） 

（第14回）子どもと家族の健康問題 



（第 15 回）まとめ 

 

キーワード 

子どもの健康、家族の健康、QOL、小児看護、家族看護 

授業の進め方 

視聴覚教材を用いながらの講義およびディスカッション 

教科書及び参考図書 

教 科 書： 中野綾美編：ナーシンググラフィカ28「小児の発達と看護」、メディカ出版 

参考図書： 野嶋佐由美監修：家族エンパワーメントをもたらす看護実践 へるす出版 

筒井真優美編：小児看護における技 南江堂 

Marilyn M. Friedman、野嶋佐由美監訳「家族看護学-理論とアセスメント-」へるす出版 

学習相談 

希望するものは、事前に電子メールで相談の希望日時を連絡の上、予約すること 

（メールアドレス：hamayuu@med.kyushu-u.ac.jp） 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

授業・討論への参加度、課題、レポート 

（評価基準） 

授業・討論への参加度、課題・発表、レポートにより総合的評価する 

その他 

・本授業は、医学部保健学科看護学専攻との合同授業であるが、別途、コースメンバー内での講義・

討論を行う。日程については第1回講義終了後、調整を行う。 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １年次 選択 

授業科目名 
チャイルド・ライフ・スペシャリスト論 

Theory of Child Life Specialists 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  曜日  時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 集中講義 

担当教員 

南博文・石田智美・あべ弘士 

Hirofumi Minami, Satomi Ishida, Hiroshi 

Abe 

履修条件 

 

授業の概要 

子ども病院などの医療の現場および社会教育や福祉の現場における子どもとその家族を含めたユ

ーザーの視点に立ち、その生活の質を考慮に入れた施設の運営、医療や展示行為の実施、予後の

ケアなど、生活のトータルなマネジメントを行なう専門家としてのチャイルド・ライフ・スペシャリスト

(CLS)に必要な理論・技能・実践について学ぶ。具体的には、発達段階の理解、遊びを通したコミュニ

ケーション、プレパレーション、喪失体験の理解など、米国でのCLS教育で扱われるテーマと、動物園

やミュージアムなど子どもと家族をめぐる多様な場での実践事例を中心に講義する。 

Introductory lectures for child-life specialists as communication experts between children as 

users and the service providers and their extended roles in the lives of children in our society in 

such fields of children’s hospitals, museums, and zoos are delivered. The basic knowledge and 

practice for child-life specialists such as developmental stages, playful communications, preparation, 

adaptation for loss and human-environment transactions in the museum exhibitions are covered. 

全体の教育目標 

・ チャイルド・ライフの基礎となる理論について学ぶ。 

・チャイルド・ライフの実践の基礎技術について学ぶ。 

・ 子どもの環境体験をゆたかにする文化施設の展示について学ぶ。 

個別の学習目標 

チャイルド・ライフの基礎となる子どもの発達理論を理解し、実践における技術の基礎も修得する。 

授  業  計  画 

（第 １部） チャイルド・ライフの基礎知識（セラピューティック・プレイ、プリパレイション、 

       ディストラクション、他職種との連携など） 

       子どもの発達の基礎理論、死とその受容、グリーフケア 

（第 ２部） 文化施設での子どもと家族の体験のケア：基礎論と実践篇 

 

キーワード 

子ども、家族、発達、死、セラピューティック・プレイ、プリパレイション、グリーフケア、自然体験、絵

本表現 

授業の進め方 

講義とディスカッション、プレゼンテーション、および現地実習 

教科書及び参考図書 

「チャイルド・ライフの世界」（藤井あけみ著 新教出版社） 

「いのちの時間」（ブライアン・メロニー 藤井あけみ訳 新教出版社） 



Children in Hospitals：Theory and Practice (Richard Howard Thompson 著 Charles C. Thomas 

Publisher) 

あべ弘士 あらしの夜に 講談社 

学習相談 

講義の後などに適宜行なう 

試験・成績評価等 

 発表（３0％） ディスカッション（30％） レポートおよびプレゼンテーション（40％） 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 ２年次 選択 

授業科目名 
小児・家族コミュニケーション演習 

Practice in Communication with Children and their Families 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  木曜日  ３時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 （一部 集中講義） 

担当教員 

濵田裕子 

YUKO HAMADA 

履修条件 

 

授業の概要 

様ざまな健康レベルの子どもおよびその家族を包括的に査定し、子どもと家族のおかれた場の特

徴を踏まえ、子どもと家族のQOLの維持・向上を目的とし、広義の医療現場および地域における子ど

もと家族とのコミュニケーション能力や環境調整能力の育成を目指して演習および実習を行う。 

Understanding influence of health issue on children’s growth, daily life and their family. To meet 

respective health needs of children and their family, learning health support skills which aiming at 

better QOL. Additionally, asessing the current pediatric health and medical care based on today’s 

social situation and practicing to improve communication with children and families. 

全体の教育目標 

健康障害をもつ子どもとその家族を包括的にアセスメントする能力を養い、子どもと家族とのコミュ

ニケーション能力および子どもと家族の最善の利益を目指した環境調整能力を習得する。 

個別の学習目標 

・ 健康障害をもつ子どもと家族の状況をホリスティックに捉えることができる 

・ 健康障害をもつ子どもと家族とのコミュニケーションをとることができる 

・ 健康障害をもつ子どもと家族との関わりをとおして、子どもと家族のおかれた状況から、現代社 

会における子どもと家族のヘルスプロモーションとその課題について考察する 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス、健康障害をもつ子どもと家族 

（第2回）小児看護の場の特徴 

（第３回）小児のアセスメント・検査処置を受ける子どもと家族への支援 

（第４回）生活制限が必要な子どもと家族への支援 

（第５回）急性期にある子どもと家族への支援 

（第６回）慢性期にある子どもと家族への支援 

（第７回）障害のある子どもと家族への支援 

（第８回）手術を受ける子どもと家族への支援 

（第９回）集中治療をうける子どもと家族への支援 

（第10回）化学療法を受ける子どもと家族への支援 

（第１１回）予後不良の子どもと家族への支援 

（第１２回）事例検討・発表 

（第１３回）子どもと家族を取り巻く環境と健康問題 

（第１４回）子どもと家族に関わる専門職の役割と課題 

（第１５回）健康障害をもつ子どもと家族とのコミュニケーション 

（第１６回～１8回） 健康障害をもつ子どもと家族とのコミュニケーション演習 

～演習レポート：プレゼンテーション・ディスカッション～ 

（第１9回～第2８回）難病をもつ子どもとその家族のヘルスプロモーション（実習） 



 

（第29回～第３０回）健康障害をもつ子どもとその家族に対するヘルスプロモーション 

～実習レポート：プレゼンテーション・ディスカッション～、まとめ 

 

キーワード 

難病をもつ子ども、子どもと家族のQOL、コミュニケーション、ヘルスプロモーション 

授業の進め方 

講義および演習・実習を行い、その後演習や実習のプレゼンテーションをもとにディスカッションを行

う。 

講義は、医学部保健学科専攻との合同科目（小児看護援助論）で、演習・実習は一部集中で行う。 

実習：実習可能な施設やキャンプ等に参加し、健康障害のある子どもとその家族とコミュニケーション

をとり関わりながら、子どもと家族のQOLや生活支援について考察を深める 

教科書及び参考図書 

参考図書：野嶋佐由美監修：家族エンパワーメントをもたらす看護実践 へるす出版 

Marilyn M. Friedman、野嶋佐由美監訳「家族看護学-理論とアセスメント-」へるす出版 

中野綾美編：ナーシンググラフィカ28「小児の発達と看護」、メディカ出版 

筒井真優美編：小児看護における技 南江堂 

学習相談 

希望するものは、事前に電子メールで相談の希望日時を連絡の上、予約すること 

（メールアドレス：hamayuu@med.kyushu-u.ac.jp） 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

演習および実習内容およびレポートにて評価する 

（評価基準） 

演習・実習への参加度、プレゼンテーションおよび討論、レポートを総合的に評価 

その他 

小児家族看護学を受講してから、本演習を受講する方が望ましい 

 



 

平成２８年度前期 授業シラバス 

 

■ファシリテーション演習 Practice in Facilitation 

・日時： 金曜日２限（１０：３０～１２：００） ※一部については１限と連続で行うことがあります。 

・教室： 箱崎キャンパス 旧工学部エリア５号館 ５階 大講義室 

・対象： 大学院生 

・担当： 加留部貴行（特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会フェロー） 

         Takayuki KARUBE 

■授業の目的 

昨今、コミュニケーションの圧倒的不足状況の解消、自律分散型の組織づくり、意思決定力の

向上など、多様な人の感情や感覚を大切にした「感性」（よりよく生きるための機能）を意識しつ

つ、問題解決や合意形成等の場において、人とつながりながら自発的に行動することが経済界

や地域社会からの強いニーズとして求められています。特に、多様な今日的社会ニーズに向き

合って人々が対話する場づくりは急務です。 

この講義では、ファシリテーションの基礎をワークショップ形式で体系的に学び、演習を通じて

相互作用が起こる現場を体験しながら潜在能力を見える形で引き出していくことを目標とします。

社会の構成員のひとりとしての役割を果たしつつ、組織運営や意思決定に対して好影響を与え

られるような視座を持ち、人と社会の意識改革を支援していくものとしたいと考えています。 

 

■到達目標 

・ファシリテーションの概要を理解し実践できるようになる 

・チームで活動する際のスキルを理解し実践できるようになる 

・ファシリテーションとは何かが説明できるようになる 

 

■授業の進め方 

教育、行政、地域、企業とあらゆる組織や集団において、協働（共働）という名の知的な相互作

用を活性化し、集団による問題解決、アイデア創造、合意形成、学習、変革、自己表現・成長と

いう知的創造プロセスを支援し促進していく働きであるファシリテーションが重要性を増していま

す。講義では、ファシリテーションの理論、意義、必要性、スキル（場づくり、対人関係、論点の

構造化、分かち合い）、効果などについて学びます。また、演習を通じてファシリテーションの醍

醐味を体験・体得していきます。 

 

■学習相談 

適宜受け付けます。まずは事前にメールでご相談ください。その場合は下記アドレスに連絡をし

てください。その後、可能な限り対面で直接お話しをお伺いいたします。 

 karuchan@nifty.com 

 



■授業計画 

№ 月 日 項 目 主 な 内 容 

1 4月 15日 ２限 ファシリテーションとは① オリエンテーション、ＰＴＬでの活用意義 

2 4月 22日 ２限 ファシリテーションとは② ファシリテーションとは、チームとは 

3 5月 13日 １限 準備の基本① ソフト要素（事前準備、アイスブレイクなど） 

4 〃 ２限 準備の基本② ハード要素（空間配置、小道具など） 

5 5月 20日 １限 対話の基本① 言語ワーク、非言語ワーク 

6 〃 ２限 対話の基本② ワールド・カフェ 

7 5月 27日 １限 可視化の基本① カードワーク 

8 〃 ２限 可視化の基本② ボードワーク 

9 6月 10日 ２限 ファシリテーションの現場から 事例紹介、質疑応答など 

10 6月 24日 １限 合意形成の基本① コンセンサスワーク① 

11 〃 ２限 合意形成の基本② コンセンサスワーク② 

12 7月 01日 １限 振り返りの基本① 振り返りワーク① 

13 〃 ２限 振り返りの基本② 振り返りワーク② 

14 7月 22日 １限 総合実践ワーク ファシリテーター総合実践ワーク 

15 〃 ２限 総括～さらなる実践のために 総括振り返り 

 

■履修登録および授業への参加 

履修登録は授業の第２回（４月２２日）終了時までに必ず済ませておいてください。なお、第３回

（５月１３日）以降からの登録と参加は認めません。また、授業の構成上、第３回以降は授業開

始時間から１５分以上遅れての参加は認めず欠席扱いとします。 

 

■試験・成績評価の方法 

授業の性格上、試験は行いません。代わりに理解度を判定するために、レポート等の成果を総

合して評価します。最終的な成績は、授業の出席状況６０％、レポート等の成果４０％に学習態

度などを加味して、評定を行います。 

 

■教科書・参考書・参考リンク 

教科書は特にありませんが、適宜講義などで資料配布するとともに、参考図書を提示します。 

参考リンクとして （特活）日本ファシリテーション協会 https://www.faj.or.jp/ を参照ください。 

 

■クラス内の方針 

• 障がいをもつ学生への支援：障がいのある学生は速やかに担当教員へ申し出てください。

学習を支援できるようなクラス環境や授業方法について検討します。 

• 受講者の学習権：他の受講者の学習環境を阻害するような行動をとる者に対しては履修

を取り消すように求めることがあります。 

• その他：クラスは私的空間ではなく公的な空間です。公的な空間では社会的マナーやルー

ルを守ることが求められます。この点を自覚し大人の態度で各自授業に臨んでください。 

https://www.faj.or.jp/


授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 ２年次 選択 

授業科目名 
実践形成型フィールドワーク演習 

Seminar in Practice-Generating Fieldwork 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 前期  火曜日  3時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

當眞千賀子 

Chikako Toma 

履修条件 

 

 

授業の概要 

現場の人々との協働を通した実践的問題や課題の同定・共有とそれを踏まえた実践形成過程の

中に研究を織り込むことにより、従来の基礎と応用という二分法的枠組みを超えた研究と実践の関係

を構築する「形成的フィールドワーク」の理論と方法について学び、さまざまな実践現場（医療・福祉・

教育・子育て支援・市民活動・ミュージアム他）における実践形成型フィールドワークのデザインを試

みる。 

In this seminar, students learn a method named "formative fieldwork (i.e., 
practice-generating-collaborative-fieldwork)" in which research is weaved into the 
process of creating various practices in collaboration with people in the field as a 
researcher takes a significant yet different role from them. The method is designed to 
generate the relationship between research and practice that goes beyond the 
traditional dichotomy between "the basics" and "the applied."   

 

 

全体の教育目標 

実践形成型のフィールドワークの理論を理解する 

実践形成型のフィールドワークに触れ、その手法を学ぶ 

個別の学習目標 

 

授  業  計  画 

（第１回）ガイダンス 

（第２～３回） 形成的フィールドワークの理論 

（第４～６回） 形成的フィールドワークの実際 

（第７～９回） 実践事例の報告と検討 ① 

（第10～12回）実践事例の報告と検討 ② 

（第13～14回）実践事例の報告と検討 ③ 

（第 15 回）  総括 

キーワード 

実践形成、形成的フィールドワーク 

授業の進め方 

 



教科書及び参考図書 

○當眞千賀子(2004). 問いに導かれて方法が生まれるとき: 形成的フィールドワークという方法  

臨床心理学 vol.4, no.6, 771－782. 

○當眞 千賀子(2006). 形成的フィールドワークという方法-問いに応える方法の工夫. 

 吉田寿夫(編),心理学研究法の新しいかたち(pp.170-194).誠信書房． 

学習相談 

 

試験・成績評価等 

（評価方法） 

授業での発表や事例検討、討論への参加、レポートで総合的に評価する 

（評価基準） 

授業での発表、事例報告、事例検討、討論への参加 (70％) 

レポート (30%) 

その他 

 

 

 



授業科目区分 
コース専門科目 

（感性コミュニケーションコース） 
授業対象学生 １、２年次 選択 

授業科目名 
創造的ディスカッション演習 

Creative Discussion 

講義題目  

授業方法及び開講学期等 後期  月曜日 ２時限 単位数    2 単位 

通常授業・集中講義・臨時 通常授業 

担当教員 

加藤 和生 

Kazuo KATO 

履修条件 

・議論することに興味と参加意思があること 

・ディスカッションするだけの日本語力があること 

授業の概要 

集団（２人以上）の人が、協同で問題解決にあたる際に、対話やディスカッション等の集団的及び言

語的なコミュニケーションを行う必要がでてくる。そうした場面で重要なのは、問題の明確化、理解の

相互確認と深化、新しいアイディアの生成、目標の決定等である。そこで本授業では、このプロセスで

必要なコミュニケーションの様々な技法（質問、応答、説明、要約、言語化、可視化、記録、発表等の

コミュニケーション行為の理論と具体的なあり方など）を理論的に教授する。同時に、具体的に自己・

集団の議論行動を分析しながら、体験的に習得することを目指す。 

Creatively and collaboratively to solve any kind of problems (with others, or in a group of more 

than 2 people), discussion skills/knowledge (including their meta-knowledge) are essential, for 

clarifying problems, promoting mutual understanding, generating new ideas, and setting appropriate 

goals.  This course is designed to provide a concise and useful survey of psychological theories 

and critical skills/knowledge on creative discussions, followed by hands-on opportunities for 

discussion on participants' own discussion issues. 

全体の教育目標 

・ 「創造的ディスカッション過程」についての理論的枠組みや発想法を学ぶ 

・ 「創造的ディスカッション」の体験と通して、創造的・批判的思考や自己表現の仕方について学ぶ 

・ 具体的実践に触れ、その解決過程への組みと生かす力を身につける 

個別の学習目標 

・大学院教育を通して研究を進めていく上で必要な基本的ディスカッション技能やメタ知識を学ぶ 

・人と議論することの楽しさを体験的に学ぶこと 

授  業  計  画 

初回は、概容を説明する。 

その後の演習は、次の形で進めて行く： 

①創造的ディスカッション過程、創造的ディスカッション過程、創造的・批判的思考に関する理論・方法

に関する講義を行う。 

②参加者の研究テーマにもとづきプレゼンをしてもらい、それについて議論を行う。その際、発表者、

司会者、audience を作り、議論をしてもう。担当教員も、議論に参加するが、３つの役割の調整、発言

等の対象化・明確化、方向調整などをする役割を取りながら、議論を進めていく。それを踏まえて、議

論内容を深めると同時に、その中で議論の仕方・役割・改善の方向を考える。 

キーワード 

ディスカッション、創造的思考、社会的相互作用（やりとり）、議論のメタ認知 

授業の進め方 

講義と実習（学生同士の議論と、それのongoingでの分析） 



教科書及び参考図書 

・授業の過程で必要に応じて紹介する 

・必要に応じて､資料を提示するか配布する 

学習相談 

 Emailにより、appointmentをとり、時間調整をする。 

試験・成績評価等 

①出席回数：      ５０％（1/3欠席した場合、自動的に「不可」とする） 

②議論への貢献度： 30％ 

②最終レポート：    ２0％（テーマは授業の中で伝える） 

その他  

重要： 本授業の開講条件は、本授業の目的（授業計画②参照）に照らし、参加者数が5名以上いる

ことだ。受講希望者は、相互に連絡し、人数を募って受講してもらいたい。 

 

 


