人生科学部
子育てささえあい学科（第 15 期生・1 年次）
〔学科長〕
さ さ い ひろ み

笹井宏益
玉川大学 学術研究所高等教育開発センター 教授
【主な著書】「生涯学習のイノベーション」（共著）〔玉川大学出版部〕
「成人教育は社会を変える」（共訳）〔玉川大学出版部〕ほか

〔講師〕
･西村彩恵

(越谷保育専門学校常勤講師）

・林浩子

（国立音楽大学音楽文化教育学科教授）

・友野清文

（昭和女子大学総合教育センター教授）

・斉藤洋子

（江戸川遊ぼう会）

・狩野賢

（若者きずな塾塾長/キャリアコンサルタント）

・高橋大洋

（子どもたちのインターネット利用について考える研究会）

・西村吉弘

（国立教育政策研究所研究員）

・山本良

（臨床心理士/帝京大学常勤講師）

・蟇田薫

(産業カウンセラー/認定特定非営利活動法人育て上げネット)

・宇田川久美子

（相模女子大学学芸学部子ども教育学科准教授）

・入江優子

（東京学芸大学児童・生徒支援連携センター准教授）

・竹原和泉

（前横浜市東山田中学校コミュニティハウス館長）

・田辺邦子

（学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校非常勤講師）

・奥山千鶴子

（子育てひろば全国連絡協議会理事長）

・山本健慈

（国立大学協会専務理事/元和歌山大学学長）

〔専門科目の開講日・時間〕
木曜日：午前１０時～１２時

※具体的な日程は「授業計画」のとおりです。
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〔目的・概要〕
近年、江戸川区には、多くの子育て世代が住むようになってきており、そうした世代が充実した子育
てができるように、私たちは様々な形で応援していく必要があります。
子どもの成長にとって親・保護者の役割が重要であることはいうまでもありませんが、子どもを取り
巻く環境が大きく変化した現在、地域という場で、多くの人たちが、子どもをめぐって関わり合い、支
え合い、助け合うようになることが大切です。
この学科では、乳幼児から中学生くらいまでの子どもたちを念頭におき、子育ての意義や課題につい
て理解を深めるとともに、子どもの豊かな成長と信頼にあふれた地域づくりを目指して、子育てを応援
する意義や方法等について幅広く学びます。特に１年次では、
「子どもの成長」や「親子の関わり合い」
を学問的に理解するとともに、その中で親子が直面する様々な課題とその解決の方向について考察し、
議論することとしています。
２年間の学びをとおして、現在子育て中の方、子育てを終わられた方、地域や学校で子どもたちと関
わりたいと考えている方、そして子どもたちとともに地域づくりを実践したいと思っている方など、子
育てや子どもに関心があるすべての方々が、有意義かつ実践的に学べるような教育内容・方法を取り入
れています。

〔授業計画〕
実施回

※内容や実施日等は一部変更になる場合もあります。
日程

テーマ・概要・講師

オリエンテーション
第1回

2018 年
10/18(木)

２年間にわたる本学科の目的やねらいを説明するとともに、アイ
スブレイクを行います。
[講師] 笹井宏益（学科長）

発達段階と育ち （１）
第2回

10/25(木)

乳幼児期の子どもの心理や行動、発達の特性について、様々な事
例をとおして考えます。
[講師] 西村彩恵（越谷保育専門学校常勤講師）

発達段階と育ち （2）
第3回

11/1(木)

就学前の幼児期の子どもの心理や行動、発達の特性について、様々
な事例をとおして考えます。
[講師] 林浩子（国立音楽大学音楽文化教育学科教授）

発達段階と育ち （3）
第4回

11/ 8(木)

小学校期の子どもの心理や行動、発達の特性について、様々な事
例をとおして考えます。
[講師] 友野清文（昭和女子大学総合教育センター教授）

「遊び」を考える
第5回

11/ 15(木)

子どもの成長にとっての遊びとはどのような意味をもつのか、特
に仲間づくりや社会性の育成に着目して考えます。
[講師] 斉藤洋子（江戸川遊ぼう会）

子どもの居場所を考える
第6回

11/22(木)

子どもにとって社会参加と仲間づくりの場である「居場所」につ
いて意義、現状、取組み等の視点から考えます。
[講師] 狩野賢（若者きずな塾塾長/キャリアコンサルタント）
2

実施回

日程

テーマ・概要・講師

子育てと知育
第7回

11/29(木)

就学前の幼児期の子どもに楽器や外国語を教えるケースが増えて
きていますが、そこでの意義や課題について学びます。
[講師] 林浩子（国立音楽大学音楽文化教育学科教授）

学校教育で学ぶこと
第8回

12/6(木)

第9回

12/13(木)

学校教育は、乳幼児から成人に至る子どもの成長発達過程におい
てどのような意義・役割を持っているのか、今一度考えます。
[講師] 友野清文（昭和女子大学総合教育センター教授）

インターネットと子どもの成長 （１） （２）
スマホやゲームが急速に普及する中で、インターネットが子ども
の成長にどのような影響を与えているか考えます。

第 10 回

12/20(木)

第 11 回

2019 年
1/10(木)

[講師] 高橋大洋（子どもたちのインターネット利用について考える研究会）

子育て環境の変化 （１）
終戦後から現在に至るまでの子育てをめぐる環境の変遷について
説明します。
[講師] 笹井宏益（学科長）

子育て環境の変化 （２）
第 12 回

1/17(木)

社会環境の変化によって、子育てや親子関係にどのような変化が
生まれてきたのか、皆で考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

フィールドワーク 1 （子育て支援の現場を訪問）
第 13 回

1/24(木)
場所注意！

子育て支援の現場を実際に訪問し、そこでの活動状況を把握し、
併せて、より良い活動のためのポイントを学びます
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

フィールドワーク 1 のふりかえり
第 14 回

1/31(木)

フィールドワーク訪問先の活動状況等を振り返り、そこでの成果
と課題に検討します。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

ひきこもり・不登校問題を考える （1）
第 15 回

2/7(木)

様々な事例をとおして、現代のひきこもり・不登校問題の要因等
を考えます。
[講師] 山本良（臨床心理士/帝京大学常勤講師）

ひきこもり・不登校問題を考える （2）
第 16 回

2/14(木)

様々な事例をとおして、現代のひきこもり・不登校問題の背景と
なっていることを考えます。
[講師] 蟇田薫(産業カウンセラー/認定特定非営利活動法人育て上げネット)
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実施回

日程

テーマ・概要・講師

発達障害と子どもの成長
第 17 回

2/21(木)

発達障害とは何か。そうした障害を持っている子どもたちに対し
てどのように関わって行くべきか、皆で考えます。
[講師] 宇田川久美子（相模女子大学学芸学部子ども教育学科准教授）

子どもの貧困問題
第 18 回

2/28(木)

近年大きな問題になっている子どもの貧困の現状と課題につい
て、データや事例をもとに把握します。
[講師] 入江優子（東京学芸大学児童・生徒支援連携センター准教授）

子どもの貧困めぐる取り組み
第 19 回

3/ 7(木)

江戸川区内で子どもの貧困問題に取り組んでいる団体を招き、そ
の活動を把握することをとおして、貧困解消のあり方を探ります。
[講師] 入江優子（東京学芸大学児童・生徒支援連携センター准教授）

世界の子育て
第 20 回

3/14(木)

海外で子育て経験がある人を招き、滞在先での子育て経験を話し
てもらうことをとおして、日本での子育てを考えます。
[講師] 竹原和泉（前横浜市東山田中学校コミュニティハウス館長）

大学祭に向けて
単位外

4/4(木)

学びの成果を発表する大学祭への取組について検討します。
（学生のみ）

異文化を理解する
第 21 回

4/11(木)

外国での生活経験をもとに「異文化を理解する」とはどのような
ことか、皆で考えます。
[講師]田辺邦子（学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校非常勤講師）

子育て支援とボランティア活動
第 22 回

4/18(木)

ボランティアとは何か、その際のコーディネーションはどのよう
に行うかなど、ボランティアの視点から子育て支援を考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

子育て支援の実際
第 23 回

4/25(木)

NPO の立場で長年「子育て広場」をつくり運営してきた専門家から、
そこでの経験から見えてきたことを聞きます。
[講師] 奥山千鶴子（子育てひろば全国連絡協議会理事長）

「共育プラザ」と「すくすくスクール」
第 24 回

5/9(木)

行政からゲストを招き、子育て支援における「共育プラザ」と「す
くすくスクール」の果たしている役割について学びます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

「食」について考える （１）
第 25 回

5/16(木)

「食」が子どもの成長にどのような影響を及ぼしているか、資
料やデータをもとに考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）
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実施回

日程

テーマ・概要・講師

「食」について考える （２）
第 26 回

5/23(木)

より良い食生活を子どもたちに送ってもらうためにはどうし
たらよいか、皆で考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

フィールドワーク 2 （子育て支援の現場を訪問）
第 27 回

5/30(木)

子育て支援の現場を実際に訪問し、そこでの活動状況を把握し、
併せてより良い活動のポイントを学びます
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

フィールドワーク 2 のふりかえり
第 28 回

6/6(木)

フィールドワーク訪問先の活動状況等を振り返り、そこでの成果
と課題に検討します。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

「子どもを育てる」とは （まとめ）
第 29 回

6/13(木)

「子どもを育てる」とはどのようなことなのか、これまで学んだこ
とをふりかえりながら、今一度考えます。
[講師] 山本健慈（国立大学協会専務理事/元和歌山大学学長）

1 年次のまとめとふりかえり
第 30 回

6/20(木)

1 年間にわたる学習全般をふりかえります。
[講師] 笹井宏益（学科長）
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