人生科学部
子育てささえあい学科（第 15 期生・2 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〕
・福田美順

（ＮＰＯ法人バディチーム）

・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）

・渡辺友香

（臨床心理士／ＫＩＤＳカウンセリング・システム）

・花嶋裕久

（臨床心理士／帝京大学助教）

ひき た かおる

・蟇田 薫

（認定特定非営利活動法人育て上げネット部長）

・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）

・友野清文

（昭和女子大学総合教育センター教授）

・髙祖常子

（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事）

・関戸博樹

（日本冒険遊び場づくり協会代表）

・西村彩恵

（東京福祉大学社会福祉学部助教）

・竹原和泉

（ＮＰＯ法人まちと学校のみらい代表）

・坂本純子

（ＮＰＯ法人新座子育てネットワーク代表理事）

〔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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子育てささえあい学科

〔目的・概要〕
近年、子どもや子育てをめぐる様々な事件がクローズアップされていますが、子どもたちが健やかに
成長し、将来のコミュニティを担う一員となるためには、私たちは、同じ地域に暮らす人間として、子
育て世代が充実した子育てができるように様々な形で応援していくことが望まれています。
この学科では、2 年間の学びをとおして、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 2 年次では、これまで学んできた「子どもの成長」や「親子の関わり合い」あるいは子どもや親・
保護者が直面している諸課題に対する学問的な理解を踏まえ、これまで学んだ成果を、子育ての充実に
向けて、どのように実践に移していくのかという観点から、フィールドワークやイベントの実施など、
実践力やコミュニケーション力を直接育むことを趣旨とする教育内容・方法を取り入れています。
〔授業計画〕 ※内容や実施日等は一部変更になる場合もあります。
実施回

第1回

日程

2019 年
10/10(木)

テーマ・概要・講師

2 年次のスタートにあたって
－子どもの理解と子育てへの応援を考えるー
2 年次の学習の目的やねらいを確認します。
[講師] 笹井宏益（学科長）

おうち食堂の現状と課題
第2回

10/17(木)

江戸川区で展開されてる「おうち食堂」について、実際の担当者
から、その意義、活動状況、課題等について聞きます。
[講師] 福田美順（NPO 法人バディチーム）

親子遊びと大人との交流
第3回

10/24(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）

核家族化と子育ての変容
第4回

10/31(木)

核家族化が子育てや親子関係にもたらした影響についてワークシ
ョップ等をとおして考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

子どもと体験活動
第5回

11/ 7(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）

障がいをもつ子どもとの関わり
第6回

11/14(木)

精神的、身体的にハンディキャップをもつ子どもや親子に対して
いかに関わるべきか、事例をもとに検討します。
[講師] 渡辺友香（臨床心理士/ＫＩＤＳカウンセリング・システム）

「子どもの心」をケアする
第7回

11/21(木)

ひきこもりや虐待などのケースをもとに、不安定な子どもの心を
いかにケアすべきか考えます。
[講師] 花嶋裕久（臨床心理士/帝京大学助教）
2

子育てささえあい学科

実施回

日程

テーマ・概要・講師

ひきこもり・不登校問題を考える(3)
第8回

11/28(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。
ひき た かおる
[講師] 蟇田 薫 (認定特定非営利活動法人育て上げネット部長)

インターネットと子どもの成長(3)
第9回

12/ 5(木)

スマホやオンラインゲームが急速に普及する中で、それらが子ど
もの成長や子育てにどのような影響を与えているか、考えます。
[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）

学校・地域の協働と子どもの成長
第 10 回

12/12(木)

学校と地域の協働が望まれる中、その意義や具体的内容、課題に
ついて、江戸川区の取組みに焦点を当てながら、考えます。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

インターネットと子どもの成長(4)
第 11 回

12/19(木)

スマホやオンラインゲームが急速に普及する中で、親・保護者、
一般の市民はどのように子どもに関われば良いのか、考えます。
[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）

いじめ問題を考える
第 12 回

1/ 9(木)

いじめの社会的背景や学校での対応について理解し、解決のため
に地域で何かできるか考えます。
[講師] 友野清文（昭和女子大学総合教育センター教授）

子育てと家庭のパートナーシップ
第 13 回

1/16(木)

子育てにおける父親の役割に焦点を当てながら、パートナーシッ
プとは何か、について考えます。
[講師] 髙祖常子（NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事）

フィールドワーク (子育て支援の現場を訪問)
第 14 回

1/23(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）

フィールドワークのふりかえり
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）

第 15 回

1/30(木)

第 16 回

2/ 6(木)

子どもの遊び場－プレイパークの実践(1)(2)

2/13(木)

自由な遊び場としての「プレイパーク」の趣旨等について理解し、
魅力的なプレイパークの内容や機能について考えます。
[講師] 関戸博樹（日本冒険遊び場づくり協会代表）

第 17 回

子どもの心理と特性
第 18 回

2/20(木)

シングルエイジの子どもの心理の特性について説明し、それへの
関わり方について、考えます。
[講師] 西村彩恵（東京福祉大学社会福祉学部助教）
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子育てささえあい学科

実施回

日程

テーマ・概要・講師

海外の子育て支援
第 19 回

2/27 (木)

子育ては、万国共通の部分とそれぞれの国の文化が反映する部分
とがあります。子育てというものの奥深さと面白さを知ります。
[講師]竹原和泉（ＮＰＯ法人まちと学校のみらい代表）

地域の子育て力を再生する
第 20 回

3/ 5(木)

「地域の子育て力を再生する」ことの実践的なポイントについて、
話を聞きます。
[講師] 坂本純子（NPO 法人新座子育てネットワーク代表理事）

イベントとは何かー企画に向けて
第 21 回

3/12(木)

第 22 回

3/19(木)

単位外

4/ 9(木)

第 23 回

4/23(木)

単位外

5/ 7(木)

子どもの成長や親子にとって望ましいイベントとは何か説明する
とともに、その具体化の方法について考えます。
[講師] 笹井宏益（学科長）
西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

イベントの企画
学生自らが行うイベントについて皆で議論しながら企画します。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

大学祭に向けて
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）

イベントの準備
学生自らが行うイベントについて準備をします。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

イベントの準備
学生自らが行うイベントについて準備をします。
（学生のみ）

イベントの実施
第 24 回

5/14(木)
場所注意！

イベントを実施します。
[講師] 笹井宏益（学科長）
西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

イベントのふりかえり
第 25 回

5/21(木)

実施したイベントについて様々な角度からふりかえります。
[講師] 西村吉弘（国立教育政策研究所研究員）

報告書の作成(1)
第 26 回

5/28(木)

それぞれが、これまで学んだことを卒業時に報告書としてまとめ
るための作業をします。
[講師] 笹井宏益（学科長）
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子育てささえあい学科

実施回

日程

テーマ・概要・講師

報告書の作成(2)
第 27 回

6/ 4(木)

前回の作業の続きをします。
[講師] 笹井宏益（学科長）

報告書案について意見交換
第 28 回

6/11(木)

それぞれが作業をしている途中段階の報告書案について、必要に
応じて意見交換等を行います。
[講師] 笹井宏益（学科長）

報告書の作成(3)
第 29 回

6/18(木)

各自の報告書案を完成させます。
[講師] 笹井宏益（学科長）

2 年間のまとめとふりかえり
第 30 回

6/25(木)

2 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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