
 

 

１．科目名（単位数） 算数 ／ 算数（幼） （2 単位） 
３．科目番号 

SJMP2382 

SJMP1382 

SJMP1282 ２．授業担当教員 土屋 修 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校算数科の目標「算数的活動を通して、数量や図形についての基礎的・基本的な知識及び技能を身に

付け、日常の事象について見通しをもち、筋道を立てて考え、表現する能力を育てるとともに、算数的活動
の楽しさや数理的な処理のよさに気付き、進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。」を踏まえて、
指導する４つの領域、指導する学年の指導内容や指導方法についての講義・演習や今後求められる算数教育

のあり方についての講義・演習。 

８．学習目標 

(1)算数科の目標や学習指導要領の内容を理解する。 
(2)各学年の指導内容について理解し、説明することができる。 

(3)算数科の授業づくりを理解し、自分なりの授業構想を考え説明することができる。 
(4)指導計画作成の意義やその方法のポイントについて理解し、説明することができる。 
(5)算数指導における課題を理解し、その改善のための方法について具体的な方法を踏まえて自らの考えを説 

明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

・自分のこれまでの学習経験を想起し、算数に対するイメージを具体的にまとめておく 

【レポート課題】 

・期末レポートとは、講義及び学習内容をまとめたノートである。このノートは期末試験当日に提出する。 

・担当部分の発表を行うために自分でまとめた資料は、授業に対する積極性とともに、日常の授業における

評価に組み込む。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 算数編』日本文教出版「算数科指導法」でも使用。 

土屋修・佐々木隆宏編著『算数科教育の基礎が分かる本』学術図書 「算数科指導法」でも使用。 

必要に応じて資料を配付する。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』、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』 

講義の中で、適宜参考図書に関して紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習内容に関し自ら課題を見つけ、授業中はその解決に向け意欲的に取り組んでいたか。 

・講義内容をまとめるとともに、必要に応じて自ら調べ学習を行うなど、到達目標の達成に向けたレポート

が作成できたか。 

・到達目標にある内容について正しく理解し、説明することができたか。 

○評定の方法 

・日常の授業における評価・・・総合点の 20％（必要に応じて講義の中で小テストを行う場合がある。） 

・期末レポートにおける評価・・総合点の 30％ 

・期末テストにおける評価・・・総合点の 50％ 

なお、授業には必ず出席をすること。 

12．受講生への 

メッセージ 

・自らが算数のよさや楽しさを感じて身に付けていなければ、子供にそれを身に付けさせることはできない。

自分の経験を生かしながら、算数のよさや楽しさを感じ身に付けられるよう教員と学生、学生相互の熱い

議論を期待する。 

・算数を学ぶことは、小学校教諭のみが必要なことではない。子供は小学校に入学する前から、日常生活の

中で数量や図形等に関心をもっている。子供がどのような段階を踏んで数量や図形などの概念を身に付け

ていくのかを理解することは、幼児期の教育や保育に関わる者にとっても、意味があり非常に重要である。 

小学校と中学校の連携についても同様である。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（班編制、発表領域・内容、発表日の決定） 

算数科の目的・目標の変遷 

事前学習 
算数の授業を想起し、楽しかったことやそう

でなかったこと等を具体的にまとめておく。 

事後学習 
算数科の目的・目標の変遷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第２回 
数学的な見方・考え方と数学的活動 

全国学力・学習状況調査 

事前学習 

数学的な見方・考え方と数学的活動の部分を

読み、内容を把握し、疑問点をまとめておく。 

全国学力学習状況調査問題を解く。 

事後学習 

数学的な見方・考え方と数学的活動及び全国

学力・学習状況調査をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第３回 

数と計算⑴ 

・「数と計算」領域の概要 

・数とその表し方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑴を読み、内容を把握し、疑問点をま

とめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 



 

 

第４回 

数と計算⑵ 

・加法と減法 

・乗法と除法 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第５回 

数と計算⑶ 

・小数の意味と表し方 

・小数の計算 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑶の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑶をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第６回 

数と計算⑷ 

・分数の意味と表し方 

・分数の計算 

・式による表現 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、数

と計算⑷の部分を読み、内容を把握し、疑問

点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、数と計算⑷をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第７回 

図形⑴ 

・「図形」領域の概要 

・図形を説明することば 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第８回 

図形⑵ 

・かたち（平面図形） 

・かたち（空間図形） 

・量（面積、体積） 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、図

形⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、図形⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第９回 

測定⑴ 

・「測定」領域の概要 

・量と測定の基礎 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑴の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１０回 

測定⑵ 

・長さ、広さ、かさ、重さの測定と単位 

・時刻と時間 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、測

定⑵の部分を読み、内容を把握し、疑問点を

まとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、測定⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１１回 

変化と関係⑴ 

・「変化と関係」領域の概要 

・関数の考え方 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑴の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１２回 

変化と関係⑵ 

・割合、百分率、単位量あたりの大きさ 

・比、比例、反比例 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、変

化と関係⑵の部分を読み、内容を把握し、疑

問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返り、変化と関係⑵をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１３回 

データの活用⑴ 

・「データの活用」領域の概要 

・代表値 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑴の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 
講義を振り返りデータの活用⑴をまとめる。 

発表者は発表領域・内容の調べを進める。 

第１４回 

データの活用⑵ 

・統計的な表やグラフ 

・起こり得る場合、統計的な問題解決 

事前学習 

発表者は発表の準備をし、発表者以外は、デ

ータの活用⑵の部分を読み、内容を把握し、

疑問点をまとめておく。 

事後学習 講義を振り返りデータの活用⑵をまとめる。 

第１５回 まとめと今後の課題 
事前学習 

講義全体を振り返り、これまでの学習をまと

めておく。 

事後学習 学習内容を整理し、期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2292 

SJMP3293 
２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
小学校算数の目標を踏まえて、算数の授業づくりのための具体的な方法等を学び、実際に学習指導案を作成
する。作成した指導案を活用し、模擬授業を行い指導の実際を体験することで、さらにより良い授業作りの

ための方法について学んでいくとともに、授業を見る視点や授業の改善点を明らかにする手法などを学ぶ。 

８．学習目標 

1. 今求められる算数の授業に関して、現状を踏まえ、自分の考えをまとめることができる。 

2. 求められる算数の授業を踏まえ、自らが理想とする算数の授業づくりのための学習指導案を作成すること

ができる。 
3. 模擬授業等を通して、配慮の必要な児童への対処方法や授業実践上の方法について理解し、説明すること
ができる。 

4. 算数の授業の評価の方法について理解し、説明することができる。 
5. 模擬授業を通して、算数の授業の実践ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 講義内容に関する内容をまとめる課題を講義中に課す。 

2. 中間レポートとして、各領域から選択した内容についての学習指導案（略案）を作成する。 

3. 期末レポートとして、改善した学習指導案の本案（指導・評価計画を含む）を提出する。 

  なお、レポートの一部は他の履修者にも公開して模擬授業を行ない、その後の討論における資料とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『学習指導要領解説 算数編』東洋館出版（「算数」に引き続き使用する）。 

守屋誠司編著『小学校指導法 算数』玉川大学出版部、2019。 

【参考書】 

講義の中で、適宜参考図書に関しては紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）教員に必要な幅広い教養を身につけようとし，領域ごとの内容について，「算数的活動」を通してより

よい授業を行おうとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性や児童の実態を十分に考慮して指導計画・評価計画を立案し，

ほぼ国際共通である数学的思考・表現に関する授業の進行・展開等のコミュニケーション能力を高めること

ができたか。（数学的思考・表現） 

（3）算数科の問題解決型の指導案を作成し，学習指導に必要な様々な技能を中心とする教育実践力の基礎を

習得することができたか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題、子供の発達段階・指導内容毎の特徴等に関する知識を得て、算数科の教材研

究の方法や指導案の作成方法を知り，ICT を活用した授業への理解を深め，算数科の指導者として必要な専

門的知識を習得することができたか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童が主体的で学びに熱中できる算数科の授業を、自信を持って行えるようになるために、授業の準備と進

行展開の仕方について、この講義を通して習得してほしい。 

１． 学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２． 正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３． 私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４． 毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

５． 試験勉強・受験勉強で役立つよう，学習したページには付箋を貼ること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・これからの算数数学科教育で求められて

いるもの 

（目標と内容、数学的活動、数学的な見方・
考え方） 

事前学習 
教科書 pp.21-32 を読み、算数科の目標と内容についてま
とめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、算数科の目
標と内容に関して疑問に感じたことや分からないことを
まとめる。 

第２回 

・算数科の指導の実際 

（子どものつまずきとそれを踏まえた指導

上の留意点） 

事前学習 
教科書 pp.33-71 を読み、各学年の学習内容の概観につい
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、各学年の学
習内容に関して疑問に感じたことや分からないことをま
とめる。 

第３回 

・算数科の学習評価に関する基本的な考え

方 

（評価の観点等及びその趣旨と方法） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、学習評価における留意事項
等についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習評価に
おける留意事項に関して疑問に感じたことや分からない
ことをまとめる。 



 

 

第４回 
・算数科の教材の捉え方 

（教材研究の意義とその方法） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、教材研究の意義や方法につ
いてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材研究の
意義や方法に関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第５回 

・算数科の基本的な授業展開 

（子どもの実態を捉えた学習指導のポイン

ト） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、学習指導のポイントについ
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導の
ポイントに関して疑問に感じたことや分からないことを
まとめる。 

第６回 

・算数科における学びの質を向上させる授

業展開 

（主体的・対話的で深い学びの在り方） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、主体的・対話的で深い学び
についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、主体的・対
話的で深い学びに関して疑問に感じたことや分からない
ことをまとめる。 

第７回 
・算数科の学習指導の技術 

（教育効果を高める ICT の活用法と教材づ
くり） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、教材、教育環境・教育機器
の充実についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材、教育
環境・教育機器の充実に関して疑問に感じたことや分か
らないことをまとめる。 

第８回 
・算数科の学習指導案の作成（１） 

（単元の目標、評価規準、考察（教材観、
児童の実態、指導方針）） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、単元の目標、評価規準、考
察についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第９回 

・算数科の学習指導案の作成（２） 

（単元の指導及び評価計画、本時の展開と

板書計画） 

事前学習 
事前に配付した資料を読み、単元の指導及び評価計画、
本時の展開と板書計画についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第１０回 
・模擬授業と模擬授業研究会（１） 

（A「数と計算」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１１回 
・模擬授業と模擬授業研究会（２） 

（B「図形」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１２回 
・模擬授業と模擬授業研究会（３） 

（C「測定」領域（1～3 年）の指導のポイ
ント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１３回 

・模擬授業と模擬授業研究会（４） 

（C「変化と関係」領域（4～6 年）の指導

のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１４回 
・模擬授業と模擬授業研究会（５） 

（D「データの活用」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１５回 

・より良い授業づくりのための授業改善の

視点 

（模擬授業と模擬授業研究会のまとめ） 

事前学習 
これまでの模擬授業について、事後学習で取り組んでき
た参考になった点や改善すべき点をまとめる。 

事後学習 
学習指導案の作成の意義とその方法について、また、模
擬授業や模擬授業検討会から学んだことについて整理
し、より良い授業をつくるためのポイントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 算数科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2312 

２．授業担当教員 守屋 誠司 

４．授業形態 講義・演習・実習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「算数」を受講済みが望ましい。 

７．講義概要 
小学校算数の目標を踏まえて、算数の授業づくりのための具体的な方法等を学び、実際に学習指導案を作成
する。作成した指導案を活用し、模擬授業を行い指導の実際を体験することで、さらにより良い授業作りの
ための方法について学んでいくとともに、授業を見る視点や授業の改善点を明らかにする手法などを学ぶ。 

８．学習目標 

1. 今求められる算数の授業に関して、現状を踏まえ、自分の考えをまとめることができる。 

2. 求められる算数の授業を踏まえ、自らが理想とする算数の授業づくりのための学習指導案を作成すること
ができる。 

3. 模擬授業等を通して、配慮の必要な児童への対処方法や授業実践上の方法について理解し、説明すること
ができる。 

4. 算数の授業の評価の方法について理解し、説明することができる。 

5. 模擬授業を通して、算数の授業の実践ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：面積の求積方法をまとめたレポート（A4 3枚） 

課題２：車の製作 

課題３：学習指導案（A4 4枚程度） 

課題４：模擬授業の学習指導案作成と教具の準備（グループごと） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

守屋誠司編著『小学校指導法 算数 改訂第 2版』玉川大学出版部，2019。 

【参考書】 

守屋誠司編著，教科力シリーズ『小学校 算数』玉川大学出版部，2015。 

文部科学省『学習指導要領解説 算数編』東洋館出版。 

講義の中で、適宜参考図書に関しては紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（1）教員に必要な幅広い教養を身につけようとし，領域ごとの内容について，「算数的活動」を通してより

よい授業を行おうとするようになったか。（関心・意欲・態度） 

（2）算数の学習内容の学年・領域間の系統性や児童の実態を十分に考慮して指導計画・評価計画を立案し，

ほぼ国際共通である数学的思考・表現に関する授業の進行・展開等のコミュニケーション能力を高めること

ができたか。（数学的思考・表現） 

（3）算数科の問題解決型の指導案を作成し，学習指導に必要な様々な技能を中心とする教育実践力の基礎を

習得することができたか。（技能） 

（4）数学教育史や今日的課題、子供の発達段階・指導内容毎の特徴等に関する知識を得て、算数科の教材研

究の方法や指導案の作成方法を知り，ICT を活用した授業への理解を深め，算数科の指導者として必要な専

門的知識を習得することができたか。（知識・理解） 

○評定の方法 

本授業の 4つの学習（到達）目標への達成度について，下記の評価対象・方法により総合的に評価を行う。 

上記（1）の関心・意欲・態度について …… 授業への積極的参加度   …… 10％ 

上記（2）の数学的思考・表現について …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

上記（3）の技能について       …… 講義の課題または期末試験  …… 30％ 

上記（4）の知識・理解について    …… 講義の課題または期末試験 …… 30％ 

なお，本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の最低条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

① 作業が伴う講義なので，用具（定規，コンパス，分度器等）が必要となる。絶対忘れないようにすること

（事前の講義で連絡します）。 

② 受講者の学力，理解度，作業スピード等によって内容を変更する場合がある。 

③ 期末試験では，各講義で扱った内容の中からいくつかを取り上げて，詳しく記述することを求めるため， 

各講義でしっかりとノートを取り，確実に理解するようにしておくこと。 

13．オフィスアワー 金曜日 16:30-17:30 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・これからの算数数学科教育で求められてい

るもの 

（目標と内容、数学的活動、数学的な見方・
考え方） 

事前学習 
教科書 pp.3-14 を読み、数学教育の目的，算数科の目標
と内容についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、算数科の目
標と内容に関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第２回 
・数学教育の歴史 

（戦後の数学教育の重点） 

事前学習 
教科書 pp.24-36 を読み、各指導要領における数学教育
の重点についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習内容に
関して疑問に感じたことや分からないことをまとめる。 

第３回 
・算数科の学習評価に関する基本的な考え方 

（つまずき内容と評価の観点等及びその趣
旨と方法） 

事前学習 
教科書 pp.169-178 を読み、つまずきと学習評価におけ
る留意事項等についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、つまずきに
関する留意事項で疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第４回 ・算数科の教材の捉え方 事前学習 
教科書 pp.65-81 を読み、数と計算領域の教材研究の意
義や方法についてまとめる。 



 

 

（教材研究の意義とその方法） 
事後学習 

授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材研究の
意義や方法に関して疑問に感じたことや分からないこ
とをまとめる。 

第５回 

・算数科の基本的な授業展開 

（子どもの実態を捉えた学習指導のポイン

ト） 

事前学習 
教科書 pp.105-130 を読み、学習指導のポイントについ
てまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導の
ポイントに関して疑問に感じたことや分からないこと
をまとめる。 

第６回 

・算数科における学びの質を向上させる授業

展開 

（数学的活動，主体的・対話的で深い学びの
在り方） 

事前学習 
教科書 pp.199-213 を読み、数学的活動と主体的・対話
的で深い学びとの関係についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、主体的・対
話的で深い学びに関して疑問に感じたことや分からな
いことをまとめる。 

第７回 
・算数科の学習指導の技術 

（教育効果を高める ICT の活用法と教材づ
くり） 

事前学習 
教科書 pp.231-143 を読み、教材、教育環境・教育機器
の充実についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、教材、教育
環境・教育機器の充実に関して疑問に感じたことや分か
らないことをまとめる。 

第８回 
・算数科の学習指導案の作成（１） 

（単元の目標、評価規準、考察（教材観、児
童の実態、指導方針）） 

事前学習 
教科書 pp.215-226 を読み、単元の目標、評価規準、考
察についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第９回 

・算数科の学習指導案の作成（２） 

（単元の指導及び評価計画、本時の展開と板

書計画） 

事前学習 
教科書 pp.227-131 を読み、単元の指導及び評価計画、
本時の展開と板書計画についてまとめる。 

事後学習 
授業内容を振り返り理解を深めるとともに、学習指導案
について指定されたところまで作成する。 

第１０回 
・模擬授業と模擬授業研究会（１） 

（A「数と計算」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１１回 
・模擬授業と模擬授業研究会（２） 

（B「図形」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１２回 
・模擬授業と模擬授業研究会（３） 

（C「測定」領域（1～3 年）の指導のポイン
ト） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１３回 

・模擬授業と模擬授業研究会（４） 

（C「変化と関係」領域（4～6 年）の指導の

ポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１４回 
・模擬授業と模擬授業研究会（５） 

（D「データの活用」領域の指導のポイント） 

事前学習 

模擬授業担当者は、授業が充実したものとなるよう、授
業を行う部分の学習指導案を作成するとともに、教材教
具等の準備をする。 
担当者以外は、授業が受け身とならないよう、模擬授業
が行われる部分について教材研究を行う。 

事後学習 
模擬授業及び模擬授業研究会を振り返り、参考になった
点や改善点などを踏まえ、「自分が授業を行うとしたら」
という建設的な視点でまとめる。 

第１５回 

・より良い授業づくりのための授業改善の視

点 

（模擬授業と模擬授業研究会のまとめ） 

事前学習 
これまでの模擬授業について、事後学習で取り組んでき
た参考になった点や改善すべき点をまとめる。 

事後学習 
学習指導案の作成の意義とその方法について、また、模
擬授業や模擬授業検討会から学んだことについて整理
し、より良い授業をつくるためのポイントをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） システム設計演習 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3316 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「システム設計」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

可能であれば何らかのプログラミング言語を用いた経験（授業等で簡単に触れた程度で可）があることが望

ましい。本科目では、プログラミング言語としてJavaを利用する。 

７．講義概要 

ソフトウェア開発において、UML 図は主流だといえるが、いかに優れた設計ツールを使えても、それを実

現する方法を知らなければあまり意味を成さない。 

本科目では、UML で記述された図を元に、クラスやインターフェースを JAVA プログラミング言語で記述

し、実際のプログラムの実装法を行う。 

８．学習目標 
JAVA言語を学習し、開発環境としてEclipseを使って簡単なシステムを設計する。また、JAVA言語とUML

との関係をよく理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

自分が作成したいシステムを考え、それについてUML図を作成するとともに、オブジェクト指向の考え方を踏

まえてJavaで実装する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

中山清喬・ 国本大悟『スッキリわかる Java入門 第 3版』インプレス、2019。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

河合昭男『ゼロからわかる UML超入門 [改訂 2版] (かんたん IT基礎講座)』技術評論社、2017。 

高橋麻奈『やさしい Java 第 7版』SBクリエイティブ、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学修目標に掲げた点①、②、③は達成できたか。 

○評定の方法 

１．授業ごとに提出された課題 70％ 

２．授業への積極的参加と受講態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

春期科目「システム設計」では、UML 図を使ったシステム設計を学んだ。しかし、設計したシステムは実装

しなければ活用できない。本科目ではシステムを設計し、それをプログラミング（Java言語）によって実装

するところまでを扱う。自分が設計したシステムを自分で実装し、それが実際に動作する経験を積み重ねて

ほしい。また、近年のシステム開発で多用されているオブジェクト指向についても、その概要を理解し、実

際に活用できるようになることを目指す。 

期末試験は実施せず、授業で提出された課題作品を用いて最終評価を行う。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識・技能を学ぶ科目であるため、専門用

語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解することがで

きる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

Javaによるプログラミングの基礎、オブジ

ェクト指向とは何か 

事前学習 教科書の第 1章と第 7章を読んでおく。 

事後学習 
オブジェクト指向とは何か、その特徴（利点）を踏まえて

説明できるようになる。 

第２回 

プログラミング環境の構築 

Eclipse の操作、簡単なプログラムの作成

と実行 

事前学習 教科書の付録 Aを読んでおく。 

事後学習 

自宅にパソコンがあれば Eclipseをインストールする。 

自宅・大学等のパソコンで、授業で作成したプログラムを

改良する。 

第３回 
プログラミングの基礎 

型、条件分岐、繰り返し、配列 

事前学習 教科書の第 2～4章を読んでおく。 

事後学習 
条件分岐、繰り返しや配列を使った簡単なプログラムを考

えて、自宅・大学等のパソコンで実装する。 

第４回 
オブジェクト指向プログラミング(1) 

インスタンスとクラス 

事前学習 教科書の第 8・9章を読んでおく。 

事後学習 

オブジェクトとは何か、クラスとインスタンスはどのよう

な関係でどのような違いがあるのか、具体例を挙げて説明

できるようになる。 

第５回 
オブジェクト指向プログラミング(2) 

メソッド 

事前学習 教科書の第 5章を読んでおく。 

事後学習 
メソッドを用いた簡単なプログラムを考えて、自宅・大学

等のパソコンで実装する。 



 

 

 

第６回 

オブジェクト指向プログラミング(3) 

クラスやメソッドを用いたプログラムの

作成 

事前学習 教科書の第 9章を読んでおく。 

事後学習 

クラスやメソッドを用いたプログラムについて、授業で作

成したもの以外の例を考え、自宅・大学等のパソコンで実

装する。 

第７回 

オブジェクト指向プログラミング(4) 

継承、インタフェース、多態性、カプセル

化の基礎 

事前学習 
教科書の第 10～13章を読んでおく。詳細については次回以

降で扱うため、この段階では全体像を把握していればよい。 

事後学習 

継承、インタフェース、多態性、カプセル化について、オ

ブジェクト指向プログラミングにおける必要性を説明でき

るようになる。 

第８回 
オブジェクト指向プログラミング(5) 

継承の実際 

事前学習 教科書第 10章をより深く読んでおく。 

事後学習 継承を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第９回 
オブジェクト指向プログラミング(6) 

高度な継承とインタフェースの実際 

事前学習 教科書第 11章をより深く読んでおく。 

事後学習 高度な継承を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１０回 
オブジェクト指向プログラミング(7) 

多態性の実際 

事前学習 教科書第 12章をより深く読んでおく。 

事後学習 多態性を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１１回 
オブジェクト指向プログラミング(8) 

カプセル化の実際 

事前学習 教科書第 13章をより深く読んでおく。 

事後学習 カプセル化を用いた簡単なプログラムを実装する。 

第１２回 
UMLとプログラミング(1) 

UML図と実際のプログラムの関係 

事前学習 UML（クラス図、オブジェクト図等）について復習しておく。 

事後学習 
これまで作成した Javaプログラムについて、UML図で表す

とどのように表現できるか検討する。 

第１３回 
UMLとプログラミング(2) 

UML図からプログラムを作成する 

事前学習 UML図とプログラムの関係について復習しておく。 

事後学習 
簡単なシステムを想定して UML 図を作成し、実際に Java

でプログラムを実装する。 

第１４回 
課題プログラミングの実装(1) 

UML図の作成とプログラミング 

事前学習 
これまで学んできた Javaの知識について復習し、わからな

い部分を整理しておく。 

事後学習 

次回授業で課題を完成させることができるように計画を見

直し、間に合わない場合は自宅・大学等のパソコンで課題

作成作業を進める。 

第１５回 
課題プログラミングの実装(2) 

授業のまとめ 

事前学習 自宅・大学等のパソコンで課題作成作業を進めておく。 

事後学習 UML図、プログラムを完成させ、最終課題として提出する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 死生学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1332 

２．授業担当教員 鈴木 康明 

４．授業形態 講義を中心とするが主題によっては演習を行う場合がある。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

Death Education デス・エデュケーション（生と死から学ぶいのちの教育）を枠組みに、死、生、性の

事柄について多角的に考える。また、Grief Education グリーフ・エデュケーション（悲嘆教育）も内容に

含み、死別の悲しみとそのかかわりについても学ぶ。これらの学びを通して、人間の尊厳について、存在の

かけがえなさについて、異質性と普遍性についてなどを理解することで、関係存在としての自らを見つめ直

す。 

８．学習目標 

１ 死、生、性、悲嘆を学ぶことで、一人一人の存在のかけがえのなさについて理解する。 

２ あわせて、人間は単独では存在できない関係存在であることについて理解する。 

３ これらから、生きていくことに対する肯定的な考え方の形成を目指す。 

４ さらに、対人援助を志す「福祉、教育、心理」を学ぶ受講者のかかわり技術の形成を目指す。 

５ ただし、技術は人間性により支えられるものであり、深く思索するパーソナリティの形成も目指す。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

宿題：新聞、インターネットなどから幅広く「生命の尊厳」に関する情報の収集を行う。 

課題：それについての自分の意見をまとめる。 

→単元終了後にレスポンスシートを作成する。 

レポート課題：死生学の講義を通し、関心をもった事柄を取り上げ内容と自分の考えをまとめる。Ａ４40字

×40行、2枚程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鈴木康明著『生と死から学ぶ』北大路書房。 

【参考書】 

鈴木康明監修『いのちの本』学研。 

若林一美著『死別の悲しみを超えて』岩波書店。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．死生学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．肯定的な人間観、人生観を形成するための努力をしようとしているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題レポート      総合点の６０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

パスカルは、「人間は、死と不幸と無知とを癒すことができなかったので、幸福になるために、それらのこ

とについて考えないことにした」（『パンセ』中央公論社・世界の名著）と述べておりまさに至言である。 

しかし、だからこそそれらについて受講者と考えてみたいのである。そのためには受講者一人一人の思考

力、創造力、問題解決能力が必要であり、その形成を目指し、次の事柄を遵守することを望む。 

１．常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

２．質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に勤しむ。 

３．欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

４．勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセ

ルフモニタリングにつとめる。 

 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出席

であってもＦ評価になることを理解しておく。 

 

また教員は次のことを実行する。 

１．講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２．声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

３．討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

４．受講者の質問には誠実に対応する。 

５．受講者が上記のメッセージ１～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・講義の目的と内容、評価について 

・受講態度と自己教育力について 

→座席、私語 etc. 

事前学習 受講動機を確認しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第２回 

（１）BEING 今在ること   

・胎児条項と優生思想を中心に、いのちの「優劣」とは

なにかについて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 教科書 pp.1～11を読み要点を整理しておく。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

  



 

 

第３回 

・ダウン症と中絶を中心に、存在する「価値」について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.12、資料 2を読みぞれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第４回 

（２）NOW  AND  HERE 今を生きる   

・生涯にわたる発達と取り上げ、「関係存在」としての

人間を考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.20～28 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第５回 

・「青年期」の課題からこれからの自らのあり方を考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.31、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第６回 

（３）PILOT 先を生きる人々   

・「老い」を理解し、高齢者へのかかわりについて考え

る。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 pp.40～56 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29～31を読みそれについての意見

をまとめる。 

第７回 

（４）SALAD  BOWL ともに生きる 

・異質性の課題から対人関係構築能力と「多文化共生」

について考える 

→グループワーク 演習（ある物語） 

事前学習 
教科書 pp.59～67 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第８回 

（５）BE THERE ホスピスから学ぶ 

・悪性新生物と痛みの事柄から、「かかわり」の意味に

ついて考える。 

→ペアワーク 話し合い 

事前学習 
教科書 pp.76～84 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第９回 

・ホスピス緩和ケアの活動からかかわりの意味について

考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 p.86、資料 2を読みそれについての意

見をまとめる。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１０回 

（６）LOST  AND  GAIN 死別の悲しみ 

・「悲嘆と哀悼」から、人間存在の意義について考える。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.104～108を読みそれについての意

見をまとめる、 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１１回 

・「グリーフケア」の理論と技術から、対人援助の意義

について学ぶ。 

→ペアワーク 演習（かかわり技術） 

事前学習 
教科書 pp.94～103 を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１２回 

（※）東日本大震災から 

・自らの「これからの生き方」について考える。 

→スライド 

事前学習 2011年 3月 11日の行動を想起しておく。 

事後学習 グループワーク わかちあいの体験 

第１３回 

（７）GIFT 賜物 

・デス・エデュケーションとグリーフ・エデュケーショ

ンの現状と課題について考える。 

→グループワーク 情報交換 

事前学習 
教科書 pp.118～127を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１４回 

（８）WILL  AND  WISH 

・臓器移植、「長寿願望」から人間の尊厳について考える。 

→グループワーク 討議 

事前学習 
教科書 pp.136～144を読み要点を整理してお

く。 

事後学習 レスポンスシートによる振り返り。 

第１５回 

（※）ダギーセンターから 

・親を亡くした子どもの悲しみとかかわりについて考える。 

→ＤＶＤ 

→グループワーク 討議 

事前学習 
これまでの講義を通して考えたこと、気がつ

いたことをまとめておく。 

事後学習 小論文作成 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 肢体不自由教育Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2452 

SCMP2452 

SBMP2452 

SPMP2452 
２．授業担当教員 須藤 典征 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

本科目では、肢体不自由児の特徴を理解するとともに、児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援や教育
のあり方、指導計画の立て方、指導の実際、評価など、それぞれの留意点について論じる。また、重度重複
障害や医療的ケアを要する児童生徒への医療との連携による教育のあり方、肢体不自由児の自立を目指した

教育を実践していくうえで、将来的展望に立って、教師に求められる役割や、指導、支援のあり方について
考察する。 

８．学習目標 

【期待される効果】以下に関して理解し、説明することができる。 

① 肢体不自由児の発育・発達・健康特性に関する基礎知識 
② 肢体不自由児教育の歴史と今日的な課題 
③ 重度重複障害児のニーズに応じた指導と医療的ケア 

④ 自立活動の意義や肢体不自由児の具体的な指導のあり方 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

脳性まひの種類と発達特性について（1200字程度）。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】安藤隆男・藤田継道編著『よくわかる肢体不自由教育』ミネルヴァ書房、2015。 
【参考書】竹田一則著『やさしい医学・生理学』ジアース教育新社、2010。 
＊その他、配布資料、VTRなどを用いて授業を進めていく。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．肢体不自由教育における自立活動を理解し、説明できるか。    

２．自立活動の個別の指導計画や指導案づくりを理解し、現場に対処できるようになっているか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の４０％ 

２ レポート（模擬授業、テストを含む）          総合点の６０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 
メッセージ 

肢体不自由児教育の歴史を振り返りながら、「特別支援学校」における教育のあり方を考えていきましょう。
自ら問題意識を持ち、積極的に仲間と協議しながら、肢体不自由児教育の基本姿勢を学び、具体的な教育計
画が立てられるようにしていきましょう。 
＊授業には、自らの問題意識を持ち、仲間と協議する気持ちで臨みましょう。様々な人の意見を聴きながら、
自分の考えをまとめていけるようにしていきましょう。 
授業中の私語、携帯電話の作動は禁止します。節度のある態度で授業に臨みましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
本講義を進行する上での遵守事項の確認 
肢体不自由児教育のあゆみ 

事前学習 受講に際し「シラバスの 12」を理解し留意する。 

事後学習 
肢体不自由児教育のあゆみを振りかえり、まとめ
る。 

第２回 
肢体不自由児の実態と肢体不自由教育の実際 
肢体不自由児の教育①普通学級・特別支援学級の教育 

事前学習 肢体不自由の言葉の意味を確認し、まとめる。 
事後学習 肢体不自由児の教育の「場」についてまとめる。 

第３回 
肢体不自由児の教育②特別支援学校の教育 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について① 

事前学習 脳性まひの概念をまとめる。 
事後学習 脳性まひの特性についてまとめる。 

第４回 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について② 
肢体不自由児の二次障害について 

事前学習 定型発達児の運動発達について確認し、まとめる。 
事後学習 肢体不自由児の二次障害についてまとめる。 

第５回 
肢体不自由教育の教育課程について 
自立活動における取り組み① 
医療的ケアについて 

事前学習 
教育における医療的ケアとはどんなものか考え、まとめ
る。 

事後学習 特別支援学校の「自立活動」についてまとめる。 

第６回 
自立活動における取り組み② 
「個別の指導計画」について① 

事前学習 「個別の指導計画」とは何か調べ、まとめる。 
事後学習 「個別の指導計画」作成の意義をまとめる。 

第７回 
「個別の指導計画」について② 
家庭・地域との連携による教育の充実 

事前学習 
家庭・地域で何が「資源」であるか考え、まとめ
る。 

事後学習 家庭・地域との連携を考えまとめる。 

第８回 
まとめ 
肢体不自由児教育のあゆみ① 

事前学習 第１回の講義ノートを振り返りまとめる。 
事後学習 肢体不自由児教育に尽力した人名を確認する。 

第９回 
肢体不自由児教育のあゆみ② 
肢体不自由児の実態と肢体不自由教育の実際 

事前学習 第２回の講義ノートを振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１０回 
肢体不自由児の教育①普通学級・特別支援学級の教育 
肢体不自由児の教育②特別支援学校の教育 

事前学習 特別支援教育の概要を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１１回 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援について③ 
脳性まひ児の運動発達と教育的支援につい④ 

事前学習 第３回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１２回 
肢体不自由児の二次障害について 
教育における医療的ケアについて 

事前学習 第４回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 教員が行える医療行為について理解する。 

第１３回 「学習指導案」の作成① 
事前学習 第５回の講義内容を振り返りまとめる。 
事後学習 本講義内容の課題について考えまとめる。 

第１４回 「学習指導案」の作成② 
事前学習 第１３回の作成状況を確認しておく。 
事後学習 学習指導案の課題について考え、まとめる。 

第１５回 「学習指導案」の発表 
事前学習 発表の準備を確実にしておく。 
事後学習 発表後の課題について考え、まとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 

SBMP2302 
２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーション、 

学外調査 
５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
児童・家庭福祉論Ⅱを履修予定のものは、履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、

子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、福祉・保健施策、子ども家庭

への援助活動など、基本的なことを体系的に学習する。特に、子ども家庭福祉にかかわる施策分野について

は、グループでの学習を重視する。また、学外での調査も取り入れ、学生が教室内だけの理解から、地域や

社会と関係した視点から問題が把握できるように援助する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業

内容とする。 

授業の進め方は、講義を基にグループでのディスカッション、演習等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

現在の日本における児童・家庭福祉の課題について理解を深めるとともに、社会に出た時に活用できる発

想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．グループでの討議を行い、授業内容を踏まえて考察したものを提出する(各回実施予定)。 

２．授業での学習成果として、レポートを作成・提出する(「私が考える子ども家庭福祉について」)。 

グループディスカッション・発表を適宜行うため、真摯に学ぶ姿勢と主体的な参加が求められる。そのた

め、グループディスカッション・発表での姿勢も授業への貢献度として加味する(授業内でプリントを配布

する。また、資料映像も適宜使用する予定)。シラバスの「学習課題」の提出は原則として求めないが、配布

するプリントは、ファイリングして予習・復習の際に各自で活用すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

『新・社会福祉士養成講座 15 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』第７版 中央法規出版。 

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．児童家庭福祉の全体像を、講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようにな

る。 

２．グループ活動を通じて、思考力を高め、問題発見・問題解決力などの能力を培う。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加（デスカッション・発表）        総合点の３０％ 

２ 日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査）    総合点の３０％ 

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、少子化や子ども虐待、ドメスティック・バイオレンス、貧困、外国籍の子どもとその家庭への支援、

地域子育て支援の充実などの問題を受け、子どもを健全に育てるための施策の重要性が増している。子ども

家庭福祉とは何か、なぜ重要なのかということについて考えていく(資料映像も適宜使用する予定)。 

授業を進めるにあたり、下記の３つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数に

応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。なお、遅延の場

合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。遅延の累積回数が多い場合には、

遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。後日、オフィスアワーをお知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業の進め方について 

子ども家庭福祉の理念 

事前学習 

配布資料を綴じるファイルを用意する。教科書 pp.2～

10 を事前に読み、子ども家庭福祉の理念について考え

ておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 

第２回 子ども家庭福祉の歴史的変遷と諸外国の動向 

事前学習 
教科書 pp.19～32 を事前に読み、子ども家庭福祉の歴

史的変遷と諸外国の動向について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども家庭福祉の理念と概念につ

いて要約し、自分の考えをまとめる。 



 

 

第３回 子どもの人権擁護 

事前学習 
教科書 pp.11～18 を事前に読み、子どもの人権擁護につ

いて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子どもの人権擁護について要約

し、自分の考えをまとめる。 

第４回 現代社会の子ども・家庭 

事前学習 
教科書 pp.34～53 を事前に読み、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。 

第５回 

子ども家庭福祉にかかわる法制度  

①子ども家庭福祉の計画的進展と子ども・子育て

支援制度の創設 

事前学習 
教科書 pp.56～121 を事前に読み、事前に児童福祉関連

の法律を調べておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、子ども・子育て支援制度について

整理する。実際に児童福祉法を手に取ってみる。 

第６回 
子ども家庭福祉にかかわる法制度  

②子ども家庭福祉の法体系・実施体制・財政 

事前学習 

教科書 pp.56～121 を事前に読み、子ども家庭福祉に関

わる法制度について、身近にある例を調べる。また、国・

県・市町村の役割について調べておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、グループで討議した内容をノート

にまとめる。児童福祉に関する行政機関を調べる。 

第７回 
母子保健 

小テスト(実施予定) 

事前学習 

これまで学習したことをレジュメやノートを基に復習

して、小テストに備える。教科書 pp.127～139 を読ん

で、母子保健について考える。 

事後学習 授業内容をノートにまとめ、自分の見解を添えておく。 

第８回 子どもの健全育成 

事前学習 
教科書 pp.156～164 を読み、子どもの健全育成につい

て考える。 

事後学習 

授業内容をふり返り、現代社会の子ども・家庭について、

自分の考えをまとめる。保健所・保健センターや児童館

などを訪ねてみる。 

第９回 多様な保育ニーズへの対応 

事前学習 
教科書 pp.47～53、pp.165～183 を読み、多様な保育ニ

ーズへの対応について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、多様な保育ニーズへの対応につい

て、自分の考えをまとめる。 

第１０回 
児童虐待、ドメスティック・バイオレンスとその防

止 

事前学習 
教科書 pp.244～268 を読み、児童虐待、ドメスティッ

ク・バイオレンスについて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、児童虐待、ドメスティック・バイ

オレンスについて、自分の考えをまとめる。 

第１１回 
社会的養護 

少年非行等への対応 

事前学習 
教科書 pp.207～243 を読み、社会的養護と少年非行等

への対応について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、社会的養護と少年非行等への対応

について、自分の考えをまとめる。 

第１２回 障がいのある子どもと家族への対応 

事前学習 
教科書 pp.140～155 を読み、障がいのある子どもと家

族への支援について考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、障がい・難病のある子どもへの対

応について、自分の考えをまとめる。 

第１３回 地域における連携・協働とネットワーク 

事前学習 
教科書 pp.270～292 を読み、地域における連携・協働

とネットワークについて考えておく。 

事後学習 
授業内容をふり返り、地域における連携・協働とネット

ワークについて、自分の考えをまとめる。 

第１４回 少子高齢社会における子ども家庭福祉とは 

事前学習 
少子高齢社会における子ども家庭福祉について、各自情

報収集とこれまでの授業内容のふり返りを行う。 

事後学習 
授業内容をふり返り、少子高齢社会における子ども家庭

福祉について、自分の考えをまとめておく。 

第１５回 全体の総括とレポートの作成 

事前学習 
第 1 回～第 14 回までの内容をふり返り、レポートの作

成に備える。 

事後学習 
第 15 回を含めた講義内容をふり返り、少子高齢社会に

おける子ども家庭福祉について自分の考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP3101 

SSMP2303 

SCMP2303 

SBMP2303 

SPMP2303 

２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、グループディスカッション、演習、プレゼンテーションな

どを取り入れた形態を重視する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
２年以上、児童・家庭福祉論を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

急速に進む少子高齢社会に対応した児童や家庭に対する支援と今後の児童・家庭福祉のあり方について、 

児童・家庭福祉論で学んだ、子ども家庭福祉の原理、理念、権利保障、子ども家庭福祉にかかわる法制度、

福祉・保健施策、子ども家庭への援助活動などを復習した上で、児童・家庭福祉論Ⅱでは、子ども家庭にか

かわる福祉・保健政策について、とりわけ子どもの貧困など、グループでテーマを設定した上で、、学習を

進め、成果を発表する。併せて、社会福祉士国家試験に対応できる授業内容とする。授業の進め方は、授業

開始時に分けたグループでの研究が基本となる。また、学生が授業運営に参画する度合いを増やす。 

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性、児童家庭福祉の制度の全体像を理解し、説

明ができる。 

・グループでの研究を通じて、文献の読み方、資料の集め方、調査の方法を理解し、活用できるようにす

る。 

・グループでの研究を通じて、研究の目的、方法、結論、考察をいった手順を活用できるようにする。 

・グループでの発表を通じてプレゼンテーションの方法を身につける。 

・その他、文章の要約方法、社会に出た時に活用できる発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーショ

ンなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．グループディスカッションを通して、グループごとに研究テーマを設定する。テーマに関する近年の

動向や学術的な知見を含めて整理し、グループでの見解を踏まえてその学習成果を発表する。 

２．授業での学習成果として、発表内容をグループで深め、要約したものを文章でまとめる(研究授業論集)。 

３．授業内容に応じて、グループでの討議内容を踏まえて、自己の見解を文章でまとめ提出する。 

グループディスカッション・発表、研究授業論集の作成を行うため、各自、各グループには真摯に学ぶ

姿勢と、主体的な参加が求められる。また、グループ活動が中心となるため、グループ内で各自の強みを

生かして取り組むことが重要となる。そのため、グループディスカッション・発表、研究授業論集の作成

を含め一連の活動に対する姿勢を、授業への貢献度として加味する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】適宜プリントを配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福

祉論』第 7 版 中央法規出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性、児童家庭福祉の制度の全体像を理解し、

説明ができる。 

２．グループでの研究を通じて、研究のスタイルを理解し、活用することができる。 

３．発想法や分析方法、スピーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につけ、活

用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加（調査・ディスカッション・発表）   総合点の４０％ 

２．日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査・提出物） 総合点の３０％ 

３．課題レポート                  総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業を進めるにあたり、下記の 4 つの項目に留意すること。また、授業の進捗状況・理解度、受講者数

に応じて、授業内容等を変更する場合がある。 

１．グループ活動が中心となるため、遅刻、欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員

に届け出ること。なお、遅延の場合は遅延証明書を当日又は次回授業までに担当教員に提出すること。

遅延の累積回数が多い場合には、遅延を認めない場合もある。 

２．レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対象となる。 

４．グループワークを行うため、全員での取り組みと各自の研究姿勢が求められる。 

13．オフィスアワー 
事前にメールでアポイントメントを取って下さい。オフィスアワーについては、後日お知らせします。 

研究室：6号館 6階 613 メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション： 

少子高齢社会と次世代育成支援について  

授業の進め方についての説明 

事前学習 

シラバスに目を通し、講義概要、学習目標等について

理解を深める。児童・家庭福祉論で学んだことをふり

返り、子ども家庭福祉に対するイメージを整理して

おく。 

事後学習 

オリエンテーションで説明された内容を確認し、配

布資料をファイルに綴じる。授業内容を復習し、近年

の子ども家庭福祉に関する動向を調べる。 

第２回 現代社会と子ども・子育て家庭の問題   事前学習 子ども・子育て家庭をめぐる問題について、自己の体



 

 

グループによる研究テーマの検討 

（児童福祉法、母子保健、保育、障害・難病、健全

育成、子育て支援、ひとり親家庭、児童の社会的養

護サービス、非行・情緒障害、児童虐待対策、子ど

もへの相談援助活動） 

験やこれまでの学習をふり返り整理する。また、近年

の子ども家庭福祉に関する動向を調べる。 

事後学習 

授業内容を復習した上で、子ども家庭福祉分野の中

で関心のあるテーマや内容の候補を見つけ、それに

関する近年の動向を調べる。 

第３回 
中間発表に向けた準備とその進め方① 

グループによる研究テーマの決定・情報収集 

事前学習 

各グループが発表に向けて、テーマに関する資料を

集めておく。施設訪問をする場合は、事前にアポイン

トメントを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

決定したテーマに関して現状を把握するため、関係

資料や取組事例を集める。また、他のグループでの発

表に関する進捗状況を参考にしながら、自分のグル

ープでの中間発表の準備に活かす。 

第４回 
中間発表に向けた準備とその進め方② 

グループによる問題関心の検討 

事前学習 

各グループが発表に向けて情報収集・整理を行い、資

料を作成する。施設訪問をする場合は、事前にアポイ

ントメントを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

問題関心の設定を行うための考え方や進め方につい

て確認する。また、他のグループでの発表に関する進

捗状況を参考にしながら、自分のグループでの中間

発表の準備に活かす。 

第５回 
中間発表に向けた準備とその進め方③ 

プレゼンテーションの方法と発表準備 

事前学習 

グループでの発表と質疑応答に備えて、グループで

資料を準備し、発表に向けた手順や担当について確

認する。 

事後学習 

プレゼンテーションの方法について確認した上で、

実際にパワーポイントを作成し練習する。また、他の

グループでの発表に関する進捗状況を参考にしなが

ら、自分のグループでの中間発表の準備に活かす。 

第６回 
中間発表①：現状把握と今後追究するテーマ 

グループによる発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。発表内容を整理し、役割分担を決めて

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、発表に備え

る。また、各グループでの発表に関するコメントや質

疑応答の内容をノートに記しておく。 

第７回 
中間発表②：現状把握と今後追究するテーマ 

グループによる発表 

事前学習 
各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。 

事後学習 

事例研究とプレゼンテーションの方法について復習

し、発表内容を整理する。また、各グループでの発表

に関するコメントや質疑応答の内容をノートに記し

ておく。 

第８回 
最終発表の準備とその進め方① 

 グループによる情報収集・整理、事例検討 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表に向けて追究

するテーマを絞り込む。施設訪問をする場合は、事前

のアポをきちんと取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

文献検索など情報収集の方法を踏まえて、資料を探

して読み込み、要点をまとめる。テーマに関する事例

を見つけ、取り上げたい理由、概要、考察をまとめる。 

第９回 
最終発表の準備とその進め方② 

 プレゼンテーションの方法と発表準備 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表の内容を整理

する。施設訪問をする場合は事前にアポイントメン

トを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

プレゼンテーションの方法について確認した上で、

実際にパワーポイントを作成し練習する。また、他の

グループでの発表に関する進捗状況を参考にしなが

ら、自分のグループでの最終発表の準備に活かす。 

第１０回 
最終発表の準備とその進め方③ 

 研究授業論集の作成方法 

事前学習 

中間発表の内容を踏まえて、最終発表の内容を整理

する。施設訪問をする場合は事前のアポイントメン

トを取り、調査内容を絞り込む。 

事後学習 

研究授業論集の作成方法について確認し、要点をま

とめる。また、他のグループでの発表に関する進捗状

況を参考にしながら、自分のグループでの最終発表

の準備に活かす。 

第１１回 
最終発表①：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、発表に備え

る。また、各グループでの発表に関するコメントや質

疑応答の内容をノートに記しておく。 



 

 

第１２回 

 

 

 

最終発表②：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、研究授業論集

の作成に活かす。また各グループでの発表に関する

コメントや質疑応答の内容をノートに記しておく。 

第１３回 
最終発表③：これまでの学習成果とまとめ 

グループによる学習成果の発表 

事前学習 

各グループが発表に向けて、情報収集とまとめを行

い、資料作りをする。プレゼンテーションの方法につ

いて復習する。最終発表に向けてその内容を整理し、

発表に備える。 

事後学習 

グループ内で発表内容を整理・吟味し、研究授業論集

の作成に活かす。また各グループでの発表に関する

コメントや質疑応答の内容をノートに記しておく。 

第１４回 
グループによる研究授業論集の作成 

グループワークのふり返り 

事前学習 

授業論集の原稿を作成する。グループでの一連の活

動をふり返り、個人での学びだけではなく、グループ

での学びに対する見解を整理する。 

事後学習 

研究授業論集を作成し、授業全体で学んだことを確

認する。特に、グループで作業した内容については、

今後に生かすための視点や今後の課題を見つける。 

第１５回 全体の総括とまとめ 

事前学習 
これまで学習してきた一連のプロセスをふり返り、

研究授業論集の提出に備える。 

事後学習 
講義内容、発表内容を整理して、ノートにまとめる。

資料は全てファイリングする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（初等） （2 単位） 
３．科目番号 EDTE2106 

２．授業担当教員 河村 明和 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を
高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員
や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。

また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むキャリア教育の視点に
立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内
外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

８．学習目標 

1. ガイダンスとカウンセリング機能の充実による生徒指導・進路指導・キャリア教育の意義や、原理を理
解する。 

2. 学級・学年・学校における生徒指導の進め方や進路指導・キャリア教育の考え方と指導の在り方を理解

す   

  る。 

3. 生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携も含め

た対応の在り方を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・二回のレポート提出を予定している。レポートは生徒指導の目的について、問題行動への具体的な対応

についての内容を想定している。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

河村茂雄『生徒指導・進路指導の理論と実際‐改訂版‐』図書文化社、2019。 

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

教科を中心にした「学習指導」と、全教育活動を通じての「生徒指導」はどちらも大切です。後者の「生

徒指導」は、社会情勢や家庭環境の変化に伴い「いじめ・不登校・児童・生徒の変容と課題が山積してい

ます。教師を目指す皆さんにとって、生徒指導の理論と方法の理解と習得は欠くことの出来ない内容です。

常に課題意識を持ち、積極的・意欲的に授業に臨むよう期待します。 

13．オフィスアワー 第 1 回授業時に周知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や生徒
指導の内容について思いだし、どのよう
なことを指導されたのか、自分たちにと
って意義があったことについて話し合
い、生徒指導の目指したものは何か、発表
する。 

事前学習 
シラバスを読み、これまでの学校生活での，生徒指導の 
思い出を整理しておく。 

事後学習 
生徒指導でどのような内容について指導されたのか、指 
導された内容は今の自分にどのように生かされているの 
か整理する。 

第２回 

生徒指導の意義と目的 
・これまで指導されたことや考えた目的と
教科書に書かれている意義目的を比較
し、グループで話し合い、児童生徒にどの
ような指導をすれば、効果的な生徒指導
になるか発表する。 

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
生徒指導提要に示されている生徒指導の意義とこれまで 
の指導の結果を比べ、生徒指導の課題についてまとめる。 

第３回 

日常の生徒指導と自己指導能力の育成 
・生きる力を育てる生徒指導と日頃の生活
習慣、規範意識を育てる指導との関連に
ついて資料で調べ、どうすれば一貫性の
ある生徒指導になるかグループで考え合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程における生徒指導の位置づけ」 
を読んでおく。 

事後学習 

教育課程は，教育の目的を実現するために計画された教 
育計画であることから、学習指導･生徒指導･特別活動な 
ど一貫した考えで進めることが大切であることをまとめ 
る。 

第４回 

教育課程と生徒指導 
・各教科指導における資質・能力の育成と生
徒指導との関連を考え、それぞれの教科
の特色と生徒指導の関連を考え、教科横
断的な資質能力の育成について話し合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程と生徒指導」を読んで、そのポ 
イントを整理しておく。 

事後学習 
各教科で育成すべき資質・能力と現代に求められる資質 
・能力とを考察した資質能力について発表されたことを 
基に、自分なりにまとめをする。 

第５回 

生徒指導と児童生徒理解 
・指導に欠かせない児童生徒の理解の仕方
や考え方を学び、児童の発達を支える指
導の充実について，グループで話し合い、
要点を発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要「児童生徒の心理と児童生徒理解」を読ん 
でポイントを整理する。 

事後学習 
児童生徒の発達に関する知識を身に付けるとともに、児 
童生徒理解のポイントについて話し合った内容を整理す 
る。 

第６回 

学級経営と生徒指導 
・児童生徒の学校生活を豊かなものにする
ために、学級担任が努力すべきこと、児童
生徒に指導すべき事を資料で調べ、支持
的風土をもつ学級にするために工夫する

事前学習 
学級経営と生徒指導について「学習指導要領解説総則編」 
第４節児童の発達の支援を読んで，学級経営と生徒指導 
について、整理しておく。 

事後学習 
様々な生徒指導に関することは、学級担任の働きによる 
ところが大きいことを整理し、支持的風土を作るために 



 

 

ことについて話し合い、発表す 
る。 

自分だったらどうするのかについてまとめる。 

第７回 

集団指導と個別指導の方法原理 
・生徒指導の目的により、指導の在り方には
多様な方法があることを教科書から学
び、どの場面で，どのような指導が必要か
グループで考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「集団指導と個別指導の方法原理」を読 
み、生徒指導の方法を理解しておく。 

事後学習 
集団指導と個別指導の方法、指導の内容等の知識を整理 
し、TPO を踏まえた生徒指導をどのように行うか、まと 
める。 

第８回 

集団指導と場面指導 
・学校でよくある事例を基にグループで事
例を解決するための指導の在り方を、実
際に教師の立場で児童生徒の発達段階を
踏まえ、指導の実技を行う。相互に指導に
ついて評価し合う。 

事前学習 
学校生活の中で、学級担任から指導された事柄について 
思いだし，先生がどのような指導をしてくれたか，振り 
返る。 

事後学習 
学校行事や当番活動、委員会活動等の場面を切り取り、 
５分間でどのように指導したらよいかグループで考え、 
全体指導したことを整理する。 

第９回 

生徒指導と教育相談 
・生徒指導による個別指導と教育相談との
違いや共通性を相互に学び合い、個別指
導の意義や教育相談における意義につい
て学び合う。教育相談がしやすい体制を
どう作るか考え、発表し合う。 

事前学習 
教育相談と生徒指導の違いについて、生徒指導提要を基 
に調べておく。 

事後学習 
生徒指導と教育相談の違いを理解し、双方の意義につい 
てまとめる。過去の経験から、相談しやすい態勢をどう 
作るか自分の考えをまとめる。 

第１０回 

教育相談とその進め方 
・教育相談に大事な考え方やクライアント
への接し方など、様々な技法を調べ、どの
ように活用したらよいか，グループで話
し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育相談の進め方」を読み、教育相談の 
考え方や技法を知る。 

事後学習 
教育相談の技法とカウンセリングマインドについて学ん
だことを整理しておく。 

第１１回 

教育相談の実際 
・グループを組んで、カウンセラー、クライ
アント、記録者を決めて、教育相談の実習
を行う。役割意識を持ちどのような相談
ができたのか発表し、よりよい相談につ
いて話し合う。 

事前学習 
自己の大学生活を振り返って、悩みや問題、他に相談し
たいことを考えておく。 

事後学習 
グループでの相談活動、全体での話し合いを踏まえて相 
談活動をどう進めるかまとめる。 

第１２回 

生徒指導上の諸課題への対応 
・生徒指導上の諸課題を知り、その現状を文
科省のデータで確認し、問題解決にはど
のような対応が必要かグループで考え、
発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「個別の課題を抱える児童生徒への指導」 
を読み、生徒指導上の課題にはどのようなものがあるの 
か調べておく。 

事後学習 
いじめ、不登校。暴力行為、インターネット等の特徴を 
整理し、みんながまとめた対策について有効な方法につ
いて考える。 

第１３回 

生徒指導に関する法制度 
・いじめや不登校を防いだり、校則など 
の決まりを作ったりするための国として
の対策について法制度を調べ、それらを
有効にするための教員としての役割を考
え、話し合う。 

事前学習 
生徒指導に関わる法律について，教科書を基に調べてお
く。 

事後学習 
青少年の健全育成に関する国の施策等に関心を持ち，そ
の対応について整理まとめる。 

第１４回 

キャリア教育の進め方 ガイダンスとして
の指導 
・生きる力を育む教育を有効に進めるため
に、生徒指導同様キャリア教育が重要に
なっていることを、中教審答申を踏まえ、
ガイダンスの機能を生かした全体指導や
意義について話し合い、重要性をまとめ
る。 

事前学習 
生き方教育としての生徒指導に加え、キャリア教育の理 
念等について小学校キャリア教育の手引き（改訂版）（平
成 22年 1月）等を読み関心を持つ。 

事後学習 

生き方教育としての指導には、様々内容が含まれるが、 
キャリア教育と職業教育の違いについて知るとともに、 
生きていくための汎用的な資質･能力について理解し、自 
己実現に向けた指導ができるようまとめをする。 

第１５回 

教育課程における生徒指導とキャリア教育 
・自己指導能力を育み自己実現を目指す生
徒指導とよりよく生きるための資質能力
を育むためのキャリア教育の共通性をと
らえ、どのような指導が望ましいのか，話
し合い発表する。 

・児童生徒指導論のまとめをする。 

事前学習 
児童生徒指導論で学んだ事柄を整理し，大切なことを振 
り返る。 

事後学習 
自己指導能力を育成するために、どのように生徒指導を 
進めればよいか、自己の考え方についてレポートにまと 
める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（初等） （2 単位） 
３．科目番号 

SJMP2215 

SJMP3215 

EDTE2306 

EDTE2106 
２．授業担当教員 鈴村 邦夫 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を

高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員
や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。
また、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むキャリア教育の視点に

立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内
外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

８．学習目標 

1. ガイダンスとカウンセリング機能の充実による生徒指導・進路指導・キャリア教育の意義や、原理を理

解する。 

2. 学級・学年・学校における生徒指導の進め方や進路指導・キャリア教育の考え方と指導の在り方を理解
す  

  る。 

3. 生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携も含め
た対応の在り方を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

下記課題は、授業の連続性の中で位置づけた課題である。各自、参考文献より調査し、独自の考察を求め

る。課題レポート①「生徒指導上の問題行動(いじめ・不登校・暴力行為)の中から一つを選び、その現状、

原因、対応策について述べなさい。」2000字以上(第7回授業時提出) 

課題レポート②「学校教育における生徒指導の意義と役割、これからの生徒指導のあり方について述べな

さい。」2000字以上(第14回授業時提出) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

小学校学習指導要領（平成 29年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育において児童生徒指導は、学習指導とともに車の両輪にあたり、どちらも重要です。学習指導

が円滑に行われるには、日ごろの生徒指導がその土台になることは言うまでもありません。教職に就くと

日々児童生徒を理解し、指導の基盤となる指導理論の基礎を踏まえた対応が求められます。児童生徒理解

なしに円滑な学級経営は望めません。事例を基に実践力に結び付くグループ協議や演習を行います。ディ

スカッションやロールプレイを通して、教師を目指す皆さんには、教職の基本となる児童生徒観や指導観

を深めてほしいと思います。教員採用試験の二次面接などでも、実際を想定した場面指導を問われる場合

も増えています。知識や理解を蓄えると同時に実践力の基本の学習にもつながります。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間随時(1時間目に伝達) 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や生徒
指導の内容について思いだし、どのよう
なことを指導されたのか、自分たちにと
って意義があったことについて話し合
い、生徒指導の目指したものは何か、発表
する。 

事前学習 
シラバスを読み、これまでの学校生活での，生徒指導の 
思い出を整理しておく。 

事後学習 
生徒指導でどのような内容について指導されたのか、指 
導された内容は今の自分にどのように生かされているの 
か整理する。 

第２回 

生徒指導の意義と目的 
・これまで指導されたことや考えた目的と
教科書に書かれている意義目的を比較
し、グループで話し合い、児童生徒にどの
ような指導をすれば、効果的な生徒指導
になるか発表する。 

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
生徒指導提要に示されている生徒指導の意義とこれまで 
の指導の結果を比べ、生徒指導の課題についてまとめる。 

第３回 

日常の生徒指導と自己指導能力の育成 
・生きる力を育てる生徒指導と日頃の生活
習慣、規範意識を育てる指導との関連に
ついて資料で調べ、どうすれば一貫性の
ある生徒指導になるかグループで考え合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程における生徒指導の位置づけ」 
を読んでおく。 

事後学習 

教育課程は，教育の目的を実現するために計画された教 
育計画であることから、学習指導･生徒指導･特別活動な 
ど一貫した考えで進めることが大切であることをまとめ 
る。 

第４回 

教育課程と生徒指導 
・各教科指導における資質・能力の育成と生
徒指導との関連を考え、それぞれの教科
の特色と生徒指導の関連を考え、教科横
断的な資質能力の育成について話し合
い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程と生徒指導」を読んで、そのポ 
イントを整理しておく。 

事後学習 
各教科で育成すべき資質・能力と現代に求められる資質 
・能力を考察した資質能力について発表されたことを 
基に、自分なりにまとめをする。 

第５回 

生徒指導と児童生徒理解 
・指導に欠かせない児童生徒の理解の仕方
や考え方を学び、児童の発達を支える指
導の充実について，グループで話し合い、
要点を発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要「児童生徒の心理と児童生徒理解」を読ん
でポイントを整理する。 

事後学習 
児童生徒の発達に関する知識を身に付けるとともに、児 
童生徒理解のポイントについて話し合った内容を整理す
る。 



 

 

第６回 

学級経営と生徒指導 
・児童生徒の学校生活を豊かなものにする
ために、学級担任が努力すべきこと、児童
生徒に指導すべき事を資料で調べ、支持
的風土をもつ学級にするために工夫する
ことについて話し合い、発表す 
る。 

事前学習 
学級経営と生徒指導について「学習指導要領解説総則編」 
第４節児童の発達の支援を読んで，学級経営と生徒指導 
について、整理しておく。 

事後学習 
様々な生徒指導に関することは、学級担任の働きによる 
ところが大きいことを整理し、支持的風土を作るために 
自分だったらどうするのかについてまとめる。 

第７回 

集団指導と個別指導の方法原理 
・生徒指導の目的により、指導の在り方には
多様な方法があることを教科書から学
び、どの場面で，どのような指導が必要か
グループで考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「集団指導と個別指導の方法原理」を読 
み、生徒指導の方法を理解しておく。 

事後学習 
集団指導と個別指導の方法、指導の内容等の知識を整理 
し、TPO を踏まえた生徒指導をどのように行うか、まと 
める。 

第８回 

集団指導と場面指導 
・学校でよくある事例を基にグループで事
例を解決するための指導の在り方を、実
際に教師の立場で児童生徒の発達段階を
踏まえ、指導の実技を行う。相互に指導に
ついて評価し合う。 

事前学習 
学校生活の中で、学級担任から指導された事柄について 
思いだし，先生がどのような指導をしてくれたか，振り 
返る。 

事後学習 
学校行事や当番活動、委員会活動等の場面を切り取り、 
５分間でどのように指導したらよいかグループで考え、 
全体指導したことを整理する。 

第９回 

生徒指導と教育相談 
・生徒指導による個別指導と教育相談との
違いや共通性を相互に学び合い、個別指
導の意義や教育相談における意義につい
て学び合う。教育相談がしやすい体制を
どう作るか考え、発表し合う。 

事前学習 
教育相談と生徒指導の違いについて、生徒指導提要を基 
に調べておく。 

事後学習 
生徒指導と教育相談の違いを理解し、双方の意義につい 
てまとめる。過去の経験から、相談しやすい態勢をどう 
作るか自分の考えをまとめる。 

第１０回 

教育相談とその進め方 
・教育相談に大事な考え方やクライアント
への接し方など、様々な技法を調べ、どの
ように活用したらよいか，グループで話
し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育相談の進め方」を読み、教育相談の 
考え方や技法を知る。 

事後学習 
教育相談の技法とカウンセリングマインドについて学ん
だことを整理しておく。 

第１１回 

教育相談の実際 
・グループを組んで、カウンセラー、クライ
アント、記録者を決めて、教育相談の実習
を行う。役割意識を持ちどのような相談
ができたのか発表し、よりよい相談につ
いて話し合う。 

事前学習 
自己の大学生活を振り返って、悩みや問題、他に相談し
たいことを考えておく。 

事後学習 
グループでの相談活動、全体での話し合いを踏まえて相 
談活動をどう進めるかまとめる。 

第１２回 

生徒指導上の諸課題への対応 
・生徒指導上の諸課題を知り、その現状を文
科省のデータで確認し、問題解決にはど
のような対応が必要かグループで考え、
発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「個別の課題を抱える児童生徒への指導」 
を読み、生徒指導上の課題にはどのようなものがあるの 
か調べておく。 

事後学習 
いじめ、不登校。暴力行為、インターネット等の特徴を 
整理し、みんながまとめた対策について有効な方法につ 
いて考える。 

第１３回 

生徒指導に関する法制度 
・いじめや不登校を防いだり、校則など 
の決まりを作ったりするための国として
の対策について法制度を調べ、それらを
有効にするための教員としての役割を考
え、話し合う。 

事前学習 
生徒指導に関わる法律について，教科書を基に調べてお 
く。 

事後学習 
青少年の健全育成に関する国の施策等に関心を持ち，そ 
の対応について整理まとめる。 

第１４回 

キャリア教育の進め方 ガイダンスとして
の指導 
・生きる力を育む教育を有効に進めるため
に、生徒指導同様キャリア教育が重要に
なっていることを、中教審答申を踏まえ、
ガイダンスの機能を生かした全体指導や
意義について話し合い、重要性をまとめ
る。 

事前学習 
生き方教育としての生徒指導に加え、キャリア教育の理 
念等について小学校キャリア教育の手引き（改訂版）（平
成 22年 1月）等を読み関心を持つ。 

事後学習 

生き方教育としての指導には、様々内容が含まれるが、 
キャリア教育と職業教育の違いについて知るとともに、 
生きていくための汎用的な資質･能力について理解し、自 
己実現に向けた指導ができるようまとめをする。 

第１５回 

教育課程における生徒指導とキャリア教育 
・自己指導能力を育み自己実現を目指す生
徒指導とよりよく生きるための資質能力
を育むためのキャリア教育の共通性をと
らえ、どのような指導が望ましいのか，話
し合い発表する。 

・児童生徒指導論のまとめをする。 

事前学習 
児童生徒指導論で学んだ事柄を整理し，大切なことを振 
り返る。 

事後学習 
自己指導能力を育成するために、どのように生徒指導を 
進めればよいか、自己の考え方についてレポートにまと 
める。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2448 

SCMP2448 

SPMP2448 

EDTS2306 

EDTS2106 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義、グループワーク、事例研究、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目の目的は、学校における生徒指導の意義・理論及び方法を理解した上で、他の教職員や関係機関と

連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。また、

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法を理解した上で、児童生徒の社会的・職業的自立に向けて必要な

基盤となる資質・能力を育むために必要な知識・技能や素養を身に付けることである。 

 さらに、個別の課題を抱える児童生徒に対する指導のあり方について、事例をとおして理解を深め、現場

で役立つ理論的・実践的なセンスや能力を養うことを目指す。 

８．学習目標 

本科目の目的を達成するために、以下の到達目標を設定する。 

1. ガイダンスの機能の充実による生徒指導の意義・役割について理解する。 

2. 生徒指導（教育相談を含む）の進め方や生徒指導の方法を理解する。 

3. 進路指導の意義・方法及びキャリア教育のねらい・進め方について理解する。 

4. 生徒指導に基づく学級（ホームルーム）経営の方法及び配慮事項等について理解する。 

5. 事例研究を通じて、生徒指導上の諸問題への対応策・改善策について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．学習進度に応じた小レポートを課す。 

2．中間・期末レポート 各2,000字程度。 

中間レポート①「令和元年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の速報値を分析しな

さい（新速報値に変更する場合あり）」第７回授業時提出 

期末レポート②「若者の就労にかかわる問題を調べ、中学校、高等学校における進路指導・キャリア教育

をどのように進めたらよいか述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2011。 

【参考書】 

高橋哲夫著『生徒指導の研究 第三版』教育出版、2009。 

東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 教職科目要説[初等教育編][改訂版]: 小学校教諭をめざす人

のための専門科目・関連科目学習参考例』ミネルヴァ書房、2015。 

東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 教職科目要説[中等教育編][改訂版]: 特別支援学校教諭・養

護教諭・高等学校教諭〔福祉・公民〕をめざす人のための 専門科目・関連科目学習参考例』ミネルヴァ書

房、2015。 

日本生徒指導学会編著『現代生徒指導論』学事出版、2015。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社、2016。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総則編』ぎょうせい、2008。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別活動編』東洋館出版社、2008。 

文部科学省『中学校学習指導要領解説 特別活動編』ぎょうせい、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.生徒指導及び進路指導・キャリア教育の意義や原理を理解しているか。（知識・理解） 

2.生徒指導及び進路指導・キャリア教育に関する今日的課題に関心をもち、自ら進んで課題解決に向けて取

り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

3. 生徒指導及び進路指導・キャリア教育の指導の進め方に関する理論を理解した上で、個別の事例に対する
指導のあり方について具体的な提案をすることができたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

1. 積極的態度（発言、討議、取り組み等） 総合点の３０％ 

2. レポート等（小課題、試験を含む）   総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生徒指導・進路指導の今日的問題を扱いながら、その理論と実践を織り交ぜながら授業を展開する。生徒指

導・進路指導に関する新聞等の情報及び、政府等の調査会より発表される生徒指導の統計等より、日頃より

生徒指導への関心を向け、学習に生かしてください。 

13．オフィスアワー 第 1回授業の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス  

生徒指導の意義と原理 

・生徒指導の意義と課題 

・生徒指導と発達観や指導観他 

事前学習 

シラバス及び教科書 pp.1~20 を通読し、生徒

指導の意義等の概要をつかみ講義に臨むこ

と。 

事後学習 
講義内容を基に、生徒指導の意義と課題や生

徒指導の重要性についてまとめること。 

第２回 

教育課程と生徒指導 

・教科における生徒指導 

・教科外における生徒指導 

事前学習 教科書 pp.23~39 を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導が全教科等を通して実施されるこ

とをまとめ、自己課題を明確にすること。 



 

 

第３回 

児童生徒の心理と児童生徒理解 

・児童生徒理解の基本～集団指導と児童生徒の特性に応

じた対応 

・児童生徒の心理と発達 

事前学習 教科書 pp.40~74 を通読してくること。 

事後学習 
生徒指導は、児童生徒の心理と発達を理解し

て実施することの重要性をまとめること。 

第４回 

学校における生徒指導体制 

・生徒指導体制の基本的な考え方 

・生徒指導の組織―その役割と機能 

事前学習 教科書 pp.75~91 を通読してくること。 

事後学習 
全校指導体制の確立の重要性についてまと

め、自己課題を明確にすること。 

第５回 

教育相談① 

・教育相談の意義 

・教育相談の進め方 

事前学習 教科書 pp.92~126 を通読してくること。 

事後学習 
学校における教育相談の重要性についてま

とめ、自己課題を明確にすること。 

第６回 

教育相談② 

・児童生徒の問題行動の心理環境的背景にあるもの 

・教育相談の技法と実際～DVD 視聴とグループワーク 

・教育相談を進める上での配慮事項～教育相談の計 

画・教育相談体制の構築と問題行動に対する専門機 

関との組織的な取組 

事前学習 
教育相談の進め方について pp.98~117 を通

読してくること。 

事後学習 
学級担任が行う教育相談の技法と実際にお

ける自己課題を明確にすること。 

第７回 

生徒指導の進め方 

・生徒指導における教職員の役割 

・校内規律や安全に係わる問題 

事前学習 教科書 pp.127~151 を通読してくること。 

事後学習 

生徒指導における教職員の役割や安全教育

等についてまとめ、自己課題を明確にするこ

と。 

第８回 

個別の課題を抱える生徒への指導① 

・問題行動の早期発見と効果的な指導 

・発達に関する課題と対応 

・喫煙、飲酒、薬物乱用、少年非行 

事前学習 教科書 pp.152~168 を通読してくること。 

事後学習 
問題行動の早期発見と効果的な指導につい

てまとめ、自己課題を明確にすること。 

第９回 

個別の課題を抱える生徒への指導② 

・いじめ、～DVD 視聴とグループワーク 

・暴力行為、インターネット、携帯電話 

事前学習 教科書 pp.169~177 を通読してくること。 

事後学習 
いじめや携帯電話等にかかわる適切な対応

をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１０回 

個別の課題を抱える生徒への指導③ 

・性に関する問題、命の教育、児童虐待、 

・家出、不登校、中途退学 

事前学習 教科書 pp.178~191 を通読してくること。 

事後学習 
性に関する課題や家出、不登校等に関する対

応をまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１１回 

生徒指導に関する法制度等 

・校則、懲戒と体罰、出席停止 

・非行少年の処遇 

事前学習 教科書 pp.192～207 を通読すること。 

事後学習 
生徒指導に関する法制度についてまとめ、自

己課題を明確にすること。 

第１２回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法① 

・進路指導の意義と性格 

・進路指導の実態と課題、展望 

事前学習 
自らの進路指導の成果と課題を整理するこ

と。 

事後学習 
進路指導の意義、指導の実態や課題等をまと

め、自己課題を明確にすること。 

第１３回 

進路指導・キャリア教育の理論と方法② 

・キャリア教育の背景・必要性 

・キャリア教育の基礎的な考え方 

事前学習 
進路指導とキャリア教育の違いを考察する

こと。 

事後学習 
キャリア教育の概要をまとめ、自己課題を明

確にすること。 

第１４回 

キャリア教育におけるガイダンス機能の充実 

・ガイダンス機能の充実に向けた工夫 

・キャリア・カウンセリングの実践方法 

事前学習 

配布資料「キャリア教育推進の手引き」（文

部科学省・平成 18 年 11 月）を通読してくる

こと。 

事後学習 
キャリア・カウンセリングの実践方法につい

てまとめ、自己課題を明確にすること。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
本講義における自らの学びの履歴をまとめ

てくること。 

事後学習 
今回の学びの成果と課題に関するレポート

を作成すること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1113 

GELA1334 
２．授業担当教員 若狭 清紀 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ
ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう

な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす
る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め
られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 夏休みまたは冬休み前に、「自分の生活史、生活経験に関して、いくつかのテーマを設定して、教科書の

記述と関連させながら社会学的に考察しなさい。」という設題のレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：社会とは何か、社会学と

は何か 

事前学習 
シラバスに目を通しておき、授業時に持って来ること。

教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会シス

テムの構造と機能、規範 

事前学習 
教科書 p.14の３段落目まで、pp.16の最終段落～17の

５段落目、pp.19の２段落目～20の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の５行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の２段落目、pp.82 の３段落目～83

の８行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコー

ス、生活の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の３段落目～96 の２段落目、pp.99 の下

から９行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108の最終行～109、pp.112の４段落目～116

の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最終行～127

の３段落目を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的

ジレンマ 

事前学習 

教科書 pp.145の下から８行目～146、pp.151～152の３行

目、pp.153の最終行～155の４の前、p.176の下から６行

目まで、p.183の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 事前学習 
教科書 pp.164 の下から２行目～169 の４段落目、

pp.170の最終段落～171の２段落目、pp.172の最終段



 

 

落～173の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解

体、社会関係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189の下から

４行目～191の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理

論、機会構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の４行目、pp.53 の最終段落～54

の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１４回 
社会問題② ～非行、いじめ、ハラスメント、

ひきこもり 

事前学習 教科書 pp.215の２段落目～220の３段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 社会問題③ ～ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待 
事前学習 教科書 pp.220の４段落目～224を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1113 

GELA1334 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ

ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう
な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす

る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め

られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 随時レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014 年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション：社会とは何か、社会学とは何か 
事前学習 

シラバスに目を通しておき、授業時に持って

来ること。教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会システムの構

造と機能、規範 

事前学習 

教科書 p.14の３段落目まで、pp.16の最終段

落～17の５段落目、pp.19の２段落目～20の

１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の５行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の２段落目、pp.82 の３段

落目～83の８行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコース、生活

の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の３段落目～96 の２段落目、

pp.99の下から９行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入。 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108の最終行～109、pp.112の４段

落目～116の４段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最

終行～127の３段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

  



 

 

第９回 社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的ジレンマ 
事前学習 

教科書 pp.145の下から８行目～146、pp.151～

152の３行目、pp.153の最終行～155の４の前、

p.176の下から６行目まで、p.183の２段落目を

読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 
事前学習 

教科書 pp.164 の下から２行目～169 の４段

落目、pp.170の最終段落～171の２段落目、

pp.172の最終段落～173の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解体、社会関

係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189

の下から４行目～191の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理論、機会

構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の４行目、pp.53 の最終

段落～54の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１４回 
社会問題② ～非行、いじめ、ハラスメント、ひきこも

り 

事前学習 
教科書 pp.215 の２段落目～220 の３段落目

を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 社会問題③ ～ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待 
事前学習 教科書 pp.220の４段落目～224を読む。 

事後学習 学習記録への記入。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2単位） 

３．科目番号 GELA1113 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ

ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう
な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす

る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め

られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.授業内容に沿った記事（新聞、雑誌、ドキュメンタリー等）に関するミニレポート（記事の要約、問題意

識に沿った分析）を課す。さらにそれに沿ったディスカッションを行う時間を設ける。 

2.講義やディスカッションに関して、自分の問題意識に沿ったコメントペーパーを授業ごとに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3版）』中央法規出版、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学を学ぶことによって、私たちが経験する個人的な問題（ミクロ）を社会的な問題（マクロ）として捉

えることができるようになります。新聞、雑誌、インターネットなどのニュース記事に積極的に目を通し、

社会の動きについて知り、自分なりの問題意識を持つよう、心がけること。なお、本科目は国家試験科目で

あり、社会福祉士・精神保健福祉士を目指す人はしっかりした基礎知識を身につける必要があります。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

と。退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 授業内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 社会学とは何か 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書序章「社会学とは」に目を通しておくこと。 

第２回 社会システムとは何か 社会階層と社会移動 

事前学習 
教科書 1章 1節、とくに「4社会階層と社会

移動」を読んでおくこと。 

事後学習 

社会階層と社会移動に関する講義とディス

カッションに関して、自分の問題意識に沿っ

たコメントペーパーを記入する。 

第３回 経済と社会システム 労働市場と格差社会 

事前学習 
教科書 1章 3節、とくに「4労働市場と格差

社会」を読んでおくこと。 

事後学習 

労働市場と格差社会に関する講義とディス

カッションに関して、自分の問題意識に沿っ

たコメントペーパーを記入する。 

第４回 社会変動とは何か リスク社会 

事前学習 
教科書 1章 4節、とくに「4グローバリゼー

ション」を読んでおくこと。 

事後学習 

リスク社会に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第５回 人口変動 少子高齢化 

事前学習 
教科書 1章 5節、とくに「4少子高齢化メカ

ニズム」を読んでおくこと。 

事後学習 

少子高齢化に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 



 

 

第６回 生活の捉え方 ワークライフバランス 

事前学習 
教科書 2章 1節、とくに「3生活時間、家計

支出、人間関係」を読んでおくこと。 

事後学習 

ワークライフバランスに関する講義とディ

スカッションに関して、自分の問題意識に沿

ったコメントペーパーを記入する。 

第７回 家族 家族の変容 

事前学習 
教科書 2章 2節、とくに「3現代日本の家族

変容」を読んでおくこと。 

事後学習 

家族の変容に関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第８回 中間のまとめ 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、わからない点を

まとめておくこと。 

事後学習 

レポート課題を意識しながら、全体をあらた

めて復習し、自分自身の問題関心を深めてお

くこと。 

第９回 地域 都市化と過疎化 

事前学習 
教科書 2 章 3 節、とくに「5 農山漁村地域

と過疎化」を読んでおくこと。 

事後学習 

都市化と過疎化に関する講義とディスカッ

ションに関して、自分の問題意識に沿ったコ

メントペーパーを記入する。 

第１０回 社会病理と逸脱 スティグマ 

事前学習 

教科書 4章 1節、とくに「3レッテルを操作

する人々－社会問題の構築」を読んでおくこ

と。 

事後学習 

スティグマに関する講義とディスカッショ

ンに関して、自分の問題意識に沿ったコメン

トペーパーを記入する。 

第１１回 社会問題の理解（１） 貧困 

事前学習 

教科書 4章 2節、とくに「2新しい貧困とは

何か－貧困をめぐる語り」を読んでおくこ

と。 

事後学習 

貧困に関する講義とディスカッションに関

して、自分の問題意識に沿ったコメントペー

パーを記入する。 

第１２回 社会問題の理解（２）生きづらさとひきこもり 

事前学習 
教科書 4章 2節、とくに「3生きがたさの形

－非行の現在」を読んでおくこと。 

事後学習 

生きづらさとひきこもりに関する講義とデ

ィスカッションに関して、自分の問題意識に

沿ったコメントペーパーを記入する。 

第１３回 社会問題の理解（３）DV、虐待 

事前学習 

教科書 4章 2節、とくに「4社会からの撤退

－いじめとひきこもりの現在」を読んでおく

こと。 

事後学習 

DV、虐待に関する講義とディスカッション

に関して、自分の問題意識に沿ったコメント

ペーパーを記入する。 

第１４回 共生社会の実現に向けて 

事前学習 
教科書 4章 3節、とくに「4共生社会の実現

に向けてを読んでおくこと。 

事後学習 

共生社会に関する講義とディスカッション

に関して、自分の問題意識に沿ったコメント

ペーパーを記入する。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
授業全体を通して不明な点、理解できていな

い点がないか確認しておく。 

事後学習 
期末テストに向け、これまで学習した内容を

しっかり復習すること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 SJEL3431 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

同一年度に「社会」を履修することが望ましい。 

本科目で指導案作成と授業実践を中心とする課題に取り組む。「社会」においては指導要領について理解

を深める。 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及
び各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指
導計画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指

導案づくりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、
主体的に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・模擬授業①（第7回まで） 

地域素材を活かした模擬授業 

テーマ例：「地図記号」を教える授業、「廃棄物の処理」の授業 

・模擬授業②（第9回から第13回） 

第5学年内容より事例単元「わたしたちの国土」を設定する。この単元の授業の一場面を実践する。 

テーマ：授業の中で、写真や統計資料などを使用する授業場面の実践 

・模擬授業③（第9回から第14回） 

第6学年内容より事例単元「武士による政治のはじまり」を設定する。この単元の授業の一場面を実践する。 

テーマ：「ご恩と奉公」 

※注意 

 模擬授業についてはレポート課題（アサインメント）をかねております。使用した指導案、参考資料は、

講義後提出を求めます。これに加え、授業実践後に振り返りレポート（評価対象）の提出を求めます。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領解説〈平成 29年告示〉社会編』日本文教出版、2018。（以下、シラバス
内ではこの文献をテキストと呼称します。） 
※春期科目「社会」（小野担当）にて使用するテキストと一部供用します。 

【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省）比較対照表。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生の多くは将来、小学校教諭を志すと推察します。小学校教諭の資質として、「子どもが好き」であ

ること、「子どもの心身の成長を支援したい」という意欲とそれを果たそうとする責任感など様々ありま

す。しかし、同様に大事にしなければならないこととして、本科目をはじめとする各教科の学習指導です。

成長過程にある子どもは様々な学びをします。その学びの機会に、保護者以上に関わるのが小学校教諭で

す。これは、子どもを託した保護者との信頼関係を築くことにも影響が及ぶものです。本科目をきっかけ

として、社会的な事象への関心を深め、「社会」のありようを伝え考えさせることができる様にしていきま

しょう。 

また、本科目では教科指導を通して、いじめ問題、キャリアデザインといった課題を解決することを考

えていきます。学外の研究団体との交流なども機会を設け、教室と現実社会のつながりを味わわせられる

授業づくりを目指していきます。学外での授業発表の機会も計画しています。 

本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 

②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。

事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不

合格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られ

ないと判断された場合、課題提出の状況如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて

使用の許可を出すこととします。 



 

 

また、教員は次のことを実行します。 

①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 

③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切

な態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他

者の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようとい

う自覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 
講義前後の時間もしくはe-mailにて対応します。 

toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科

教育の目標を理解し、望ましい社会科指導法

について考える。（シラバス確認しますので準

備してください。コピーなど可。） 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書「社会
編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整理す

る。 

第２回 

楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心

に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で
楽しい授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り方を整

理する。 

第３回 

１）授業はどのようにしてできるか～教育内容

と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもと

に考えを深めることができる学習過程を学び

あう。 

２）社会科学習の学習過程の累型（探究学習を

中心に） 

指導計画の作成の仕方を知り、その視点から社

会科指導の実際を記録から学び、話し合う。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 

第４回 

地域素材・時事問題を活用した模擬授業の計画 

児童の実態を想定し、地域・時事問題を教材と
した授業計画を立てる。資料収集のための役割
分担をする。 

事前学習 社会科学習の指導計画の在り方を調べておく。 

事後学習 問題設定場面をどのように作るか整理する。 

第５回 

地域調査に基づき資料の整理をする 

授業計画に基づき、現地調査や情報機器を活用
した教材化を図り、模擬授業の指導案を作成す
る。 

事前学習 
現地調査の準備や、地域素材の資料について収集可能性
を調べる。 

事後学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

第６回 

時事問題の教材化の方法について 
児童の実態を想定し、時事問題を教材とした授
業計画を立てる。資料収集のための役割分担を
する。 

事前学習 
時事問題について児童の実態に即した事例を調べてお
く。 

事後学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

第７回 

模擬授業の実践 

地域素材を活かした授業の指導案または時事
問題教材の指導案をもとに模擬授業を行う。授
業後、相互評価を行う。 

事前学習 
地域素材または時事問題についての指導案、学習資料を
完成させておく。 

事後学習 グループの模擬授業の感想を書く。 

第８回 
教材・授業分析の方法 

社会科の教材分析について、これまでの研究の
成果を学び、自分なりの考えを持てる。 

事前学習 過去の研究論文から教材分析の方法を調べておく。 

事後学習 教材分析の方法を整理する。 

第９回 

模擬授業（単元指導計画と本時案） 

社会科の小単元計画「わたしたちの国土」「武

士による政治のはじまり」について学び、児童

の発達段階に即し、情報機器の活用を想定した

学習指導計画を立てる。 

事前学習 小単元計画と本時の展開を構想しておく。 

事後学習 基本的な形式を整えた学習指導案を作成する。 

第１０回 

模擬授業（評価の具体的な手立て） 

評価規準を確定し、学習目標を明確にするとと
もに、学習指導案に評価の観点、評価内容、評
価の手立てを明示する。 

事前学習 目標及び評価規準について調べてくる。 

事後学習 
目標、指導上の配慮事項における評価の場面と手立て、

評価規準の整合性を確かめ修正しておく。 

第１１回 
模擬授業（社会科指導と教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明
らかにし、教材の適切な選択を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 教材の意義について、話し合ったことをまとめておく。 



 

 

第１２回 

模擬授業（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想
し、主発問や補助発問を考え模擬授業の指導案
を作成する。 

事前学習 発問の意義について調べる。 

事後学習 模擬授業の具体的な発問を整理し、まとめておく。 

第１３回 

模擬授業（地理・産業分野の授業展開） 

「わたしたちの国土」の授業実践 

情報機器や教材の活用を含めた指導案をもと

に、模擬授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 地理・産業分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
地理・産業分野の模擬授業を行い、相互評価したことを

整理する。 

第１４回 

模擬授業（歴史・公民分野の授業展開） 

「武士による政治のはじまり」の授業実践 

情報機器の活用を含めた指導案をもとに、模擬

授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 歴史分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
歴史・公民分野の模擬授業を行い、相互評価したことを

整理する。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科教育のあり方
を考える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、レポー

トを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL3316 

２．授業担当教員 池田 芳和 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及び

各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指導計
画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指導案づ
くりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、主体的

に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

単元計画と指導案づくり、指導案に基づく模擬授業の実施の結果について、考えたことを述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』日本文教出版。 

【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省）比較対照表。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会事象を探究することの楽しみを味わいながら実力をつけるためには体を動かすことから始めることが重

要です。課題を設定しつつ、授業の構想をたてて具体的な指導を可能とする学習にしたい。積極的な取組を

期待したい。 

13．オフィスアワー 授業日の授業のない時間、随時（一時間目に伝達） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科教育

の目標を理解し、望ましい社会科指導法について

考える。 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書
「社会編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整
理する。 

第２回 
楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で楽し
い授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り
方を整理する。 

第３回 
授業はどのようにしてできるか～教育内容と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもとに考
えを深めることができる学習過程を学びあう。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 

第４回 
社会科学習の学習過程の累型（探究学習を中心に） 

指導計画の作成の仕方を知り、その視点から社会科
指導の実際を記録から学び、話し合う。 

事前学習 社会科学習の指導計画の在り方を調べておく。 

事後学習 問題設定場面をどのように作るか整理する。 

第５回 
地域素材を活用した模擬授業の計画 

児童の実態を想定し、地域を教材とした授業計画を
立てる。資料収集のための役割分担をする。 

事前学習 指導案作成のため、授業記録を読んでくる。 

事後学習 
子どもの活動を保障する展開の在り方をまとめ
る。 

第６回 
地域調査に基づき資料の整理をする 

授業計画に基づき、現地調査や情報機器を活用した
教材化を図り、模擬授業の指導案を作成する。 

事前学習 現地を訪れ、地域素材の資料を収集する。 

事後学習 不足している資料を分担して収集する。 

第７回 
模擬授業の実践 

地域素材を活かした模擬授業を行う。授業後、相互
評価を行う。 

事前学習 指導案、学習資料を完成させておく。 

事後学習 グループの模擬授業の感想を書く。 

第８回 
教材・授業分析の方法 

社会科の教材分析について、これまでの研究の成果
を学び、自分なりの考えを持てる。 

事前学習 
過去の研究論文から教材分析の方法を調べてお
く。 

事後学習 教材分析の方法を整理する。 

第９回 

模擬授業（単元指導計画と本時案） 

社会科の小単元計画「わたしたちの国土」「武士に

よる政治のはじまり」について学び、児童の発達段

階に即し、情報機器の活用を想定した学習指導計画

事前学習 小単元計画と本時の展開を構想しておく。 

事後学習 基本的な形式を整えた学習指導案を作成する。 



 

 

を立てる。 

第１０回 

模擬授業（評価の具体的な手立て） 

評価規準を確定し、学習目標を明確にするととも
に、学習指導案に評価の観点、評価内容、評価の手
立てを明示する。 

事前学習 目標及び評価規準について調べてくる。 

事後学習 
目標、指導上の配慮事項における評価の場面と手
立て、評価規準の整合性を確かめ修正しておく。 

第１１回 
模擬授業（社会科指導と教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明らか
にし、教材の適切な選択を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 
教材の意義について、話し合ったことをまとめて
おく。 

第１２回 

模擬授業（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想し、主
発問や補助発問を考え模擬授業の指導案を作成す
る。 

事前学習 発問の意義について調べる。 

事後学習 
模擬授業の具体的な発問を整理し、まとめてお
く。 

第１３回 

模擬授業（地理・産業分野の授業展開） 

「わたしたちの国土」の授業実践 

情報機器や教材の活用を含めた指導案をもとに、模

擬授業を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 地理・産業分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
地理・産業分野の模擬授業を行い、相互評価した
ことを整理する。 

第１４回 

模擬授業（歴史・公民分野の授業展開） 

「武士による政治のはじまり」の授業実践 

情報機器の活用を含めた指導案をもとに、模擬授業

を行い、授業後は相互評価を行う。 

事前学習 歴史分野の授業展開を考えてくる。 

事後学習 
歴史・公民分野の模擬授業を行い、相互評価した
ことを整理する。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科教育のあり方を考
える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、
レポートを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL3316 

２．授業担当教員 荻原 邦昭 

４．授業形態 講義、討議、レポート、模擬授業 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校社会科の指導法に焦点化して、実践的な指導力を身に付ける。そのために、まず小学校社会科及び
各学年（３年生以上）の目標と内容について、確実に理解する。次に、各学年の年間計画と各単元の指導計

画の作成について具体的に検討する。さらに、これらの指導計画の学習をもとにして１単位時間の指導案づ
くりと模擬授業を行う。そして、これらの学習を通して、児童が社会的事象に興味・関心をもって、主体的
に社会科授業に取り組み、確かな学力を身に付ける指導法について学修する。 

８．学習目標 

1．教育課程の基本的事項について理解し、その知識を活用できる。 
2．学習指導要領の性格、教科書について理解し、教科指導法に向けて適宜参照できる。 
3．学習指導要領の改訂の歴史について理解し、現代日本の教育課程を位置づけられる。 
4．現行の学習指導要領の特徴を理解し、発展的に考察できる。 
5．教育評価の基本的事項について理解し、各評価の意義を考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【課題１】 

講義中に作成した「学習指導案」と「模擬授業」及び「評価表」※指導案は指定の用紙にて作成 

【課題２】 

講義中に作成した「単元計画」と「知識の構造図」※指定の用紙にて作成 

【課題３】 

 期末テスト 

【振り返りシート作成】 

 毎授業のまとめを行い、定期的に提出し、添削を受ける。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
文部科学省『小学校学習指導要領』東洋館出版社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』日本文教出版。 
【参考書】 
小学校学習指導要領（平成 29年 3月告示 文部科学省）比較対照表 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 問題解決的学習ついて理解し、説明できるか。 

２ 社会科の学習指導案の形式・内容について理解し、学習指導案を作成できるか。 

３ 問題解決的学習を導入し、指導法を工夫して模擬授業を行うことができるか。 

○評定の方法 

［授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する］ 

１ 授業への積極的参加        総合点の３０％ 

２ 課題レポート・作成した資料・討論 総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 小学校の社会科は、地域社会や我が国の国土、歴史などに対する学習を通して、社会的な見方や考え方を

養い、そこで身に付けた知識、概念や技能などを活用し、社会との望ましいかかわり方、社会のなかでどう

生きるのかを学ぶ教科である。しかし、いま子どもたちの「公意識」の欠如が指摘され、主体的な社会参画

の必要性が大きな課題となっている。そこで教科の役割について改めて考え、社会科指導の充実を図ること

ができるよう本科目では、次の事柄を遵守することを望む。 

１ 緊張感と集中力をもって受講する。 

２ 質問、発表は積極的に行い、主体的に取り組む。 

３ 欠席、遅刻、早退はしない。 

４ 勝手な退室、講義と無関係な振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などは慎む。 

 教員は次のことを実行する。 

１ 講義のねらいを明確にし、シラバスに沿って講義する。 

２ 声の大きさや話し方など受講者の立場に立って講義する。 

３ 模擬授業、発表など受講者が講義に参加できる環境に配慮する。 

４ 受講者の質問には誠実に対応する。 

13．オフィスアワー 授業時間内に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

社会科とは何か～社会科の歴史と領域 

これまでの社会科学習の経験を踏まえ、社会科教育

の目標を理解し、望ましい社会科指導法について

考える。 

事前学習 
これまで経験した社会科の授業を想起し、教科書
「社会編」の目標等を読んでおく。 

事後学習 
本時の学習を振り返り、社会科教育の在り方を整
理する。 

第２回 
楽しい社会科授業とは（問題解決的学習を中心に） 

社会科の指導法の課題について学び、意欲的で楽し
い授業づくりを考える。  

事前学習 社会科教育の重要概念を調べる。 

事後学習 
問題解決的学習を中心とする社会科指導の在り
方を整理する。 

第３回 
授業はどのようにしてできるか～教育内容と教材 

教材の役割が大きいことを理解し、資料をもとに考
えを深めることができる学習過程を学びあう。 

事前学習 社会科の学習指導案を調べておく。 

事後学習 教材分析の仕方を整理する。 



 

 

第４回 

知識の構造図について 

知識の構造図とは何か、その意義と作り方について

考える。 

事前学習 知識の構造図について調べておく。 

事後学習 知識の構造図はどのように作るか整理する。 

第５回 
知識の構造図の作成と発表 

各自選択した単元をもとに知識の構造図の作成を
行い、発表を行う。 

事前学習 知識の構造図の作成を準備する。 

事後学習 知識の構造図作成の意義について再確認する。 

第６回 
社会科授業の事例①（地域資料の活用） 

地域資料を活用したすぐれた社会科授業の事例を
全員で検討し、気付いたことを発表する。 

事前学習 すぐれた事例を事前によく目を通しておく 

事後学習 どの点が参考になったかまとめる。 

第７回 
社会科授業の事例②（問題解決的学習） 

問題解決的学習のすぐれた社会科授業の事例を全
員で検討し、気付いたことを発表する。 

事前学習 すぐれた事例を事前によく目を通しておく 

事後学習 どの点が参考になったかまとめる。 

第８回 
模擬授業の準備① 

地理・産業単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 地理・産業単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第９回 
模擬授業の準備② 

歴史単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 歴史単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第１０回 
模擬授業の準備③ 

公民単元を生かした模擬授業の準備を行う。 

事前学習 公民単元より授業箇所を考える。 

事後学習 模擬授業を構想する。 

第１１回 

模擬授業の実践①（問題解決的学習） 

小単元の構想と本時が問題解決的な学習過程とな
っているかを踏まえた模擬授業を行い、相互評価を
行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１２回 

模擬授業の実践②（教材の役割） 

教材分析を行い､子どもに何を学ばせるのか明らか
にし、教材の適切な選択を行った模擬授業を行い、
相互評価を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１３回 

模擬授業の実践③（指導と発問） 

指導上の留意点を理解し、本時の展開を構想し、主

発問や補助発問を考え模擬授業を行い、相互評価を

行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１４回 

模擬授業の実践④（情報機器の活用） 

情報機器の効果的活用を含めた指導案をもとに、模

擬授業を行い、相互評価を行う。 

事前学習 必要な資料の準備と分析を行っておく。 

事後学習 模擬授業から相互評価を行う。 

第１５回 
社会科指導法のまとめを行う。 
新学習指導要領が目指す社会科指導のあり方を考
える。 

事前学習 模擬授業から得られたことを整理してくる。 

事後学習 
社会科指導法で学んだことを今後どう生かすか、
レポートを書く。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会教育計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3444 

SCMP3444 

SBMP3444 

SPMP3444 
２．授業担当教員 栗山 究 

４．授業形態 講義と討議、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた大学における社会教育主事資格課程の必修科目の一つであり、他の

社会教育主事資格課程科目の基礎編に位置づけられる。受講に際しては「生涯学習概論」を修得済であるこ

とが望ましい。 

７．講義概要 

急速な社会の変化に伴い、人々の生活や価値観も多様化し、生涯学習の振興や社会教育支援の在り方も大
きく様変わりしている。地域における住民の学習や活動の拠点である社会教育施設も、指定管理者制度の導

入など民間の活力を導入した施設へと移行している。社会教育を推進する中心的な役割を負っている社会教
育主事は、生涯学習、社会教育に関する基礎知識を身につけるとともに、時代の変化に柔軟に対応できる問
題解決能力や先見性、創造性、コミュニケーション能力等が求められるようになってきている。 

そこで、本科目では社会教育計画（個別事業計画）の策定を通して、社会教育主事としての資質を育成する
とともに、社会教育事業の推進計画である社会教育計画及び社会教育行政の役割について理解を深める。 

８．学習目標 

次の目標を達成できることを目的とする。 

①社会教育の現状把握を通して、社会が抱える今日的課題について理解することができるようになる。 
②社会教育計画を策定する意義を理解し、策定の必要性を述べることができるようになる。 
③社会教育計画の種類、内容の学習を通して、策定に当たっての手順・方法を理解することができるように

なる。 
④社会教育における施設や職員の専門性、及び対象となる学習者の特性を理解することができるようになる。 
⑤今日的課題の特徴を理解し、課題解決のための社会教育計画（個別事業計画）を策定することができるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業では、①自分の暮らすまちの社会教育計画調査報告（個人作業）、②検討事例とする基礎自治体の

社会教育計画調査（担当教員と協働したグループ作業）、③期末課題に向けた計画立案と作成（ハンドブッ

ク作成等のグループ作業）、以上３点の作成・報告および提出が課題となる。 

作成に際しては、受講者各自が対象とする社会教育計画に関する資料を収集し、調査と研究の時間が必要

となる（社会教育職員・学習者インタビューを含む現地見学・現場訪問を含む）。②③は、上記に加えて、

グループメンバー相互の話しあい学習にもとづいて、自ら授業計画を策定・実行していく知恵と技術が求め

られる。授業内容や討議・演習（社会教育職員・学習者インタビューを含む現地見学・現場訪問を含む）で

気づいたことを自分なりにふりかえる時間を自覚的につくり、配布資料は各自でファイルなどを用意してま

とめておき、予習と復習に活かしてほしい。 

なお、グループ編成ができないほど受講生が少人数の場合は、③は担当教員と相談のうえ、再検討してい

くこととする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】各回の授業内において適宜紹介していく。 

【参考書】辻浩・片岡了編『自治の力を育む社会教育計画－人が育ち、地域が変わるために』国土社、2014。

辻浩『現代教育福祉論－子ども・若者の自立支援と地域づくり』ミネルヴァ書房、2017。 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター編『社会教育計画ハンドブック』2009。 

【教材】プリント資料、コメントペーパー（各回授業に応じて、担当教員が作成・編集した資料を配布する） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する政策及び計画プロセスについて深く理解し、説明できる力を身につけたか。（知識・理

解） 

２．社会教育に関する現代的課題について関心をもち、地域の実情をふまえた社会教育計画の立案・策定が

できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢               総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（課題レポート・企画書作成等） 総合点の４０％ 

３．期末課題（計画の立案・策定及び発表）       総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

（1）本授業は、主として演習形式で展開するので、授業内容の理解は、毎回の授業（演習）に連続して出席

することでより深まります。授業展開の建付けをしっかり理解し、各種課題は計画的に仕上げ、正当な理由

なしの欠席や遅刻は控え、自ら授業をつくっていく心づもりで主体的・積極的に授業に臨んでください。 

（2）下記の講義日程と授業内容（とくに第５回～第 14 回）は、受講者各位の追究の程度や議論の深化およ

び現場での条件に応じて確定してくるので、柔軟に変更していく可能性があります。受講者相互の問題意識

や興味関心の程度に応じ、さまざまな現場を紹介していく機会も適時、設けたいと考えています。文献調査

にとどまらず、学外講師を招聘する、学外授業を実施するという可能性もあります。授業時間内での実施が

困難な場合は、受講生各位と相談のうえ、検討していくことになります。 

（3）授業内の相互学習を踏まえ、可能な限り、自分の暮らすまちの社会教育計画・政策に問題意識や興味関

心を向け、社会教育計画で示される課題に取り組む地域社会の多様な学びの現場（社会教育実践の現場）に

足を運び、住民や住民の学びを支える人たちとともに学習を深めていく機会をつくってみてください。自分

なりに学んだ内容をふりかえり、その内容を探究していこうとする姿勢や行動を、応援します。 

13．オフィスアワー 個別での質問や相談等は、各回授業終了後の時間に対応します。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション：授業の進め方の説明、

自己紹介、行政計画の基本理解（総合計画、

部門別計画、社会教育計画）、社会教育計画の

授業計画づくり 

事前学習 
シラバスの内容を十分理解し、この授業に臨むことを整

理する。 

事後学習 
本授業の３つの課題を提示する。期日までに計画的に準

備し、仕上げてくる。 

第２回 

社会教育計画とは何か（計画の手順、対象、

現状把握、課題設定、目標、計画内容、期間、

自己点検、評価等） 

事前学習 社会教育計画の授業計画を策定してくる。 

事後学習 
配布資料をよく読み、社会教育計画策定の手順や方法に

関する理解を深める。 

第３回 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（１） 

事前学習 検討事例とする基礎自治体の社会教育計画を持参する。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第４回 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（２） 

事前学習 
検討事例とする基礎自治体の社会教育計画を読んでく

る。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第５回 

検討事例とする基礎自治体の社会教育計画調

査（３）／現地見学・調査に向けた訪問先候

補地の選定 

事前学習 
これまでの授業をふりかえり、各自で訪問先候補を挙げ

てくる。 

事後学習 期末課題作成に向けたグループ作業を進めていく。 

第６回 自分の暮らすまちの社会教育計画の調査報告 

事前学習 
自分の暮らすまちの社会教育計画を持ち寄り、内容を説

明できるようにしてくる。 

事後学習 
読み進めた社会教育計画のポイントをふりかえり、疑問

点などをまとめてくる。 

第７回 現地見学・調査に向けた準備(１) 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連（疑問点など）

を意識し、各自が見学・調査しようと思った訪問先への

調査・質問事項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第８回 
現地見学・調査・インタビュー（１）※外部

講師を依頼、学外授業の可能性があります。 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問（インタビュ

ー等）で明らかになったポイントを整理しておく。 

第９回 現地見学・調査に向けた準備(２) 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連を意識し、各

自が見学・調査しようと思った訪問先への調査・質問事

項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第１０回 
現地見学・調査・インタビュー（２）※学外

授業の可能性があります 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問で明らかにな

ったポイントを整理しておく。 

第１１回 現地見学・調査に向けた準備（３） 

事前学習 

これまで学んできた社会教育計画との関連を意識し、各

自が見学・調査しようと思った訪問先への調査・質問事

項を考えてくる。 

事後学習 メンバー各位の質問・調査事項を共有する。 

第１２回 
現地見学・調査・インタビュー（３）※学外

授業の可能性があります 

事前学習 各自の質問・調査事項をまとめておく。 

事後学習 
見学・訪問して得られた知見、調査・質問で明らかにな

ったポイントを整理しておく。 



 

 

第１３回 期末課題作成に向けた打合せ(１) 編集作業 

事前学習 
各自の得られた知見や明らかになったポイント、インタ

ビュー内容等をまとめておく。 

事後学習 
メンバー各位の調査事項を共有し、期末課題作成に向け

て各自の役割に取り組む。 

第１４回 期末課題作成に向けた打合せ（２） 修正作業 

事前学習 期末課題作成に向けた宿題に取り組む。 

事後学習 
メンバーで共有した期末課題の内容をふりかえり、最終

調整を行う。 

第１５回 求められる社会教育計画とは／まとめ 

事前学習 
これからの時代に求められる社会教育計画の視点・方法

を考えてくる。 

事後学習 
出来上がった期末課題の内容をふり返る。社会教育計画

づくりのあり方と課題を共有する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2107 

SCMP2307 

SBMP2107 

SPMP2107 
２．授業担当教員 若狭 清紀 

４．授業形態 
講義、小テスト、ディスカッション、仮説作成、質問項目と選択肢
作成、面接調査、レジュメ作成と発表 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

 社会調査の目的は、社会事象について現地調査を行い（積極的に数値を利用して正しく測定する）、データ

を入力し、調査結果から一般的な規則性を見出し、必要に応じて取るべき行動を定めようとすることである。

現在、社会福祉など専門分野では、人々のニーズの把握や解決策を量的調査や質的調査に基づいて提案する

など科学的エビデンスが求められている。本講義を受講することにより、社会調査の重要性と、世の中に氾

濫する社会調査の真実や問題点を把握することが可能となる。 

 本講義では、次のことを学習する。第１に、社会福祉領域における社会調査の意義と目的、統計法の概要、

社会調査における倫理や個人情報保護、社会調査の基本である質的調査法と量的調査法について学ぶ。第２

に、社会調査を実施するに当たり守らなければならない個人情報の保護、得られたデータから個人情報の扱

いについて理解を深める。第３に、人々のニーズや問題を発見し、それらの原因や解決策を探るために仮説

を設定し、それに基づき質問項目を作成する。現地調査（面接調査）の実施によるデータの収集。量的調査

と質的調査の調査の方法を学習する。その際には、社会調査が個人のプライバシーに関わるものであること

を念頭におき、個人情報の保護、人権に配慮する。第４に、量的調査や質的調査のデータに基づき、現状と

関連要因を分析し、発表レジュメを作成し、発表するなど、エビデンスに基づいた社会調査の必要性を理解

する。 

８．学習目標 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深める。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解する。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握する。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習する。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付ける。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践する。 

7.社会福祉士国家試験受験に必要な基礎知識について説明できるようになる（受験予定学生の場合）。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 冬休み前に、面接調査をもとにしたレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

潮谷有二ほか、『社会調査の基礎』ミネルヴァ書房。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深めることができたか。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解するこ

とができたか。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握することができたか。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習することができたか。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付けること

ができたか。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践すること

ができたか。 

○評定の方法 

小テストの評価基準     40％ 

授業の態度や内容の把握など 30％ 

レポート・課題提出と発表  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

基礎的な社会調査能力を習得することを目標として欲しい。 

情報処理学習室のパソコンを使うので、ログインできるようにしておくこと。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 シラバスに目を通しておくこと。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 社会調査の意義と目的、統計法の概要 事前学習 

教科書序章 1・2・3（pp.2～13）・5（pp.17～

21）を読み、分からない言葉について調べて

おく。 



 

 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会調査における倫理と個人情報保護 

事前学習 
教科書序章 4（pp.13～16）を読み、分からな

い言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 社会調査の種類 

事前学習 

教科書第１章 2（pp.27～33）、第４章 1・2（pp.84

～91の 24行目）を読み、分からない言葉につ

いて調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 量的調査の方法 

事前学習 
教科書第２章 2・3（pp.40～54）を読み、分か

らない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 仮説の設定と調査計画 

事前学習 

教科書第１章 1（pp.24～27）、第３章 2・3（pp.63

～72）、第４章 2「方法の選択基準」（pp.91～

92）を読み、分からない言葉について調べて

おく。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 調査票の作成 

事前学習 
教科書第３章 4（pp.72～79）を読み、分から

ない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 調査票の配布と回収、データ入力 

事前学習 

教科書第４章 3「回収率を高めるための工夫」

（pp.95～96）、第５章 1（pp.112～118）を読

み、分からない言葉について調べておく。 

Microsoft Excel による作表の方法について

確認しておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
量的調査の集計と分析（１）データの区分、度数分布と

記述統計 

事前学習 
教科書第５章 2・3・4（pp.119～128）を読み、

分からない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１０回 量的調査の集計と分析（２）記述統計量とクロス集計 

事前学習 
教科書第５章 5・6（pp.128～135の 21行目）

を読み、分からない言葉について調べておく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 

量的調査の集計と分析（３）散布図、相関係数と回帰分

析、重回帰分析 

問題演習 

事前学習 

教科書第５章 6「散布図」（pp.135～136）、第

５章 6「関連性を示す統計量」(2)量的変数

（pp.139～140）を読み、分からない言葉につ

いて調べておく。 

事後学習 
学習記録への記入 

問題演習の復習 

第１２回 質的調査の種類と方法 事前学習 
教科書第４章 4（pp.96～105）を読み、分から

ない言葉について調べておく。 



 

 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 
質的調査の分析方法 

問題演習 

事前学習 
教科書第６章（pp.150～167）を読み、分か

らない言葉について調べておく。 

事後学習 
学習記録への記入 

問題演習の復習 

第１４回 グループワークによるデータ分析、発表レジュメ作成 

事前学習 
自分が作成したレポートの内容を確認して

おく。 

事後学習 学習記録への記入 

第１５回 グループ発表、まとめ 

事前学習 授業内の問題演習に即して知識を確認する。 

事後学習 
グループ発表の内容を振り返る。 

授業全体の重要事項について確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2単位） 

３．科目番号 
SSMP2107 

SBMP2107 
２．授業担当教員 熊谷 大輔 

４．授業形態 
講義、小テスト、ディスカッション、仮説作成、質問項目と選択肢
作成、面接調査、レジュメ作成と発表 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 社会調査の目的は、社会事象について現地調査を行い（積極的に数値を利用して正しく測定する）、データ

を入力し、調査結果から一般的な規則性を見出し、必要に応じて取るべき行動を定めようとすることである。

現在、社会福祉など専門分野では、人々のニーズの把握や解決策を量的調査や質的調査に基づいて提案する

など科学的エビデンスが求められている。本講義を受講することにより、社会調査の重要性と、世の中に氾

濫する社会調査の真実や問題点を把握することが可能となる。 

 本講義では、次のことを学習する。第１に、社会福祉領域における社会調査の意義と目的、統計法の概要、

社会調査における倫理や個人情報保護、社会調査の基本である質的調査法と量的調査法について学ぶ。第２

に、社会調査を実施するに当たり守らなければならない個人情報の保護、得られたデータから個人情報の扱

いについて理解を深める。第３に、人々のニーズや問題を発見し、それらの原因や解決策を探るために仮説

を設定し、それに基づき質問項目を作成する。現地調査（面接調査）の実施によるデータの収集。量的調査

と質的調査の調査の方法を学習する。その際には、社会調査が個人のプライバシーに関わるものであること

を念頭におき、個人情報の保護、人権に配慮する。第４に、量的調査や質的調査のデータに基づき、現状と

関連要因を分析し、発表レジュメを作成し、発表するなど、エビデンスに基づいた社会調査の必要性を理解

する。 

８．学習目標 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深める。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解する。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握する。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習する。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付ける。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践する。 

7.社会福祉士国家試験受験に必要な基礎知識について説明できるようになる（受験予定学生の場合）。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

履修者は事前学習において、実施内容についてまとめるなどの対策が必要である。 

履修者に課す課題レポート作成については個人作成およびグループ作成等、授業理解度を考慮し実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

潮谷有二ほか、『社会調査の基礎』ミネルヴァ書房。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深めることができたか。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解するこ

とができたか。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握することができたか。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習することができたか。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付けること

ができたか。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践すること

ができたか。 

○評定の方法 

小テストの評価基準     40％ 

授業の態度や内容の把握など 30％ 

レポート・課題提出と発表  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。 

履修者は新聞記事や各種調査結果等を通じて、今私たちの生きている社会がどのような社会なのか、そして

そこにはどのような変化が生じているのかについて関心を払う習慣を身につける。 

履修者には主体的な講義への参加を期待する。なお、これらすべての講義内容については授業の理解度や進

歩状況により学生への配慮を行う。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業内容の進め方について 

（シラバス／講義概要／試験及びレポート説明など） 

事前学習 事前にシラバスについて目を通しておく。 

事後学習 説明された内容について整理する。 

第２回 
社会調査の意義と目的：社会調査の意義と目的・その対

象について 

事前学習 教科書の序章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中での社会調査の意義と目的につい

て要点をまとめる。 

第３回 統計法：統計法の概要と社会調査における倫理について 事前学習 教科書の序章を読み、理解を深めておく。 



 

 

事後学習 
授業の中で社会調査における倫理について

要点をまとめる。 

第４回 社会調査における個人情報保護について 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中での調査時における個人情報保護

について要点をまとめる。 

第５回 
量的調査の方法①：（全数調査と標本調査／母集団／標

本／標本抽出／その他） 

事前学習 教科書の第 1章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した量的調査の種類につい

て要点をまとめておく。 

第６回 量的調査の方法②：（横断調査と縦断調査について） 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、横断調査と縦断調査

について理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査方法（横断・縦断）

について要点をまとめる。 

第７回 量的調査の方法③：（自計式調査と他計式調査） 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、自計式調査と他計式

調査について理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査方法（自計式・他計

式）について要点をまとめる。 

第８回 
量的調査の方法④：（測定／測定の水準／測定の信頼性

と妥当性／その他） 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを作成・提出する。 

第９回 

量的調査の方法⑤：（質問紙の作成方法と留意点／ダブ

ルバーレル質問／パーソナルな質問とインパーソナル

な質問／その他） 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中での質問紙の作成方法について要

点をまとめる。 

第１０回 
量的調査の方法⑥：（調査票の配布と回収／訪問面接調

査／郵送調査／留め置き調査／その他） 

事前学習 教科書の第 3章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の中での調査法（訪問面接・郵送調査・

留め置き調査）について要点をまとめる。 

第１１回 

量的調査の方法⑦：（量的調査の集計と分析／コーディ

ング／単純集計と記述統計／質的データの関連性／量

的データの関連性） 

事前学習 教科書の第 5章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを提出する。 

第１２回 質的調査の方法①：（観察法と面接法） 

事前学習 
グループに分かれ、事前に配布する課題を作

成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した演習内容（観察法・面接

法）についてまとめる。 

第１３回 
質的調査の方法②：（質的調査における記録の方法と留

意点） 

事前学習 
グループに分かれ、事前に配布する課題を作

成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した調査における記録の必

要性についてまとめる。 

第１４回 質的調査の方法③：（質的調査のデータの整理と分析） 

事前学習 教科書の第 6章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
授業の内容について整理する。 

課題レポートを作成・提出する。 

第１５回 社会調査の実施における ITの活用方法について 

事前学習 事前に配布する課題について作成しておく。 

事後学習 
授業の中で実施した IT の活用方法について

要点をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会的養護Ⅱ／社会的養護内容 （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2416 

SCOT2416 

SJMP2137 ２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会的養護の基本的内容として、子どもの理解を踏まえた日常生活支援、治療的支援、自立支援を理解する。
施設養護と家庭養護それぞれの生活特性と実際を学び、アセスメントと個別支援計画の作成、記録、自己評価

ができるようになる。社会的養護に関わる専門技術として、保育の専門性と社会的養護に関わる相談援助の知
識と技術とその実践を身に付ける。社会的養護における子ども虐待と家庭支援について学び、今後の課題と展
望を理解する。 

８．学習目標 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、専門的な支援者としての保育士に必要な認識を身につける。 
2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につける。 
3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につける。 

4.社会的養護に関わる施設の事例分析を行い、利用者理解と事例への洞察力、支援の視点を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.グループごとにテーマを決めポスター発表を行います。 

2.まとめのレポートを実施します（詳細は授業にて） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

レジュメにて授業を進めます。※レジュメをファイルするフォルダーを用意すること。 

【参考書】 

辰巳隆・岡本眞幸編集 『改訂 保育士をめざす人の社会的養護内容』みらい。 

吉田眞理編著、児童の福祉を支える 演習『社会的養護内容』萌文書林。 

桜井奈津子編著『養護内容』青踏社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.児童福祉施設における養護の意義を理解し、支援者としての保育士に必要な認識力を身につけられたか。 

2.子どもの成長・発達に果たす養護の意義について学習し、保育士としての役割感覚を身につけられたか。 

3.子どもの最善の利益を意識した支援の実践方法を身につけられたか。 

4.社会的養護に関わる各施設における事例分析を行い、利用者理解と支援方法、及び支援に関する具体的方策

を考察出来たか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・レポート  総合点の４５％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義で学んだこと、考えたことを日々の生活と繋げ深めてください。児童福祉施設のボランティアに参加する

など実践的に学ぶ姿勢を期待します。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。尚、オフィスアワー以外の時間でも来室は可能ですが、できるだけ事前にメ

ールにて連絡をするようにしてください。  

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業の目的・概要について学ぶ 

事前学習 
シラバスを熟読する。 

レジュメを保管するファイルを用意する。 

事後学習 社会的養護の概念について復習をしてくる。 

第２回 社会的養護の理念と施設の役割 
事前学習 社会的養護の体系について復習をしておく。 

事後学習 施設の機能と役割について整理する。 

第３回 子どもの権利条約の理念と意義 
事前学習 子どもの権利条約について復習をしておく。 

事後学習 子どの権利の視点から事例について考えてみる。 

第４回 
施設養護における支援の実際 

支援プロセスの概要 

事前学習 施設養護の内容を復習しておく。 

事後学習 支援プロセスのポイントをまとめる。 

第５回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる① 

事前学習 配布資料を熟読しておく。 

事後学習 グループのテーマについて再考する。 

第６回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる② 

事前学習 分担部分についてさらに調べておく。 

事後学習 まとめ方について各自考えてくる、 

第７回 
グループ発表準備 

グループごとに支援プロセスについてまとめる③ 

事前学習 分担部分についてまとめておく。 

事後学習 スライドの構成について再検討する。 

第８回 支援プロセスについてグループ別発表① 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第９回 支援プロセスについてグループ別発表② 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 
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第１０回 支援プロセスについてグループ別発表③ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第１１回 支援プロセスについてグループ別発表➃ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表内容について復習する。 

第１２回 支援プロセスについてグループ別発表➄ 
事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 支援プロセス全体について再度整理する。 

第１３回 ゲストスピーカーによる講義 
事前学習 ゲストスピーカーへの質問を考えておく。 

事後学習 現場の状況から学んだことを再度整理する。 

第１４回 
自立支援計画書の作成 

事例にそった支援計画の策定 

事前学習 事前学習をふまえ支援計画の目的を確認する。 

事後学習 個別ケアの必要性について確認する。 

第１５回 
自立支援計画書の作成 

 発表と討議 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
発表をふまえ、施設での支援の在り方について考察を

深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 中野 隆之 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経学など経営関連の履修内容を合わせて理解を深めることが重要。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは特に課さない。15回の講義の中では各講義内容と関連した演習問題を出題する。また、

第１２回の講義の際にレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編集『新・社会福祉士養成講座〈11〉福祉サービスの組織と経営 第５版』 
中央法規出版、2017 

【参考書】 
野中郁次郎著『経営管理』日経文庫、日本経済新聞社 

榊原清則著『経営学入門 上 下』日経文庫、日本経済新聞社  

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第１回目の授業の冒頭に班編成を行い、全ての受講、演習をとおして班別に着席してもらう。班別に
リーダーを決め、リーダーは授業進行・管理の補助をおこなう。なお授業中にスマホ、私語、居眠り
の多い者は教壇最前列に位置する班に所属させ、担当教員による厳重な監督下におく。 

２．第１２回目の講義の際にレポート課題を出題しますが、提出期限はその際に知らせる。また提出され
たレポートは後日発表してもらう。  

３．将来、福祉や様々なサービス業務でチームリーダーや管理職に携わる際に役立つ有効なセンスを磨く、

という意気込みで講義や演習に臨んでほしい。 
４．授業中、積極的に自分の考えを持ち発言すること。講義・演習を単に学課を学ぶ場としてではなく、

自分の考えをまとめ、発言する、文書化する、といった今後の学生生活や社会生活に必要なトレーニ

ングの場と考えること。 

５．理解が不十分な点については放置せず授業中やオフィスアワーを利用して積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

福祉サービスにおける組織と経営 

事前学習 テキスト pp.2～17 を読み概要を知る。 

事後学習 授業の中で出た議論や疑問点を整理する。 

第２回 社会福祉法人のガバナンス 

事前学習 
テキスト pp.19～47 に記載された各章や節の見出し

の他、図や表を読んで理解し、ついて概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第３回 福祉サービスにおける経営戦略、組織 

事前学習 
テキスト pp77～85（経営戦略）,93～98（組織）を読

み経営戦略と組織の概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第４回 
福祉サービスにおける経営戦略と組織 

演習 

事前学習 前回配布した資料を振り返る。 

事後学習 
演習の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第５回 福祉サービス組織におけるリーダーシップ 1 

事前学習 
pp.107～113（組織、集団、集団力学）を読み、自分

なりに組織と集団、個人の役割を考える。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第６回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 1 

演習 

事前学習 前回配布した資料を見ておく。 

事後学習 
前回学んだ組織や集団の考えと今回の演習での討議

内容を比較、整理 



 

 

第７回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

 

事前学習 pp.114～119（リーダーシップ）を読み概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第８回 
福祉サービス組織におけるリーダーシップ 2 

演習 

事前学習 前回配布した資料を見ておく 

事後学習 
前回学んだリーダーシップの諸理論と今回の演習で

の討議内容を比較、整理 

第９回 サービスマネジメント 

事前学習 

pp.121～137（サービスマネジメント）に記載された

各章や節の見出しの他、図や表を読んで理解し、授業

内容について概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１０回 サービスの質の評価、リスクマネジメント 

事前学習 

pp.138～162（サービスの質、苦情対応とリスクマネ

ジメント）に記載された各章や節の見出しの他、図や

表を読んで理解し、概要を知る。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１１回 人事労務管理、人材育成 

事前学習 
pp.175～179（福祉サービスの人事・労務管理）,204

～217（人材育成の意義）を読む。 

事後学習 
授業の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１２回 

人事労務管理、人材育成 

演習、 

レポート課題の出題 

事前学習 前回配布した資料を見ておく。 

事後学習 
演習の中で出た議論や疑問点を整理し、自分の考え

をまとめる。 

第１３回 福祉サービスにおける会計管理・財務管理 

事前学習 

テキスト pp.223～238 に記載された各章や節の見出

しの他、図や表を読んで理解し、授業内容について概

要を知る。 

事後学習 
会計管理・財務管理の意義や制度を理解したか再確

認する。 

第１４回 
情報管理そのほか 

 

事前学習 

pp.257～276（個人情報保護、介護サービス情報の公

表制度、第三者評価制度) に記載された各章や節の見
出しの他、図や表を読んで理解し、授業内容について
概要を知る。授業開始の前日までに第１２回で出題

されたレポートを提出しておく。 

事後学習 
情報管理、情報公表制度、第三者評価制度の意義や制

度を理解したか再確認。 

第１５回 
最後のまとめ 

演習（レポート課題発表と討論） 

事前学習 
ここまで未消化であった事項を整理する。 

第１２回で出題されたレポートの発表準備 

事後学習 
社会福祉サービスの経営に関し自分なりの知見が持

てたか振り返る。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 垰本 一雄 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学など経営関連の履修内容を合わせて理解を深めることが重要。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポートを、中間まとめの際に課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】福祉臨床シリーズ編集委員会編『社会福祉シリーズ 11 福祉サービスの組織と経営［第 3 版］』

弘文堂、2019。 

【参考書】授業の中で適宜指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「福祉サービスの組織と経営」は、社会福祉士国家試験の受験資格を得るための指定科目です。資格を目

指す学生にとって、とても重要な科目になります。また将来福祉の道に進む学生にとっては、福祉サービ

スを提供する組織と経営のあり方を学んでおくことは、必須の知識となります。リアルビジネスの世界で

30年間働いてきた教員の経験も注入しますので、共に基礎からじっくり学んでいきましょう。毎回できる

だけ課題を出します。それについて、各自が考察した結果を発表して教員と議論し、理解を深めていただ

きます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション&社会福祉と経営の概念  

事前学習 
シラバスの内容を基に、学習内容の全体像をあらかじ

め理解しておく。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察して、社会

福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 社会福祉基礎構造改革 

事前学習 
教科書 pp4～5 の措置制度の特徴と課題、pp.6~7 の社

会福祉器ぞ構造改革を読み、内容を理解する。 

事後学習 
日本の過去の社会福祉に関する改革の概要についてま

とめる。 

第３回 組織の設立と変遷 

事前学習 
教科書 pp.7～12 の「運営」から「経営」への転換を読

み、内容を理解する。 

事後学習 社会福祉組織の経営についてまとめる。 

第４回 福祉サービスの経営特性と課題 

事前学習 

教科書 pp.12～22 の福祉サービスの経営特性と諸課

題、pp.22~26 の福祉サービス経営のミッションと新た

な課題を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスの経営的な特性と今の課題についてまと

める。 

第５回 福祉サービスに係る組織や団体 

事前学習 
教科書 pp.30～34 の法人について、pp.34~40 の社会

福祉法人を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織・団体について、特徴を

まとめる。 

第６回 経営戦略 
事前学習 教科書 pp.54～62の経営戦略を読み、内容を理解する。 

事後学習 社会福祉組織の経営戦略について、整理しまとめる。 

第７回 組織と経営に関する基礎理論 事前学習 
教科書 pp.66～74の組織と経営に関する基礎理論を読

み、内容を理解する。 



 

 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織の経営について、基礎理

論をまとめる。 

第８回 管理と運営に関する基礎理論 

事前学習 
教科書 pp.74～80の管理と運営に関する基礎理論を読

み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織の管理と運営について、

基礎理論をまとめる。 

第９回 集団力学とリーダーシップに関する基礎理論 

事前学習 
教科書 pp.80～86の集団力学とリーダーシップに関す

る基礎理論を読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織における集団力学とリー

ダーシップについて、基礎理論をまとめる 

第１０回 中間まとめ 

事前学習 
ここまでの学習内容を振り返り、質問するべきことを

まとめておく。 

事後学習 
質疑応答の内容をまとめて、理解を深めておく。課題

レポートについて、作成を始める。 

第１１回 人事労務管理 

事前学習 
教科書 pp.92～108 の人事・労務管理を読み、内容を

理解する。 

事後学習 
福祉サービスを提供する組織における人事・労務管理

について、学習内容を整理しまとめる。。 

第１２回 福祉サービス組織の管理運営 

事前学習 
教科書pp.148～155の福祉サービス組織におけるコン

プラインストガバナンスを読み、内容を理解する。 

事後学習 

福祉サービスを提供する組織について、そこで必要と

されるコンプライアンスとガバナンスについて、整理

しまとめる。 

第１３回 利用者のニーズとサービスマネジメント 

事前学習 

教科書pp.176～180のサービス利用者およびニーズの

動向と pp.180~185 の福祉サービス提供組織の基本を

読み、内容を理解する。 

事後学習 
福祉サービスのニーズや提供組織のマネジメントにつ

いて、学習内容を整理しまとめる。 

第１４回 社会福祉組織の危機管理 

事前学習 

教科書 pp.194～201の危機管理とは何か、pp.207~215

の適切な福祉・介護サービス提供体制の確保を読み、

内容を理解する。 

事後学習 
社会福祉組織の危機管理について、学習内容を整理し

まとめる。 

第１５回 総まとめ 

事前学習 

ここまでの学習内容を振り返って、理解が不足してい

る点、より深く理解したい点などを、抽出して質問で

きるように準備する。 

事後学習 

質疑応答の内容をまとめて、理解が不十分であった内

容について確認する。同時に、期末試験に向けたレビ

ューの予定を立て、実行する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学関連科目の履修が望まれる。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宇山勝儀・小林理編著『社会福祉事業経営論－福祉事業の経営と管理』光生館、2011年。 
【参考書】 
平林亮子・高橋知寿『やさしくわかる社会福祉法人の経営と運営』税務経理協会、2018年。 

中島明彦著『医療福祉経営入門』同友館出版、2017年。 
柳在相編著『医療福祉の経営戦略』中央経済社、2013年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業はディスカッションやプレゼンテーションを中心に行われるので積極的に参加してほしい。また、

学生個人の思考力、創造力、問題解決能力の育成という、本学の基本方針の達成に向けて、下記の事を守

ることが期待されている。 

①正当な理由なく授業を欠席、遅刻、早退しないこと。とくに、3/4以上の出席が確認できない場合、本学

規定により単位の修得が認められないので注意すること。 

②理解できない部分は質問する等、積極的な態度で授業に参加すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話等、電子機器の電源を切っておくこと。 

④課題の提出期限を厳守すること。 

 なお、受講生の興味関心、理解度に応じて、講義の順序や内容を変更することがある。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお
く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 第 1章社会福祉事業の意義と経営構造 
事前学習 教科書の pp3〜19を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第３回 第 2章社会福祉事業の歴史 
事前学習 教科書の pp21〜48を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第４回 第 3章社会福祉事業をめぐる関連法制度 
事前学習 教科書の pp51〜71を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第５回 第 4章社会福祉事業の経営と管理 
事前学習 教科書の pp73〜83を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第６回 第 5章社会福祉事業の組織管理 
事前学習 教科書の pp87〜104を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第７回 第 6章社会福祉サービスの人事管理 
事前学習 教科書の pp107〜120を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第８回 第 7章社会福祉事業の労務管理 
事前学習 教科書の pp121〜150を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第９回 第 8章社会福祉事業の財務・会計管理 
事前学習 教科書の pp151〜184を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１０回 第 9章社会福祉事業の建物・設備管理 
事前学習 教科書の pp187〜194を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１１回 第 10章社会福祉事業のサービス管理 
事前学習 教科書の pp195〜209を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 



 

 

第１２回 第 11章社会福祉事業の情報管理 
事前学習 教科書の pp211〜218を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１３回 第 12章社会福祉事業の危機・安全管理 
事前学習 教科書の pp219〜233を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１４回 第 13章社会福祉事業の戦略管理 
事前学習 教科書の pp235〜252を読んでくる。 

事後学習 上記部分の復習をする。 

第１５回 総括－まとめ 
事前学習 これまでの講義概要を理解しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営学関連科目の履修が望まれる。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

期間中、レポートを3回課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】  

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中 

央法規、2017 年。  

 

【参考書】  

中島明彦『医療福祉経営入門』同友館、2017 年。  

菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著『現代の経営学』税務経理協会、2018 年。  

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11 版〕』ミネルヴァ書房、2016 年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業はディスカッションやプレゼンテーションを中心に行われるので積極的に参加してほしい。また、

学生個人の思考力、創造力、問題解決能力の育成という、本学の基本方針の達成に向けて、下記の事を守

ることが期待されている。 

①正当な理由なく授業を欠席、遅刻、早退しないこと。とくに、3/4以上の出席が確認できない場合、本学

規定により単位の修得が認められないので注意すること。 

②理解できない部分は質問する等、積極的な態度で授業に参加すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話等、電子機器の電源を切っておくこと。 

④課題の提出期限を厳守すること。 

 なお、受講生の興味関心、理解度に応じて、講義の順序や内容を変更することがある。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認してお
く。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第２回 福祉サービスと制度 
事前学習 教科書第 1章（pp.12～17）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第３回 法人とは何か。 
事前学習 教科書第 2章（pp.20～32）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第４回 社会福祉法人、NPO 法人 
事前学習 教科書第 2章（pp.33～62）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第５回 戦略と事業計画 
事前学習 教科書第 3章（pp.78～92）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第６回 ディスカッション 
事前学習 前回の内容を復習する。 

事後学習 経営戦略と事業計画を立ててみる。 

第７回 リーダーシップ 
事前学習 教科書第 3章（pp.114～119）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第８回 サービスマネジメント 
事前学習 教科書第 4章（pp.121～137）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第９回 サービスの質の評価 
事前学習 教科書第 4章（pp.138～152）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１０回 リスクマネジメント 
事前学習 教科書第 4章（pp.153～162）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 



 

 

第１１回 人事・労務管理 
事前学習 教科書第 5章（pp.175～203）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１２回 人材育成 
事前学習 教科書第 5章（pp.204～222）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１３回 会計管理と財務管理 
事前学習 教科書第 6章（pp.223～238）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１４回 情報管理・戦略的広報 
事前学習 教科書第 7章（pp.257～276）を読んでくる。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１５回 総括 

事前学習 
今後の福祉サービス提供組織の経営と運営
のあり方について考察する。 

事後学習 
これまで学習したことを 2000 字程度にまと

める。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 松尾 仁 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場

合によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉および経営学関連科目を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人

などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、

社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが

良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法

人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内容と関連したレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 11 福祉サービスの組織と経営 第 5 版』中
央法規、2017年。 
【参考書】 
中島明彦『医療福祉経営入門』同友館、2017年。 
菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著『現代の経営学』税務経理協会、2018年。 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉〔第 11版〕』ミネルヴァ書房、2016年。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

主体的に授業に参加し、社会福祉経営の基礎的な理論と現状を学び、社会福祉経営のさまざまな問題につ

いて漠然とではなく論理的に考える力を身につけるよう心掛けていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス/福祉サービスと経営 
事前学習 

シラバスを読んで授業の概要を確認し、教科
書の pp.2～11 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第２回 社会福祉サービスの制度 
事前学習 教科書の pp.12～17 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第３回 社会福祉法人の概要 
事前学習 教科書の pp.20～47 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第４回 社会福祉サービスの法人・団体 
事前学習 教科書の pp.48～75 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第５回 福祉サービスの戦略 
事前学習 教科書の pp.78～92 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第６回 福祉サービスの組織 
事前学習 教科書の pp.93～98 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第７回 福祉サービスの管理 
事前学習 教科書の pp.99～106 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第８回 福祉サービスのグループ・ダイナミクス 
事前学習 教科書の pp.107～113 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第９回 福祉サービスのリーダーシップ 
事前学習 教科書の pp.114～119 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１０回 社会福祉とサービスマネジメント 
事前学習 教科書の pp.122～152 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１１回 福祉サービスのリスクマネジメント 
事前学習 教科書の pp.153～174 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１２回 福祉サービスの人事・労務管理 
事前学習 教科書の pp.176～221 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１３回 社会福祉法人の財務管理 
事前学習 教科書の pp.224～256 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

第１４回 福祉サービスの情報管理と広報 
事前学習 教科書の pp.258～276 を読んでくる。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 



 

 

第１５回 総括 
事前学習 これまでの授業内容を整理しておく。 

事後学習 授業内容の確認と自分の考えをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場合

によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、医療法人な

どがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材の確保、社

会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決するのが良い

のかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営利法人との

関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントについては、基本的には課さないが、必要に応じて課すケースもある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 11．福祉サービスの組織と経営第 5 版』中央法

規、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを目

的としています。目的達成のため、受講生は下記の条件を守ってください。 

１．授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講してください。学生には積極的な態度で授業に参加

することが期待されています。 

２．自ら進んで教員に質問してください。理解できないことをそのまま放っておくことはしないでください。 

３．授業中は欠席、遅刻、早退、無断退出をしないでください。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を

必ず教員に報告してください。正当な理由であっても､3/4以上の出席が確認できない場合は、不合格となり

ます。 

４．授業中、私語は絶対にしないでください。 

５．授業中に居眠りはしないでください。 

６．授業中は携帯電話・スマートフォンの電源を切ってください。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 
社会福祉経営の概念に関する記事を確認す

る。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察

して、社会福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 
福祉サービスにおける組織と経営（１） 

（福祉サービスと制度） 

事前学習 
福祉サービスの供給に関する記事を予備知

識として確認する。 

事後学習 
福祉サービスの事業者および対象の変遷つ

いてまとめる。 

第３回 
福祉サービスにおける組織や経営（２） 

社会市場における経営環境と倫理 

事前学習 
社会市場における経営環境について確認す

る。 

事後学習 
授業内容、第 1章の福祉サービスについてま

とめる。 

第４回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（１） 

ガバナンス、コンプライアンス 

事前学習 法人に意味について調べる。 

事後学習 
企業のガバナンスとコンプライアンスにつ

いて整理する。 

第５回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（２） 

社会福祉法人、NPO 法人 

事前学習 
社会福祉法人、NPO 法人に関連する記事の確

認。 

事後学習 社会福祉法人、NPO法人の現状を整理する。 

第６回 
福祉サービスにかかわる組織や団体（３） 

医療法人、営利法人、公益法人、市民団体、協同組合 
事前学習 

営利法人と社会福祉関連企業に関する記事

を確認。 



 

 

事後学習 
医療法人、営利法人の事業の多様化について

まとめる。 

第７回 
福祉サービスの戦略の基礎理論 

戦略の基礎概念、戦略策定プロセス 

事前学習 経営戦略とは何か考えてまとめる。 

事後学習 経営戦略の策定についてまとめる。 

第８回 
福祉サービスの組織の基礎理論 

組織構造、組織形態 

事前学習 集団と組織の違いとは何か考えまとめる。 

事後学習 組織構造と組織原則についてまとめる。 

第９回 
福祉サービスの組織と経営の基礎理論 

リーダーシップ、管理運営 

事前学習 モチベーションについてまとめる。 

事後学習 
福祉サービスにおけるリーダーシップの応

用について整理する。 

第１０回 
福祉サービスの管理運営 

サービスマネジメント、サービスの質の評価 

事前学習 サービス取引の特性について調べる。 

事後学習 
福祉サービスとマーケティングとの関係性

について整理する。 

第１１回 
福祉サービスのサービス管理 

苦情対応とリスクマネジメント 

事前学習 
福祉サービスのリスクに関する記事を確認

する。 

事後学習 
サービス課題の解決についてバックアップ

型組織を中心にまとめる。 

第１２回 福祉サービスの人事労務管理 

事前学習 
福祉サービスにおける動機づけに関連する

記事を確認する。 

事後学習 
福祉サービスの人事労務管理のあり方を整

理する。 

第１３回 福祉サービスの会計管理と財務管理 

事前学習 
福祉サービスの資産管理と運営財源に関連

する記事を確認する。 

事後学習 
福祉サービス提供組織の財源に関して把握

する。 

第１４回 福祉サービスの情報管理と戦略的広報 

事前学習 
インターネット利用者の推移に関連する記

事を確認する。 

事後学習 
個人情報保護と事業運営の透明性について

福祉サービスを軸にまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 全体の学習を確認して総括する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP1103 

SBMP1103 

SPMP1103 

PSMP1403 
２．授業担当教員 村川 浩一 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題について

も考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役

割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 

1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 
3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 

4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 
6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業の最後に当日の講義内容の要点、意見メモを提出する。 
２．グループディスカッションは、検討内容をまとめ発表する。 

３．レポート課題「現代日本の福祉課題」1000字程度にまとめ提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は社会福祉を学ぶ上で基本的・基礎的な内容が中心となっており、講義に集中しノートを作り復習

することで、将来の福祉実習や仕事にも役立つ。意見や質問を遠慮せず出してみよう。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容   

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  
講義のすすめ方、講師紹介 

福祉とは、社会福祉とは 

事前学習 教科書用意、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料による） 

第２回 

ディスカッション「福祉への関心」 

・社会福祉への関心、意見交流 
・社会福祉への動機づけ 

事前学習 前回資料の復習、シラバス確認 

事後学習 講義資料等の復習（配付された資料等） 

第３回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(1)近代 
（英国救貧法～新救貧法～ドイツ社会保険） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（英国救貧法・新救貧法等） 

第４回 
社会福祉の歴史・欧米の動き(2)現代 

1929年大恐慌、べバリッヂ報告他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ベバリッジ報告その他） 

第５回 
社会福祉の歴史・日本の動き(1)明治～戦前 

（恤救規則、救護法ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読（救護法その他） 

事後学習 講義資料等の復習（救護法その他） 

第６回 
社会福祉の歴史・日本の動き(2)戦後～現代 
（福祉３法・福祉６法、社会保障構造改革） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（戦後日本の福祉法制度） 

第７回 
社会福祉士の理念（日本国憲法、共感・社会連
帯・QOL・ノーマライセーション） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（日本国憲法ほか） 

第８回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(1)リッチモンド、ティトマス他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（リッチモンド・テイトマス他） 

第９回 
社会福祉の理念・ソーシャルワーク 
(2)診断主義～機能主義、市民参加 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（診断主義・機能主義ほか） 

第１０回 
社会福祉の政策(1)福祉国家の役割 

・3つの福祉資本主義、日本は？ 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉国家・Eアンデルセン他）９ 

第１１回 
社会福祉の政策(2)日本の福祉政策 

・少子高齢化、貧困問題への対応等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習福祉政策・少子高齢化ほか 

第１２回 グループディスカッション「福祉政策への関 事前学習 前回資料の復習、シラバス確認、 



 

 

心・福祉現場への理解」意見交流 事後学習 講義資料等の復習（配付された資料をもとに） 

第１３回 
社会福祉における行政の役割(1) 

（国＝中央政府）厚生労働省 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（厚生労働省・地方自治体の機関） 

第１４回 
社会福祉における行政の役割(2) 

（地方自治体・機関福祉事務所・児童相談所他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉事務所・児童相談所ほか） 

第１５回 
社会福祉における民間の役割(1) 
・社会福祉法人、社会福祉協議会・農協・生協 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（社会福祉法人・社協その他） 

第１６回 
社会福祉における民間の役割(2) 
・ボランティア活動、NPO等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ボランティア等民間福祉活動） 

第１７回 
直接援助技術(1)ケースワーク 
・ケースワークの意義、過程等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（個別援助技術） 

第１８回 
直接援助技術(2)グループワーク他 
・グループワーク、ケースワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（集団援助技術その他） 

第１９回 
間接援助技術(1)コミュニティワーク 

・コミュニティワークと地域社会他 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（地域社会・地域援助技術） 

第２０回 
間接援助技術(2)スーパービジョン他 

・ケースワーク、コミュニティワーク（復習） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（スーパーヴィジョン他） 

第２１回 関連援助技術(1)ネットワーク他 
事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ネットワークほか） 

第２２回 関連援助技術(2)ケアマネジメント他 
事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（ケアマネジメントほか） 

第２３回 
レポート課題「社会福祉の現状と課題につい
て」、グループディスカッション 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第２４回 
試験予告（社会福祉のキーワードを復習し、 
理解を深める 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

第２５回 
社会福祉の課題(1)財源確保・配分、消費税率

改訂（複数税率を含む） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉財源・消費税その他） 

第２６回 
社会福祉の課題(2)人材の確保・養成・専門職

制度、海外からの人材ほか 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（福祉人材・外国人労働者） 

第２７回 
社会福祉の課題(3)少子高齢化への対応等 
（保育所待機児童問題ほか） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（保育その他・少子化対策） 

第２８回 
社会福祉の課題(4)子育て支援、子ども食堂と
は、低所得者支援等 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（低所得者支援ほか） 

第２９回 
関連制度への理解（保健医療・住宅・教育・雇
用労働その他） 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（関連制度施策など） 

第３０回 
総括講義(1)社会福祉の課題、(2)海外に学ぶ
(英国、ドイツ、スウェーデン等) 

事前学習 シラバス確認、教科書熟読 

事後学習 講義資料等の復習（配布プリントによる） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 姜 壽男 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 
＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業
への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。
授業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメ

ージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 教科書の第 3章（pp.69～80）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズ―福祉サ
ービス利用者の捉え方― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.81～92）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが
国の社会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが

国の社会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが
国の社会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第９回 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが

国の社会福祉の歩みー④近年：少子高齢社会へ
の対応 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

  



 

 

第１０回 
第２章 社会福祉基礎構造改革への歩みと社

会福祉動向 

事前学習 教科書の第 2章（pp.17～32）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩み 

事前学習 教科書の第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2章（pp.33～68）を読み重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外

国の社会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外
国の社会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外

国の社会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイ
ツの社会福祉の歩みー 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウ
ェーデンの社会福祉の歩み 

事前学習 教科書第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジ

ア諸国の社会福祉の歩みー 

事前学習 教科書第第 2章（pp.33～68）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２０回 
 第３・４章（補足）社会福祉原理をめぐる理
論と哲学-福祉政策の理念 

事前学習 講義資料：（国家の経済と福祉政策の変遷）熟読 

事後学習 重要内容について整理し、理解を深める。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―社会福祉行政― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―社会福祉財政― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 

―民間福祉活動― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 
―福祉活動の運営― 

事前学習 教科書第 56章（pp.93～144）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―所得保障― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と

課題―高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について

の要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と
課題―障害者福祉― 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と

課題－地域福祉 

事前学習 教科書第 8章（pp.195～260）を読み理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等について
の要点をまとめる。 

第３０回 まとめと最終確認 
事前学習 これまでの内容について、重要な点を再確認しておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 崔 允姫 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業へ

の出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。授

業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 
教科書の第 3 章（pp.69～80）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズー福祉サービス

利用者の捉え方― 

事前学習 
教科書の第 4 章（pp.81～92）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社 事前学習 教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進



 

 

第８回 

会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社

会福祉の歩みー④近年 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 まとめ 課題① 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し
ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩み 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み重要な点を
再確認しておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイツの社
会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウェーデ

ンの社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジア諸国
の社会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２０回 まとめ 課題② 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会

福祉行政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会
福祉財政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―民間
福祉活動― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―福祉

活動の運営― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
所得保障― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―

障害者福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題－
地域福祉 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３０回 まとめ 課題③ 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題につい

ても考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人

の役割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を

深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 
2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 

3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 
5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 

6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

  6つの目標について関心を高め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

  6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉原論はこれから社会福祉を学ぶ上で不可欠な理論習得の基礎となる科目です。そのため、授業へ

の出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極的な取組みを望みます。授

業の進捗状況・理解度にあわせ、内容や順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 第１章 社会福祉とは何かー①理念 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 第１章 社会福祉とは何かー②制度 

事前学習 
教科書の第 1章（pp.1～16）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 第３章 現代における社会福祉―理論― 

事前学習 
教科書の第 3 章（pp.69～80）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 
第４章 社会福祉政策と福祉ニーズー福祉サービス

利用者の捉え方― 

事前学習 
教科書の第 4 章（pp.81～92）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー①明治・大正時代 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社
会福祉の歩みー②昭和時代（戦前） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社 事前学習 教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進



 

 

第８回 

会福祉の歩みー③昭和時代（戦後） めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―わが国の社

会福祉の歩みー④近年 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.17～32）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 まとめ 課題① 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し
ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１１回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩み 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み重要な点を
再確認しておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め

る。 

第１３回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーイギリス（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社

会福祉の歩みーアメリカ（歴史） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１６回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―諸外国の社
会福祉の歩みーアメリカ（近年） 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１７回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―ドイツの社
会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１８回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―スウェーデ

ンの社会福祉の歩み 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第１９回 
第２章 現代の社会福祉の歴史と展望―アジア諸国
の社会福祉の歩みー 

事前学習 
教科書第第 2 章（pp.33～68）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２０回 まとめ 課題② 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

第２１回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会

福祉行政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２２回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―社会
福祉財政― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２３回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―民間
福祉活動― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２４回 
第５章 社会福祉関係法制と運営 第６章 ―福祉

活動の運営― 

事前学習 
教科書第 56 章（pp.93～144）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２５回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
所得保障― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第２６回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
高齢者福祉と介護保険― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２７回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―
児童家庭福祉・ひとり親家庭の福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２８回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題―

障害者福祉― 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に
ついての要点をまとめる。 

第２９回 
第８章 社会福祉及び関連する分野の現状と課題－
地域福祉 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.195～260）を読み理解を進
めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３０回 まとめ 課題③ 

事前学習 
これまでの内容について、重要な点を再確認し

ておく。 

事後学習 
ここまでの内容について整理し、理解を深め
る。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム①】【現代社会と福祉①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【地域福祉の理論と方法①】【福祉行財政と福祉計画

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【社会保障①】【低所得者に対する支援と生活保護制度

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 
【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度①】【社会調査の基礎①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【相談援助の基盤と専門職①】【相談援助の理論と方法

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 
【福祉サービスの組織と経営①】【児童や家庭に対する

支援と児童・家庭福祉制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 
【高齢者に対する支援と介護保険制度①】【就労支援サ

ービス①】【更生保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【社会理論と社会システム②】【現代社会と福祉③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【現代社会と福祉④】【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【福祉行財政と福祉計画②】【社会保障②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度②】【人体の構

造と機能及び疾病②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【心理学理論と心理的支援②】【障害者に対する支援と

障害者自立支援制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 【保健医療サービス②】【権利擁護と成年後見制度②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【社会調査の基礎②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 
相談援助の基盤と専門職②】【相談援助の理論と方法

③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 【相談援助の理論と方法④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【高齢者に対する支援と介護保険制度③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度③】

【福祉サービスの組織と経営②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【就労支援サービス②】【更生保護制度②】【専門科目

復習模試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門)：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究 1 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 2 

第 31 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 

GEBS1101 

GELA1101 

GELA1301 ２．授業担当教員 李 泰俊 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題、レポート課題は授業の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房に基づき必要に応じては基礎資料を配布する。 

【参考書】必要な参考書は、授業の中で指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉入門は、今後、他の福祉科目を履修するにあたって、必要な基礎的知識を習得する必修科目であり

ます。従って、全体的な基礎的学習程度を評価する期末試験の比重が大きいことを熟知してください。 

13．オフィスアワー 初回授業の中で提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・授業オリエンテーション（グループ作りを含む） 

・「福祉とは何か，福祉を通して何を学ぶのか」 

事前学習 
社会や身近い日常生活で起こる出来事と 

福祉との関連を考えてみる。 

事後学習 現代社会における福祉の役割を理解する。 

第２回 「現代社会を取り巻く現状と福祉の展開 
事前学習 教科書 pp.22－30 まで読んでおく 

事後学習 授業内容と自分の生活との関連を確かめてみる。 

第３回 社会福祉の基礎概念とノーマルゼーション 
事前学習 教科書 p.20 を読んでおく 

事後学習 社会福祉にかかわる用語・概念をまとめる。 

第４回 社会福祉のはじまりと福祉国家の成立 
事前学習 教科書 pp.40～45 読んでおく 

事後学習 福祉国家までの道のりをまとめる。 

第５回 
日本の社会福祉歴史と展開―日本型福祉社会の成立

― 

事前学習 教科書 pp.34～36 を読んでおく 

事後学習 日本社会福祉の道のりにまとめる。 

第６回 社会福祉政策の仕組みと運営 
事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 福祉制度と政策の関係をまとめる。 

第７回 

社会福祉の援助方法と展開「福祉の援助の対象と原

理」 
レポート課題発表 

事前学習 援助とは何かを事前に調べておく。 

事後学習 ソーシャルワークの実践と展開をまとめる。 

第８回 
グループ研究「社会福祉関連の関心事について調べ

ましょう」グループディスカッションと課題分担 

事前学習 事前配布資料について読んでおく 

事後学習 
どのようにグループで学習していくか、話し合っ

たことをまとめておく。 

第９回 日本の社会保障制度の仕組みと役割【貧困と福祉】 

事前学習 教科書 pp.102～110 を読んでおく 

事後学習 
ナショナルミニマムにおける社会保障制度の機能

をまとめる。 

第１０回 障害者福祉―障害の理解と援助（ICF の理解）― 
事前学習 教科書 pp.166～170 を読んでおく 

事後学習 障害の概念と援助の基本考え方をまとめる。 

第１１回 
高齢者にかかわる問題と社会福祉 

－高齢社会の現状と対策－ 

事前学習 教科書 p.144 を読んでおく 

事後学習 高齢者問題にかかわる制度の役割をまとめる。 

第１２回 
児童・家庭の問題と社会福祉の関わり 

－現代社会における児童・家庭問題を理解する－ 

事前学習 事前配布資料を読んでおく 

事後学習 
家庭・児童問題の変化と社会福祉の機能について

まとめる。 

第１３回 
地域福祉の理解と課題 

－地域をめぐる状況と地域福祉の考え方－ 

事前学習 教科書 pp.186～187 を読んでおく。 

事後学習 
授業内容に基づき，自分の地域問題は何かを考え，

対策をまとめる。 

第１４回 
・レポート発表 
・グループ発表① 

事前学習 グループ発表の準備をする 

事後学習 
ほかの学生の発表のなかで参考になったことを整

理しておく。 



 

 

第１５回 
・グループ発表② 

・期末試験について 

事前学習 各グループの資料などを読んでおく。 

事後学習 
ほかの学生の発表のなかで参考になったことを整

理しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生涯学習概論 （4 単位） 

３．科目番号 
GELA2329 

EDTC2308 
２．授業担当教員 手打 明敏 

４．授業形態 講義、演習（調査研究、グループワーク含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、文部科学省令で定められた社会教育主事科目の必修科目であり、社会教育・生涯学習入門とし

位置づけられる。社会教育、生涯学習に関する基本的事項について平易に解説する。 

７．講義概要 

「生涯教育・生涯学習」という考え方は、1960年代以降にわが国に導入され、教育改革の原理として成人
継続教育としてキャリア教育、リカレント教育などに反映されている。また、地域住民の学習活動支援の

充実が図られている。本科目は、「生涯学習」の基本的な考え方と実際の生涯学習活動について概説する
ことを通して、受講者一人ひとりが、「生涯学習」の意義を理解し、自己の充実・キャリア形成に役立て
ることを目的とする。同時に、生涯学習社会の実現に向けた学習活動を支える専門職員である「社会教育

主事」「司書」「学芸員」の役割について学び、学校と地域との連携や行政・民間レベルでの様々な取り
組みについて理解を深めるとともに、生涯学習の国際的動向についても理解を深めることを目指す。 

８．学習目標 

この授業では、国際的動向をふまえ「生涯教育・生涯学習」の考え方を理解するとともに、学校教育、

社会教育との関係について理解することを目標とする。 

そのために次の５つの到達目標を設定する。 

1)「生涯学習」を支える理念・思想について理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2)「生涯学習」の現代的意義を理解した上で、生涯学習社会に向けた学校と地域との連携や行政・民間レ
ベルでの諸活動の役割について、わかりやすく説明することができる。 

3)「社会教育主事」に求められる役割を理解した上で、学校教育とは異なる学習者支援の方法を理解る。   

4）地域の生涯学習・社会教育の実践に関心をもち、 研究課題を設定できる。 

5)「生涯学習」の国際的動向について説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

「期末レポート」の課題 

 本授業を受講することで、生涯学習についての認識がどのように変化したかをまとめていただく。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 手打明敏・上田孝典『社会教育・生涯学習』（MINERVA はじめて学ぶ教職７）ミネルヴァ書房、2019年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会を生きていく上での生涯学習の意義とともに生涯学習に関する内外の多様な考え方を理解し、

具体的に説明できる力を身につけたか。(知識・理解) 

２．我が国の生涯学習政策の動向、とくに地域創生や学校教育支援に果たす生涯学習関連職員の役割につ
いて理解した上で、生涯学習の課題について自身の見解をまとめ、表現できる力を身につけたか。（思考

力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

【授業への取り組み姿勢、授業内での課題提出、期末レポート等を総合して評価する。】 

１．授業への取り組み姿勢              総合点の 20％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート等） 総合点の 30％ 

３．期末試験またはレポート             総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生涯学習の考え方は現代の学校教育改革とも深く関連しているので、教職を目指す学生は受講していただ

きたい。本授業は教科書を使用するとともに視聴覚教材等を適時活用し、分かりやすい授業をおこない

たい。受講学生との対話を重視して授業をおこなう。授業内での質疑を行うとともに、毎時間「質問紙」

を配布し、学生の疑問、質問には、次回授業時に回答する。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
シラバスの説明（授業の進め方） 

事前学習 
シラバスを調べ、その内容や構成、進め方を理
解する。 

事後学習 
生涯学習社会の実現、その考え方、意義につい
て整理し、まとめる。 

第２回 社会教育・生涯学習と学校１ 

事前学習 
序章（pp.1～５）を読み、分からない部分をチ
ェックしておく。 

事後学習 
社会教育・生涯学習政策と学校の関係を整理す
る。 

第３回 社会教育・生涯学習と学校２ 
事前学習 

教科書（pp.５～８）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 生涯学習政策における学校の役割を整理する。 

第４回 社会教育・生涯学習と学校３ 
事前学習 

教科書（pp.９～11）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 地域と連携・協働する学校について整理する。 

第５回 社会教育・生涯学習の思想と歴史１ 
事前学習 

教科書（pp.17～22）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 社会教育法の理念について整理する。 

第６回 社会教育・生涯学習の思想と歴史２ 
事前学習 

教科書（pp.23～28）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 ユネスコの生涯教育・生涯学習論を整理する。 

第７回 社会教育・生涯学習の法制と行政 
事前学習 

教科書（pp.31～43）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 社会教育行政を支える法制度を整理する。 



 

 

 

第８回 社会教育・生涯学習の施設と職員１ 
事前学習 

教科書（pp.45～50）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 公民館の機能、役割について整理する。 

第９回 社会教育・生涯学習の施設と職員２ 
事前学習 

教科書（pp.50～57）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 図書館・博物館の機能、役割について整理する。 

第１０回 社会教育・生涯学習の対象と方法 

事前学習 
教科書（pp.59～69）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
社会教育・生涯学習の対象である青少年・成人
の学習の特性、学習支援の方法を整理する。 

第１１回 世界の生涯学習政策１ 
事前学習 

教科書（pp.73～78）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 ユネスコの生涯学習論を整理する。 

第１２回 世界の生涯学習政策２ 

事前学習 
教科書（pp.79～84）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
ヨーロッパ、アジア・太平洋地域の生涯学習の
取り組みを整理する。 

第１３回 第 1部のまとめ 
事前学習 

序章から第 5 章までの中で関心をもった事項、
疑問点をチェックしておく。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

第１４回 「開かれた学校」にみる社会教育１ 

事前学習 
教科書（pp.89～96）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
「開かれた学校」が求められる社会的背景を整

理する。 

第１５回 「開かれた学校」にみる社会教育２ 

事前学習 
教科書（pp.96～99）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 
地域と学校の連携・協働を具体化する仕組みに

ついて整理する。 

第１６回 地域文化の継承 
事前学習 

教科書（pp.103～115）を読み、分からない点を
チェックしておく。 

事後学習 地域の伝統芸能等を継承する学びを整理する。 

第１７回 地域防災教育の展開１ 
事前学習 

教科書（pp.117～121）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 大規模災害と社会教育の課題を整理する。 

第１８回 地域防災教育の展開２ 
事前学習 

教科書（pp.122～126）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 地域防災教育の実践事例を整理する。 

第１９回 第Ⅱ部のまとめ 
事前学習 

第 6章から第 8章までの中で関心を持った事項、
疑問点を整理する。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

第２０回 貧困・格差社会を生きる子どもの暮らしと社会教育１ 
事前学習 

教科書（pp.131～135）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 「子どもの貧困」について整理する。 

第２１回 貧困・格差社会を生きる子どもの暮らしと社会教育２ 

事前学習 
教科書（pp.135～142）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
「子どもの貧困」解決に向けた教育の可能性を

整理する。 

第２２回 若者支援と居場所づくり１ 
事前学習 

教科書（pp.145～150）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 戦後社会教育における若者支援を整理する。 

第２３回 若者支援と居場所づくり２ 
事前学習 

教科書（pp.150～156）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 若者支援の現状と課題について整理する。 

第２４回 地域スポーツの推進と生涯学習１ 
事前学習 

教科書（pp.159～164）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 地域スポーツ振興の法制度を整理する。 

第２５回 地域スポーツの推進と生涯学習２ 

事前学習 
教科書（pp.164～171）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
地域スポーツを支える施設・人材等について整
理する。 

第２６回 地域で生きる障害者１ 
事前学習 

教科書（pp.175～179）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 ノーマライゼーションの考え方を整理する。 

第２７回 地域で生きる障害者２ 

事前学習 
教科書（pp.179～186）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
ノーマライゼーションの実現に果たす教育の役

割を整理する。 

第２８回 多様性を包摂する社会教育を目指して１ 

事前学習 
教科書（pp.189～193）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 
戦後日本における多文化・多民族社会の様相を

整理する。 



 

 

第２９回 多様性を包摂する社会教育を目指して２ 
事前学習 

教科書（pp.193～200）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 国際化の進展と多文化共生の諸相を整理する。 

第３０回 第Ⅲ部のまとめ 
事前学習 

第 9章～第 13章までの中で関心を持った事項、
疑問点を整理する。 

事後学習 質疑応答で理解したことをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2101 

SBMP2301 

SPMP2301 

PSMP2401 
２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

障害者を取り巻く福祉制度・政策は、日々、劇的な変化を遂げている。そして、障害者のニーズも複雑・

多様化している。実践現場では、これに適切に対処することができるソーシャルワーカーが求められている。
本講義においては、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャ
ルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。 

また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題
のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。 

そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置す

る科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源
となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それ
に沿った内容も講義する。 

８．学習目標 

障害者福祉論が終了した時点で、具合的に以下の点を理解し、説明できるようにする。 

・障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 

・障害者福祉制度の発展過程 

・障害者自立支援制度と近年における改正状況 

・障害者福祉に関連する法令の概要 

・相談支援事業所の役割と実際 

・障害者福祉の専門職の役割と実際 

・障害者福祉の多職種連携・ネットワーキング 

・障害者自立支援制度と介護保険制度の関係 

・障害者権利条約の批准 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義を聞いているだけでは、その内容を理解することは難しい。そのため、学生の理解度を上げるため、

講義内において課題を設定し、それを行うことを予定している。 

具体的には次のような課題である。①身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者

福祉法の概要、②バリアフリー新法、③社会福祉士国家試験過去問題 ④障害者総合支援法への改正点等 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度（第 5 版）』中央法規。 

 

参考図書等については随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

9 つの学習目標を理解することが出来たか。 

○評定の方法 

①中間試験 40％ ②期末試験 40％ ③平常点（授業への積極的参加度及びレポート）20％ 

尚、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が確認できない場合には単位の修得は認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義においては、学生の理解度を上げるため、さまざまな箇所において、学生の意見や感想、さらには

これまでに学んだ福祉の知識について、質問していくという形式で講義を進めていく。その際、学生からの

積極的な参加を望んでいるので、その内容が優れていると判断した場合には、大いに講義内評価として加味

していく。授業の進捗状況・理解度にあわせ、授業内容の順番等を変更する場合もある。 

また、学生自身により講義の質を高めるため、以下の点に注意して受講しなければならない。 

・講義中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講する。 

・理解できないことは、講義外において積極的に質問する。 

・明らかに態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。それでも改善が見られない場合には、たと

え全出席であってもＦ評価とする。 

・講義中、私語、居眠りは絶対にしてはならない。 

13．オフィスアワー 初回授業で連絡します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション   

障害者福祉とは何か 

事前学習 
教科書を準備し、シラバスに目を通してから講義へ臨むこ

と。 

事後学習 配付プリントの復習。 

第２回 
障害者を取り巻く社会情勢と生活実態① 

障害者権利条約批准の主旨とわが国の動向 

事前学習 第 1章第 1節を熟読し、障害者の現状を理解する。 

事後学習 障害者の現状について、配布プリントの復習。 

第３回 

障害者を取り巻く社会情勢と生活実態② 

「障害者」の生活実態・国際生活機能分類

（ICF） 

事前学習 第１章第 2・3節を熟読し、ICFを理解する。 

事後学習 
ICF と医学モデル/社会モデルについて配布プリントの復

習。 



 

 

第４回 

障害者にかかわる法体系① 

障害者基本法の概要 

障害者差別解消法と合理的配慮 

事前学習 第 2章第１節を熟読し、障害者基本法を理解する。 

事後学習 
障害者基本法・障害者差別解消法の概要について配布プリ

ントの復習。 

第５回 

障害者にかかわる法体系② 

身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精

神保健福祉法・発達障害者支援法の概要と

課題 

事前学習 
第 2章第 2～5節を熟読し、身体障害者福祉法・知的障害者

福祉法・精神保健福祉法・発達障害者福祉法を理解する。 

事後学習 
身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・

発達障害者支援法の概要について配布プリントの復習。 

第６回 
障害者にかかわる法体系③ 

障害者虐待防止法の概要と課題 

事前学習 
第 2章第 6・7章を熟読し、障害者虐待防止法・医療観察法

を理解する。 

事後学習 障害者虐待防止法について配布プリントの復習。 

第７回 

障害者にかかわる法体系④ 

バリアフリー新法・障害者雇用促進法の概

要と課題 

事前学習 
第 2章第 9・10章を熟読し、バリアフリー新法・障害者雇

用促進法を理解する。 

事後学習 
バリアフリー新法・障害者雇用促進法の概要について配布

資料を復習。 

第８回 第 1回から第 7回までのまとめ・中間試験 

事前学習 第 1回～第 7回までを復習する。 

事後学習 中間試験で、出来なかったところを復習。 

第９回 障害者総合支援法の概要① 

事前学習 
第 3章第 1節を熟読し、障害者総合支援法の概要を理解す

る。 

事後学習 障害者総合支援法の概要について配布プリントの復習。 

第１０回 
障害者総合支援法② 

支給決定のプロセス 

事前学習 
第 3章第 3節を熟読し、障害者総合支援法の支給決定のプ

ロセスを理解する。 

事後学習 支給決定のプロセスについて配布プリントの復習。 

第１１回 

障害者総合支援法③ 

自立支援給付のサービス（1） 

（介護給付・訓練等給付） 

事前学習 
第 3章第 2節を熟読し、自立支援給付のサービスを理解す

る。 

事後学習 自立支援給付のサービスについて配布プリントの復習。 

第１２回 

障害者総合支援法④ 

自立支援給付のサービス（2） 

（自立支援医療・補装具・地域相談支援） 

事前学習 
第 3章第 2・4・5節を熟読し、自立支援給付のサービスを

理解する。 

事後学習 自立支援給付のサービスについて配布プリントの復習。 

第１３回 

地域生活支援事業・障害児支援のサービス 

（都道府県地域生活支援事業・高次脳機能

障害） 

事前学習 
第 3章第 2・6・8・9節を熟読し、地域生活支援事業のサー

ビスを理解する。 

事後学習 
地域生活支援事業・障害児支援のサービスについて配布プ

リントの復習。 

第１４回 
障害者の所得保障・国家試験過去問題（事

例問題） 

事前学習 
第 2章第 12節（所得保障に関する）を熟読し、障害者の所

得保障の理解と提示した国家試験過去問題を解いてくる。 

事後学習 
障害者の所得保障について配布プリント・国家試験問題の

復習。 

第１５回 まとめ・振り返り 

事前学習 
教科書・配布したプリントを復習し、解らないところを整

理しておく。 

事後学習 期末試験に向けて復習。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2101 

SCMP2101 

SBMP2301 ２．授業担当教員 村本 浄司 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

障害者を取り巻く福祉制度・政策は、日々、劇的な変化を遂げている。そして、障害者のニーズも複雑・

多様化している。実践現場では、これに適切に対処することができるソーシャルワーカーが求められている。
本講義においては、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャ
ルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。 

また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題
のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。 

そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置す

る科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源
となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それ
に沿った内容も講義する。 

８．学習目標 

障害者福祉論が終了した時点で、具合的に以下の点を理解し、説明できるようにする。 

・障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 

・障害者福祉制度の発展過程 

・障害者自立支援制度と近年における改正状況 

・障害者福祉に関連する法令の概要 

・相談支援事業所の役割と実際 

・障害者福祉の専門職の役割と実際 

・障害者福祉の多職種連携・ネットワーキング 

・障害者自立支援制度と介護保険制度の関係 

・障害者権利条約の批准 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業で使用している課題プリントを毎回の授業終了後に提出を求める。 

２．障害者自立支援制度に関するレポート課題を求める（1500字以上）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度（第 5 版）』中央法規。 

 

参考図書等については随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

9 つの学習目標を理解することが出来たか。 

○評定の方法 

①中間試験 40％ ②期末試験 40％ ③平常点（授業への積極的参加度及びレポート）20％ 

尚、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が確認できない場合には単位の修得は認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

 近年の障害者福祉に関する法改正に伴い、障害者や支援者を取り巻く環境は劇的に変化しています。特に、

障害者支援施策の中核である障害者総合支援法に関する項目は重要箇所です。さらに、障害者虐待防止法や

障害者差別解消法など、障害者を取り巻く法制の変化について、新聞やニュースなどで把握するように努め

てください。講義はなるべくわかりやすくするつもりですが、もし疑問点や質問等ありましたら積極的に尋

ねるようにしてください。 

13．オフィスアワー 初回の授業でお知らせいたします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態① 
事前学習 教科書を準備し、シラバスを確認して講義へ臨むこと。 

事後学習 戦後の障害者福祉の展開についてまとめる。 

第２回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態② 
事前学習 教科書 pp.27～31を熟読し、ICFを理解する。 

事後学習 ICFと医学モデル・社会モデルについてまとめる。 

第３回 障害者にかかわる法体系① 
事前学習 教科書 pp.33～47を熟読し、障害者基本法を理解する。 

事後学習 障害者基本法の体系についてまとめる。 

第４回 障害者にかかわる法体系② 

事前学習 

教科書 pp.48～62 を熟読し、身体障害者福祉法・知的障

害者福祉法・精神保健福祉法・発達障害者福祉法を理解
する。 

事後学習 
身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法・
発達障害者福祉法の概要についてまとめる。 

第５回 障害者にかかわる法体系③ 

事前学習 

教科書 pp.63～104を熟読し、障害者虐待防止法・医療観

察法・バリアフリー新法・障害者差別解消法・障害者雇
用促進法等を理解する。 

事後学習 

障害者虐待防止法・医療観察法・バリアフリー新法・障
害者差別解消法・障害者雇用促進法等の概要についてま
とめる。 

第６回 

障害者自立支援制度① 

―障害者総合支援法の理念・考え方、自立
支援給付について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.106～124 を熟読し、障害者総合支援法を理解
する。 

事後学習 
障害者総合支援法の自立支援給付に関するサービスにつ
いてまとめる。 



 

 

第７回 

障害者自立支援制度② 
―支給決定のプロセス、自立支援医療費、
補装具費について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.125～139 を熟読し、支給決定のプロセス、自
立支援医療費、補装具費を理解する。 

事後学習 支給決定のプロセスの概要についてまとめる。 

第８回 

障害者自立支援制度③ 
―地域生活支援事業、障害福祉計画、苦情

解決について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.140～162 を熟読し、地域生活支援事業、障害
福祉計画、苦情解決を理解する。 

事後学習 地域生活支援事業の概要についてまとめる。 

第９回 
障害者自立支援制度④ 
―障害児に対する支援について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.164～177 を熟読し、障害児に対する支援の現

状について理解する。 

事後学習 障害児の福祉施策の概要についてまとめる。 

第１０回 
組織・機関の役割 
―行政機関や事業所等の役割について学ぶ 

事前学習 

教科書 pp.180～210 を熟読し、市町村、都道府県、国、
社会福祉事業所それぞれの障害者自立支援制度における
役割について理解する。 

事後学習 
障害者自立支援制度における国、都道府県、市町村、事
業所等における役割についてまとめる。 

第１１回 

専門職の役割と実際① 

―ソーシャルワークの価値と障害者総合支
援法に基づく専門職について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.212～226 を熟読し、専門職の役割と実際を理
解する。 

事後学習 
相談支援専門員、サービス管理責任者、生活支援員等の

概要についてまとめる。 

第１２回 

専門職の役割と実際② 
―相談支援専門員、サービス管理責任者、

生活支援員の役割と実際について学ぶ 

事前学習 
教科書 pp.221～241 を熟読し、相談支援専門員、サービ

ス管理責任者、生活支援員の役割を理解する。 

事後学習 
相談支援専門員、サービス管理責任者、生活支援員の概
要についてまとめる。 

第１３回 多職種連携・ネットワーキング 
事前学習 

教科書 pp.244～267 を熟読し、連携の概要と多職種連携
の概要について理解する。 

事後学習 多職種連携と協議会の概要についてまとめる。 

第１４回 ノーマライゼーションの歴史と概要 

事前学習 ノーマライゼーションの概要について調べてくる。 

事後学習 

バンク・ミケルセン、ニィリエ、ヴォルフェンスベルガ
ーによるノーマライゼーションの考え方についてまとめ
る。 

第１５回 まとめ 
事前学習 教科書のこれまでの内容を見直す。 

事後学習 これまでまとめた内容について見直す。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害児療育 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2341 

SCMP2341 

SJMP2119 ２．授業担当教員 齋藤 厚子 

４．授業形態 講義、DVD視聴、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「療育」という用語は、狭義には障害の早期発見から就学までの取り組みの意味で使われ、広義には成人

の生活支援も含み、医療・福祉・教育にまたがる分野で使われている。近年、明確な診断のない「気にな

る」子どもや被虐待児もその対象となり、ノーマライゼーションの理念の理解とともに発達や障害につい

ての幅広い知識が必要となるばかりか、親支援や地域の子育て支援も保育士の重要な役割となっている。 

本科目では、知的障害、肢体不自由、視覚障害や聴覚障害、自閉スペクトラム症を含む発達障害や、診断

はないが「気になる」子どもを対象に、年齢は乳幼児から成人まで、場所は一般の保育所のみならず、病院

内保育、施設内保育等、幅広い視野で「療育」を捉え、保育士としての専門性を培う。 

８．学習目標 

インクルーシブ保育の場では、障害のある子どもやその子を支える家族の生活・心情をふまえた支援とと

もに、障害のない子どもへの配慮や共生社会の形成を念頭においた教育もできるようになる。また、専門機
関においても、医療･福祉と連携しながら保育士としての専門性を発揮して、適切な支援ができるようになる。 

① 幅広い対象、場、形態に及ぶ「療育」の理念や概念について知る。 

② 障害に関する医療・社会福祉・教育の制度についての基礎知識が身に付く。 

③ 障害のある子どものいる家族の生活や心情について共感できるようになる。 

④ 定型発達についての基礎知識を基盤に、障害のある子どもの育ちに見通しをつけられるようになる。 

⑤ 様々な専門家の役割を知って、障害のある子どもや保護者を中心とした連携・協働ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事例にそった支援プランの作成と発表 

２．事例にそった教材の作成と模擬療育の実施 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 指定しません。レジュメ、資料を使用します。※レジュメをファイルするフォルダーを用意すること。 

【参考書】 

小林保子・立松英子『保育者のための障害児療育 理論と実践をつなぐ』学術出版会。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』、中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害児者に関する自分なりの課題意識をもち、最新の理念を積極的に学んだか。 

２．本人や家族への支援について正しい知識を身につけたか。 

３．定型発達の順序性について理解し、実践場面で応用できるようになったか。 

○評定の方法 

以下を総合的に検討し、判断する。 

１ 授業態度        総合点の４０％ 

２ 小テスト        総合点の２０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

＊なお、本学規定の「３/４以上の出席」が単位修得の条件であることも判断規準となる。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業を通して学ぶ知識や考える力、他者と協力する姿勢などの全てが将来の障害児支援の専門職としての実

践力につながります。そしてその実践力が、子どもたちの可能性を広げます。そのような将来への視点を持

って授業に臨んでください。また、学習したことを日々の生活と結び付けて考え、行動につなげていくこと

を期待しています。 

13．オフィスアワー 

後日インフォメーションします。尚、オフィスアワー以外の時間でも来室は可能ですが、できるだけ事前に

メールにて連絡をするようにしてください。  

メールアドレス：atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

研究室: 13号館 8階 984 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

障害概念の変化 

事前学習 
シラバスを読み授業概要を理解しておく。※レジュメをファイ

ルするフォルダーを用意すること。 

事後学習 日常におけるノーマライゼーションについて考える。 

第２回 
ノーマライゼーションについて実践的

に理解する 支援プランの検討 

事前学習 
自分の生活する場についてノーマライゼーションの視点から

考えてみる。 

事後学習 
再度自分の生活する場のノーマライゼーションについて自分

のできることの視点から考えてみる。 

第３回 

障害についての理解を深める① 

聴覚障害児者への理解と支援 

視覚障害児者への理解と支援 

 

事前学習 
聴覚障害、視覚障害についての今時点での理解内容を整理して

おく。 

事後学習 
聴覚障害、視覚障害を抱える方の日常生活における困難さにつ

いて考える。 

第４回 
障害についての理解を深める② 

知的障害の理解と療育的支援 

事前学習 知的障害についての今時点での理解内容を整理しておく。 

事後学習 知的障害の特徴と支援について整理し理解の定着を図る。 

mailto:atsaito@ed.tokyo-fukushi.ac.jp


 

 

第５回 

障害についての理解を深める③ 

自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障

害・学習障害への理解と支援 

事前学習 
自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障害・学習障害について

の今時点での理解内容を整理しておく。 

事後学習 
自閉症スペクトラム・注意欠如多動性障害・学習障害の特徴と

支援について整理し理解の定着を図る。 

第６回 

障害についての理解を深める➃ 

てんかん・肢体不自由児者・重症心身障

害児者への理解と支援 

事前学習 
肢体不自由・重症心身障害について今時点での理解内容を整理

しておく。 

事後学習 

肢体不自由・重症心身障害の特徴と支援について整理し理解の

定着を図る。知的障害の特徴と支援について整理し理解の定着

を図る。 

第７回 障害児者を抱える家族への理解と支援 

事前学習 
障害児者を抱える家族についての今時点での理解内容を整理

しておく。 

事後学習 家族への支援について整理し理解の定着を図る 

第８回 中間まとめ 

事前学習 
１～７回までのレジュメ・ノートの内容を復習し理解の定着を

図る。 

事後学習 理解の不確実な点について再度確認をしておく。 

第９回 
療育の実際①-1 

脳性麻痺児への療育を考える 

事前学習 肢体不自由について復習しておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１０回 
療育の実際①-2 

支援プランの発表 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 脳性麻痺児への療育のポイントを整理し理解の定着を図る。 

第１１回 
療育の実際②-1 

知的障害への療育を考える 

事前学習 知的障害について復習しておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１２回 
療育の実際②-2 

教材の作成 

事前学習 教材作成に必要な材料の準備をする。 

事後学習 発達段階の特徴について整理する。 

第１３回 
療育の実際②-3 

模擬療育 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 知的障害への療育のポイントを整理し理解の定着を図る。 

第１４回 
療育の実際③-1 

気になる子への療育的関わりを考える 

事前学習 気になる子について調べておく。 

事後学習 作成したプランについての再検討を行う。 

第１５回 

療育の実際③-2 

支援計画の発表 

まとめ 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 
１～１５回までのレジュメ・ノートの内容を復習し理解の定着

を図る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害の理解Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2314 

SCMP2314 

SBMP2314 

SNMP2314 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義、グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は介護福祉士養成課程の必修科目であることから、本科目を履修する場合は、「身体構造と機能Ⅰ」

を履修していること、また、「発達と老化の理解Ⅱ」を合わせて履修すること。 

７．講義概要 

障害の基礎的理解として、障害の概念や障害者福祉の基本理念を理解する。また、障害のある人の日常生

活に及ぼす影響を理解した上で、障害のある人やその家族への生活支援を行うための根拠となる知識を習得

することを目的とする。 

事例や視聴覚教材等を通して、具体的に障害を理解できるような授業を展開する。 

８．学習目標 

障害の理解Ⅰが終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１.障害の概念や障害の基本的理念が理解でき、その人らしい生活を考えることができる。 

２.生活モデル、ICFの概念が理解でき、環境改善のあり方を考えることができる。 

３.身体的、精神的障害について理解でき，ノーマライゼーションの考え方を明らかにすることができる。 

４.障害が及ぼす日常生活への影響やバリアが理解でき、その対応を考えることができる。 

５.障害のある人に対する介護の基本的視点が理解でき、生活ニーズを把握することができる。 

６.障害のある人だけでなく、その家族とどう関わるか理解でき、専門職としての役割を考えることができる。 

７.障害の種類や特性に応じた保健・医療・福祉との連携と地域におけるサポート体制を理解した上で、地域

で普通に暮らすことのできる社会づくりを考えていくことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

①授業中に提示し、ミニレポートを作成して提出する。 

②障害の種別によって多様な保健・医療・福祉との連携における介護福祉士の役割について、指定用紙にま

とめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】初回の授業で説明を聞いてから購入する 

『障害の理解 (最新介護福祉士養成講座)』 介護福祉士養成講座編集委員会 (編集) 

授業中にプリントを配布する。参考書は、適宜授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．障害の概念や基本的理念が理解できたか。 

２．障害による日常生活への影響やバリアを理解し対応等を考えることができたか。 

３．障害のある人に対する介護の基本的視点を理解し、本人や家族も含めた対応を理解できたか 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度、を総合的に評価する] 

１ レポート        総合点の７０％ 

２ 授業態度        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・講義・演習とも積極的に取り組み、提出物は必ず期限内に提出してください。 

・机上に携帯電話など教材以外のものを置くこと、私語や居眠り等、他学生の学習の妨げになるようなこと

は慎むこと。 

・テレビ番組、YouTubeなどを通じて、障害者について知る機会を積極的につくってください。 

・不明な点は質問し、解決できるようにしてください。 

・授業には、グループディスカッションを取り入れます。他者の意見をよく聴き、自分の意見をしっかりと 

述べてください。 

・やむを得ず遅刻･早退･欠席をする場合は、必ずその理由を申し出るとともに、授業内で配布されたプリン

トを取りに来て下さい。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業で説明します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ガイダンス 

・テーマ｢障害の概念｣ 

・障害のとらえ方について、医学モデル・社会モデル・

国際生活機能分類（ICF）・各法律などを学ぶ 

・日本の障害者数について知る 

・各法律にもとづく障害者定義について学ぶ 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
わが国の障害者の実態を理解し、障害者支援の

必要性を整理する 

第２回 

テーマ「障害者福祉の基本理念」 

・ノーマライゼーションの思想の歩みを学ぶ 

・リハビリテーションの意義を学ぶ 

・インクルージョンやほかの重要な理念について学ぶ 

事前学習 ノーマライゼーションの考え方を確認しておく 

事後学習 
リハビリテーション・インクルージョンなどの

理念をノートに整理し、提出する 

第３回 

テーマ｢障害者福祉に関連した制度｣ 

・障害者福祉に関する歴史・法律の概要を学ぶ 

・障害者総合支援法にもとづくサービスを学ぶ 

・障害者福祉制度と介護保険制度の違いを学ぶ 

事前学習 障害者総合支援法について調べる 

事後学習 障害者総合支援法の関連サービスを整理する 

第４回 

テーマ「障害のある人の心理」 

・障害受容に影響を与える要因を調べる 

・障害受容に段階に応じた支援のポイントを理解する 

事前学習 人間の欲求や適応機制について調べる 

事後学習 障害受容の過程での支援のポイントを整理する 



 

 

第５回 

テーマ「肢体不自由（運動機能障害」 

・肢体不自由の状態を理解する 

・肢体不自由の特性を理解する 

・肢体不自由のある人の支援の在り方を理解する 

事前学習 肢体不自由の定義・種類について事前に調べる 

事後学習 肢体不自由の特性に合わせた支援を理解する 

第６回 

テーマ「視覚障害」 

・視覚障害の状態を理解する 

・視覚障害の特性を理解する 

・視覚障害のある人の支援の在り方を理解する 

事前学習 テキストをよく読み、視覚障害について調べる 

事後学習 身体的障害の内容及び特性について整理する 

第７回 

テーマ「聴覚・言語障害」 

・聴覚・言語障害の種類・原因を理解する 

・聴覚・言語障害者の身体的・心理的・社会的側面の特

性をとらえたうえで支援方法を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、聴覚障害・言語障害につい

て確認し、ノートに整理しておく。 

事後学習 
聴覚障害・言語障害のある人に対する支援の在

り方についてノートにまとめる 

第８回 

テーマ｢重複障害｣ 

・重複障害の種類・原因を理解する 

・重複障害者の身体的・心理的・社会的側面の特性をと

らえたうえで支援方法を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、重複障害について確認し、

ノートに整理しておく 

事後学習 
重複障害のある人に対する支援の在り方につい

てノートにまとめる 

第９回 

テーマ「内部障害」 

・「見えない障害」である内部障害の種類や原因を学ぶ 

・内部障害の特性に応じた支援とその留意点を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、内部障害について確認し、

ノートに整理しておく 

事後学習 
内部障害のある人に対する支援の在り方につい

てノートにまとめる 

第１０回 

テーマ「重症心身障害」 

・重症心身障害の定義を理解する 

・重症心身障害者の障害の特性と生活について理解する 

・重症心身障害者に対する支援の注意点を理解する 

事前学習 
テキストをよく読み、重症心身障害について確

認し、ノートにまとめる 

事後学習 
重症心身障害の特性、かかわりの基本をノート

に整理する 

第１１回 

テーマ「知的障害・精神障害」 

・知的障害・精神障害の状態による意思表示やコミュニ

ケージョンの方法について理解する 

・認知力・生活体験・ライフステージの関係を考慮した

支援を学ぶ 

事前学習 
YouTube で「知的障害」「精神障害」をキーワー

ドとして検索し、理解を深める 

事後学習 
障害のある人に対する介護の基本視点について

整理し、ミニレポートにまとめる 

第１２回 

テーマ「高次脳機能障害・発達障害」 

・高次脳機能障害の具体的な症状と主な原因を学ぶ 

・発達障害の特性を理解する 

事前学習 
YouTube で「高次脳機能障害」「発達障害」をキ

ーワードとして検索し、理解を深める 

事後学習 
高次脳機能障害・発達障害の状態合わせての支

援のポイントを整理する 

第１３回 

テーマ｢難病｣ 

・難病の定義及び基礎的知識を理解できる 

・難病の人に対するアセスメントの視点と生活支援上の

留意点を理解できる 

事前学習 

YouTube で筋萎縮性側索硬化症（ALS）、パーキ

ンソン病、悪性関節リウマチ、筋ジストロフィー

などを検索し、理解を深める 

事後学習 
難病の人の支援で留意点を理解した上に、レポ

ートを作成し、提出する 

第１４回 

テーマ｢地域のサポート体制｣ 

・地域のサポート体制の概念と社会資源の考え方を理解

する 

事前学習 
障害者の保健・福祉サービスについて調べてお

く 

事後学習 障害者を支える機関や専門職について整理する 

第１５回 

テーマ｢家族への支援｣ 

・障害者の家族への支援を「自分だったら」「自分の家族

だったら」と考える 

・まとめ 

事前学習 「障害の受容」を、障害者と家族の立場で考える 

事後学習 「家族支援」を障害者と家族の立場で考える 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 少年と犯罪 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1333 

２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどについて理

解を深め、更には犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１．少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

  うになる。 

２．犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

  になる。 

３．非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４．事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５．以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、テ

キストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 鮎川潤『少年非行 社会はどう処遇しているか』放送大学叢書 025、左右社、2014。 
【参考書】 

伊藤冨士江編著『司法福祉入門』第２版増補 上智大学出版発行、（株）ぎょうせい製作・発売、2015。 
 澤登俊雄『少年法入門 第 6版』有斐閣、2015。 
 日本司法福祉学会編『改訂新版 司法福祉』生活書院、2017。 

 河原俊也編著『ケースから読み解く少年事件 実務の技』青林書院、2017。 
法務省法務総合研究所『平成 29年版 犯罪白書』昭和情報プロセス株式会社、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１．授業への積極的参加    総合点の２０％ 

２．期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３．課題レポート       総合点の２０％ 

４．日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．常に新聞・テレビ・雑誌・インターネットなどマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である少年非行の 

問題について考える習慣を身に付けること。 

２．全員が授業に集中すること。私語、携帯電話・スマホ等、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の支 

障となる行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、少年非行とは 
事前学習 少年非行とは何かについて、参考書等を参照する。 

事後学習 少年非行とは何かについて、講義の要点をまとめる。 

第２回 少年非行の定義，少年非行の動向 
事前学習 教科書の第１章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第３回 少年非行の原因と説明理論 
事前学習 非行（犯罪）原因論について参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第４回 少年法の理念と基本構造と審判 
事前学習 教科書の第２章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第５回 少年法の理念と基本構造と審判 
事前学習 教科書の第２章を読む。参考書の該当部分に目を通す。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第６回 
非行少年の処遇（１） 児童相談所と少年鑑

別所 

事前学習 
教科書の第５章のⅠを読む。児童相談所、少年鑑別所、児童
自立支援施設の機能について、参考書等を読んで授業に臨む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第７回 非行少年の処遇（２） 少年院 
事前学習 教科書の第５章のⅡの１から４を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 



 

 

第８回 非行少年の処遇（３） 少年院 
事前学習 教科書の第５章のⅡの５から８を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第９回 非行少年の処遇（４） 保護観察所 
事前学習 教科書の第７章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１０回 非行少年の処遇（５） 保護観察所 
事前学習 教科書の第８章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１１回 少年の刑事事件 
事前学習 少年の保護事件と刑事事件の違いについて調べておく。 

事後学習 少年の保護事件と刑事事件の差異について、整理する。 

第１２回 少年に対する刑罰の執行 少年刑務所 

事前学習 
少年刑務所の対象者及びどのような手続きを経て入所し
ているかについて調べておく。 

事後学習 
少年院と少年刑務所の対象及び処遇の内容等について、

比較をしながら、まとめる。 

第１３回 非行防止活動 
事前学習 教科書の第４章・第７章の１０を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１４回 被害者支援 
事前学習 教科書の第９章を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 これまでの授業を振り返り、要点をまとめる。 

事後学習 講義全体を振り返る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報科指導法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT3345 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義、演習および実習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「情報科指導法Ⅰ」を履修し、単位修得していることを前提とした授業である。 

７．講義概要 
本講義は、高等学校教諭免許状「情報」を取得しようとする学生を対象とし、高等学校・教科「情報」の指

導法の基本的事項について学習する。「情報科指導法Ⅱ」では、「情報科指導法Ⅰ」で学習したことを基礎と
して、教材作成や指導案の作成、模擬授業の実施、評価の仕方等について実習を通して実践的に学習する。 

８．学習目標 
情報科指導法Iで学習したことを踏まえ、実際に授業計画立案や教材・教具開発に必要な知識・技能を身に付

けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生ごとに教科「情報」の模擬授業を実施する。授業そのものに加えて、事前準備やリハーサル、事後ディ

スカッション等に対する積極的な参加も評価対象である。「情報科指導法Ⅰ」で実施した模擬授業（ショー

トレクチャー）の反省を踏まえ、よりレベルの高い実践的な模擬授業を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山極隆監修『最新社会と情報』実教出版、2015。 

山極隆監修『最新情報の科学』実教出版、2015。 

『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説情報編』文部科学省。2019。 

【参考資料】 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教材作成や指導案の作成ができるか。 

２．模擬授業を実施し、生徒を評価できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

平常点(模擬授業、授業への積極的な参加・小テスト・レポート等) 50％ 

最終考課(テストもしくは最終課題) 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

情報教育の現場についての調査では、学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学外実習を含める場合

がある。詳細については授業において検討・指示する。 

情報科教員になるためには、情報に関する幅広い知識をもとに、それらをどのように指導していくかを考え

なければならない。「情報科指導法」では、「Ⅰ」において理論的知識の修得を、「Ⅱ」において実践的技

能の育成を目指す。「Ⅱ」では、「Ⅰ」で学んだ知識を最大限に活用し、様々な授業案を検討・実践するこ

とを期待する。 

模擬授業は失敗が許される。決まり切った型に閉じこもるだけでなく、新しい教育方法やアイデアに積極的

にチャレンジしてほしい。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け付

ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

教科「情報」の概要と高等学校教育課程における位

置づけ 

事前学習 
学習指導要領解説を読み、「情報科指導法Ⅰ」で

学習した内容を復習しておく。 

事後学習 教科「情報」が扱う学習範囲について整理する。 

第２回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(1) 

取り扱うトピックの選定と概要調査 

※学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学

外実習を含める場合がある 

事前学習 
教科「情報」が扱う学習範囲から、自分が調査し

たいトピックを考えておく。 

事後学習 

自分が選択したトピックについて、専門的見地か

らの情報収集や事例調査等を実施する。学外実習

を行った場合は、実習で学んだことをレポートに

まとめる。 

第３回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(2) 

トピックの詳細調査とレポート作成 

※学生の希望や開催日程等の条件が整った場合、学

外実習を含める場合がある 

事前学習 

自分が選択したトピックについて、専門的見地か

らの情報収集や事例調査等を実施する（前時から

の継続課題）。 

事後学習 
調査レポートを完成させる。学外実習を行った場

合は、実習で学んだことをレポートにまとめる。 

第４回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(3) 

調査レポートに基づく発表とディスカッション 

情報の科学的な理解に関するトピック 

事前学習 作成したレポートを元に、発表準備を行う。 

事後学習 
他の受講生が発表した内容を復習し、それらのト

ピックについて自分なりの考えをまとめる。 

第５回 

教科「情報」の専門領域・実践事例調査(4) 

調査レポートに基づく発表とディスカッション 

情報社会に参画する態度に関するトピック 

事前学習 作成したレポートを元に、発表準備を行う。 

事後学習 
他の受講生が発表した内容を復習し、それらのト

ピックについて自分なりの考えをまとめる。 

第６回 
模擬授業（第 1ターム）の実施(1) 

年間指導計画と単元指導計画の作成 

事前学習 

模擬授業で取り上げたい単元や学習内容を検討

し、その内容が年間指導計画や単元指導計画にど

のように位置づくか検討しておく。 

事後学習 年間指導計画と単元指導計画を完成させる。 



 

 

 

第７回 
模擬授業（第 1ターム）の準備(2) 

指導案の作成、授業の練習 

事前学習 
模擬授業の学習指導案を作成するための資料等

を収集する。 

事後学習 
模擬授業の学習指導案を完成させ、教材等を準備

し、授業の練習をする。 

第８回 

模擬授業（第 1ターム）(1) 

情報の科学的な理解に関する模擬授業の実践と相互

評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第９回 

模擬授業（第 1ターム）(2) 

情報社会に参画する態度に関する模擬授業の実践と

相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１０回 
模擬授業（第 1 ターム）の振り返り 

工夫点と改善点の確認、改善案の検討 

事前学習 

自分や他の受講生の模擬授業を振り返り、それぞ

れの実践について工夫点や改善点を整理してお

く。 

事後学習 
本時のディスカッションを元に、自分の授業の改

善方策を検討する。 

第１１回 
模擬授業（第 2ターム）の実施(1) 

年間指導計画と単元指導計画の作成 

事前学習 

模擬授業で取り上げたい単元や学習内容を検討

し、その内容が年間指導計画や単元指導計画にど

のように位置づくか検討しておく。 

事後学習 年間指導計画と単元指導計画を完成させる。 

第１２回 
模擬授業（第 2ターム）の準備(2) 

指導案の作成、授業の練習 

事前学習 
模擬授業の学習指導案を作成するための資料等

を収集する。 

事後学習 
模擬授業の学習指導案を完成させ、教材等を準備

し、授業の練習をする。 

第１３回 

模擬授業（第 2ターム）(1) 

情報の科学的な理解に関する模擬授業の実践と相互

評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１４回 

模擬授業（第 2ターム）(2) 

情報社会に参画する態度に関する模擬授業の実践と

相互評価 

事前学習 模擬授業の発表準備をする。 

事後学習 

相互評価を元に、自分自身の授業実践を振り返

り、よりよいものにするための改善案を検討す

る。 

第１５回 

模擬授業（第 2 ターム）の振り返り 

工夫点と改善点の確認、改善案の検討 

今後の教科「情報」の実践は何を目指すべきか 

事前学習 

自分や他の受講生の模擬授業を振り返り、それぞ

れの実践について工夫点や改善点を整理してお

く。 

事後学習 

本科目の学習内容を総復習し、理解を深める。 

実際に教員になったときの姿をイメージし、自分

の実践をさらによりよいものにするための方策

を検討する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・各回の演習課題が時間内に終わらなかった場合は宿題となり、提出期限は次回の授業開始前までとする 

・タイピング課題として、合計入力文字数 9,800文字以上（28回×350文字）を期限までにクリアすること 
・「情報リテラシー」に必要な知識を問う確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 
・「Word」,「Excel」の重点部分の理解度確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】杉本 くみ子 (著)『 30時間アカデミック情報リテラシー Office2016 』実教出版、2016。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、春期で各ソフトウェアの基本操作を習得し、秋期では、その基盤技術を活かした応用・実践問題 
にチャレンジするという構成になっています。また、終盤には総合的な情報リテラシー課題として、量的研

究の一連の流れであるアカデミックスキルを習得します。コンピュータや高機能なソフトウェアの操作は、
一度や二度触ったくらいでは習得することができません。記憶の定着には、事前・事後学習での繰り返しト
レーニングが必要不可欠です。これは、キーボード入力で、正確に速く文字入力したい場合でも同じことが

言えます。「できない」「難しい」「わからない」と言う前に、事前・事後学習をしっかり実施してください。 
また、授業を履修する上での重要なことは、第１回目で話しますので、必ず出席するようにしてください。
課題提出に関しては、すべて容易にコピーできる電子ファイルによる提出です。よって、他者のファイルを

コピーしたり、コピーさせてあげたりした場合は、学業上の重大な不正行為とみなしますので、絶対にやら
ないようにしてください。 
※本科目は通年科目ですので、秋期になったとしても履修変更はできません。 

※事前に「Microsoftアカウント」と「Googleアカウント」を取得しておいてください。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

文字・文章入力演習 
 ・受講上の注意事項、成績評価基準など 
 ・キーボードによる文字入力と変換演習 

事前学習 キーボード入力の基本を調べておく 

事後学習 タイピングの練習を何度も実施しておく 

第２回 

Windows 基本操作演習 
 ・OS操作及びフォルダーとファイル操作 

 ・学内メール送受信演習とメールマナー 
 ・情報リテラシー理解度確認テスト 

事前学習 教科書 pp.4～17を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第３回 

文書作成 - 基礎演習(1) 
 ・文書の作成と文字修飾 
 ・OneDrive活用と Wordアプリでファイル編集 

事前学習 
・Microsoft アカウントを取得しておく 

・教科書 pp.18～38を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第４回 
文書作成 - 基礎演習(2) 
表の挿入と編集 

事前学習 教科書 pp.39～50を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第５回 
文書作成 - 基礎演習(3) 
様々な書式設定 

事前学習 教科書 pp.51～59を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第６回 
文書作成 - 基礎演習(4) 
画像と図形の挿入 

事前学習 教科書 pp.60～71を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第７回 
文書作成 - 基礎演習(5) 
レポート編集用機能 

事前学習 教科書 pp.72～87を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第８回 
プレゼンテーション - 基礎演習(1) 
研究発表に必要な機能 

事前学習 教科書 pp.178～191を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第９回 
プレゼンテーション - 基礎演習(2) 
プレゼンに必要な機能 

事前学習 教科書 pp.192～220を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 



 

 

 

第１０回 
表計算 - 基礎演習(1)  

 Excel操作と「参照」「数式」「関数」の基本 

事前学習 教科書 pp.88～119を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１１回 
表計算 - 基礎演習(2) 
相対参照と絶対参照 

事前学習 教科書 pp.122～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１２回 
表計算 - 基礎演習(3) 
数式と複合関数 

事前学習 教科書 pp.133～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１３回 
表計算 - 基礎演習(4) 
グラフ・複合グラフ作成 

事前学習 教科書 pp.148～155を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１４回 
表計算 - 基礎演習(5) 
シート間参照とは 

事前学習 教科書 pp.133～147を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１５回 
表計算 - 基礎演習(6) 
データベース機能と Office間連携 

事前学習 教科書 pp.160～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１６回 
文書作成 - 実践課題(1) 
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１７回 
文書作成 - 実践課題(2)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１８回 
文書作成 - 実践課題(3)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１９回 
表計算 - 実践課題(1) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２０回 
表計算 - 実践課題(2) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２１回 
表計算 - 実践課題(3) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２２回 
表計算 - 実践課題(4) 
 Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２３回 

情報リテラシー総合演習 
 ・定量データ調査分析プロセス演習 
 ・Google Forms によるアンケート作成 

 ・Google Drive によるクラウド活用 
 ・QRコード付き「アンケート依頼書」作成 
 ・Excel による統計分析（カイ二乗検定） 

 ・レポート「考察」の重要性を理解 

事前学習 Googleアカウントを取得しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２４回 
情報リテラシー総合課題(1)  

 研究分析テーマ選定とアンケート作成 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 アンケートを採取しておく 

第２５回 
情報リテラシー総合課題(2)  

 クロス集計とカイ二乗検定分析 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察を考えておく 

第２６回 
情報リテラシー総合課題(3)  

 検定結果をもとに「考察」する 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察部分を完成させる 

第２７回 
情報リテラシー総合課題(4)  

 グループ内発表と相互評価を実施 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

第２８回 
情報リテラシー総合課題(5)  

 グループ内選抜者の研究発表 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

課題研究 

1 

課題テーマ ：Word 理解度確認課題 

       第 2 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 7 回に配布する。 

実施時期  ：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 8 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

       課題内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習  ：Word 理解度確認課題を復習しておく 

課題研究 

2 

課題テーマ ：Excel 理解度確認課題 

       第 10 回～第 15 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 15 回に配布する。 

実施時期  ：第 15 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 16 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

       課題内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習  ：Excel 理解度確認課題を復習しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 三好 一英 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
1 年次以上 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義の中で，テーマごとに課題演習を行う。 

適宜，小テストを行うことがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

久野靖(他)監修『キーワードで学ぶ最新情報トピックス 2020』日経 BP 社。 

杉本くみ子・大澤栄子『30 時間アカデミック 情報リテラシーOffice2016』実教出版。 

【参考書】 

きたみ りゅうじ『キタミ式イラスト IT 塾 令和 2 年度「IT パスポート」』技術評論社。  

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

その他，講義中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・コンピュータ，インターネットに関する知識・操作技能は，現代社会を生きる上で，必須のスキルです。 

・大学でのレポート，プレゼン，実験結果の分析などで必要とされるスキルをまずは身につけましょう。 

・大学卒業後も社会人として活躍できるだけの知識，技能の習得に努めましょう。 

・講義時間以外にも自主的に操作方法の習得に努めてください。 

13．オフィスアワー 初回講義時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：自己紹介，簡単なアンケ

ート，情報処理実習室の使い方， 

事前学習 教科書を入手し、一通り確認しておく 

事後学習 教科書 p2 - p11 を読んでおく 

第２回 Windows の基本操作 OS のはたらき 

事前学習 
「パソコンの内部，オペレーティングシステム，ユー

ザーインターフェイス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの内部，OS のはたらき，ユーザーインタ

ーフェイスについて具体的に復習して理解しておく 

第３回 
インターネットの利用(1)： 

 インターネットの仕組み 

事前学習 
「コンピュータの基本要素，インターネットの仕組み」

を読んでおく 

事後学習 
コンピュータの基本要素，インターネットの仕組みに

ついて具体的に復習して理解しておく 

第４回 インターネットの利用(2)：Web ブラウザ 
事前学習 「Web ブラウザ」を読んでおく 

事後学習 Web ブラウザについて具体的に復習して理解しておく 

第５回 インターネットの利用(3)：電子メール(設定) 
事前学習 「電子メール」を読んでおく 

事後学習 電子メールについて具体的に復習して理解しておく 

第６回 インターネットの利用(4)：電子メール(送受信) 

事前学習 「メールコミュニケーション」を読んでおく 

事後学習 
メールコミュニケーションについて具体的に復習して

理解しておく 

第７回 
Microsoft PowerPoint(1) 

 例題 22プレゼンテーションの作成 

事前学習 「2 進法，ビットとバイト」を読んでおく 

事後学習 
情報の単位・演算方法について具体的に復習して理解

しておく 

第８回 
Microsoft PowerPoint(2) 

 例題 23 図形の挿入と編集 

事前学習 「コンピュータウイルス」を読んでおく 

事後学習 
コンピュータウイルスについて具体的に復習して理解

しておく 



 

 

 

第９回 
Microsoft PowerPoint(3) 

 例題 24 図表の挿入と編集 

事前学習 「ネットショッピング」を読んでおく 

事後学習 
ネットショッピングについて具体的に復習して理解し

ておく 

第１０回 Microsoft Word (1) 例題 1 文書の作成 
事前学習 「文字コード」を読んでおく 

事後学習 文字コードについて具体的に復習して理解しておく 

第１１回 Microsoft Word (2) 例題 2 文書の印刷 
事前学習 「フォント」を読んでおく 

事後学習 フォントについて具体的に復習して理解しておく 

第１２回 Microsoft Word (3) 例題 3 表の作成 
事前学習 「LINE」を読んでおく 

事後学習 LINE について具体的に復習して理解しておく 

第１３回 Microsoft Word (4) 例題 4 文書の編集 

事前学習 「Facebook と SNS」を読んでおく 

事後学習 
Facebook と SNS について具体的に復習して理解して

おく 

第１４回 Microsoft Word (5) 例題 5 画像の貼り付け 

事前学習 「クックパッドと価格.com」を読んでおく 

事後学習 
クックパッドと価格.comについて具体的に復習して理

解しておく 

第１５回 Microsoft Word (6) 例題 6 アウトライン 

事前学習 「オーディオファイル」を読んでおく 

事後学習 
ファイル圧縮の仕組み：音声圧縮の仕組みについて具

体的に復習して理解しておく 

第１６回 Microsoft Word (7) 課題演習 
事前学習 「画像ファイル」を読んでおく 

事後学習 画像ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１７回 Microsoft Word (8) 課題演習 
事前学習 「動画ファイル」を読んでおく 

事後学習 動画ファイルについて具体的に復習して理解しておく 

第１８回 
Microsoft Excel(1) 

例題 7 基本操作・データの入力 

事前学習 「LAN と Wi-Fi」を読んでおく 

事後学習 LANとWi-Fiについて具体的に復習して理解しておく 

第１９回 
Microsoft Excel(2)  

例題 8 表の作成 

事前学習 「ユニバーサルデザイン」を読んでおく 

事後学習 
ユニバーサルデザインについて具体的に復習して理解

しておく 

第２０回 
Microsoft Excel(3)  

例題 9 印刷 

事前学習 「メディアリテラシー」を読んでおく 

事後学習 
メディアリテラシーについて具体的に復習して理解し

ておく 

第２１回 
Microsoft Excel(4)  

 例題 10 絶対参照・相対参照 

事前学習 「データベース」を読んでおく 

事後学習 データベースについて具体的に復習して理解しておく 

第２２回 
Microsoft Excel(5)  

例題 11 12 13 いろいろな関数(if 関数など) 

事前学習 「情報システム」を読んでおく 

事後学習 情報システムについて具体的に復習して理解しておく 

第２３回 
Microsoft Excel(6) 

例題 14-18 vlookup 関数，文字列操作 

事前学習 「知的財産権」を読んでおく 

事後学習 知的財産権について具体的に復習して理解しておく 

第２４回 
Microsoft Excel(7) 

例題 19 グラフの作成，  

事前学習 「電子マネー」を読んでおく 

事後学習 電子マネーについて具体的に復習して理解しておく 

第２５回 
Microsoft Excel(8)  

例題 20 21 データベース，Word との連携 

事前学習 「個人情報と社会の法」を読んでおく 

事後学習 
個人情報と社会の法について具体的に復習して理解し

ておく 

第２６回 Microsoft Excel(9) 課題演習 

事前学習 「ネットワーク利用の際のリスク」を読んでおく 

事後学習 
ネットワーク利用の際のリスクについて具体的に復習

して理解しておく 

第２７回 Microsoft Excel(10) 課題演習 
事前学習 「ネット詐欺」を読んでおく 

事後学習 ネット詐欺について具体的に復習して理解しておく 

第２８回 Microsoft Excel(11) 課題演習 
事前学習 「著作権」を読んでおく 

事後学習 著作権について具体的に復習して理解しておく 

課題研究

１ 

課題提出：実習 30 (p.215) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習 30＋拡張子(.pptx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：夏休み前 

提出時期：夏休み明け最初の講義時 

事後学習：PowerPoint を用いた効果的なプレゼンテーション方法について具体的に考える。 

課題研究

２ 

課題提出：実習 03 (p.46) 

形式：ファイル名を「学生番号の下 4 桁＋氏名＋実習＋拡張子(.docx)」とし，指定する方式で提出のこと。 

実施時期：第１５回の講義終了後に実施 

提出時期：第１８回の講義までに提出 

事後学習：Word を用いたわかりやすい文書の条件について具体的に考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 加藤 由樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

テーマごとに総合的な課題を行う。 

 具体的には、以下の二つの課題を行う。 

1.主に情報モラルや情報セキュリティについて、調べてまとめる作業（Wordによる総合課題） 

2.学生自身の興味のある事柄について、わかりやすく伝えるための発表資料の作成作業（PowerPointによる 

総合課題） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は使用しない。教員が準備したプリント教材を配付したり、デジタル教材を投影し提示したりする。 

【参考書】 

授業の中で、随時紹介する。 

【教材】 

教員が準備したプリント教材を配付したり、デジタル教材を投影し提示したりする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

●コンピュータは、とても便利な道具です。日々生じる問題に対して、それらの解決のための手段の一つと

して、コンピュータをうまく活用できる能力が、この授業を通じて、皆さんに身に付くことを期待します。 

●コンピュータの使用において疑問な点があれば、どんなことでも積極的に質問してください。 

●この科目は、授業内の演習がメインです。欠席、遅刻、早退する場合は、連絡してください。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション：春期講義の概要、コンピ

ュータの経験に関するアンケート 

情報処理学習室の使い方、コンピュータの基本

操作 

事前学習 高校での情報の授業を振り返る。 

事後学習 大学の情報処理教室を空き時間に利用してみる。 

第２回 Windows 基礎、ファイル操作 
事前学習 OS とは何かを調べておく。 

事後学習 各自のファイルの整理をする。 

第３回 ファイルとフォルダ構造 
事前学習 日常での整理を振り返る。 

事後学習 フォルダによる整理を各自で実践する。 

第４回 
インターネットと情報検索。情報モラル、マナ

ー 

事前学習 インターネットの仕組みを調べておく。 

事後学習 仕組みを思い出しながらインターネットを利用する。 

第５回 
電子メール：電子メールの利用方法とメールア

ドレスの設定方法など 

事前学習 携帯メールの特徴をまとめておく。 

事後学習 大学 Web メールを各自で使ってみる。 

第６回 
Microsoft Word（1）：Word の基本操作、文書

の作成 

事前学習 文書とは何かをイメージしておく。 

事後学習 タイピングについてトレーニングをする。 

第７回 Microsoft Word（2）：罫線 
事前学習 表の構造を整理しておく。 

事後学習 罫線を使って、文字を配置する。 

第８回 
Microsoft Word（3）：文書の編集、拡張書式な

ど 

事前学習 文字入力について調べる。 

事後学習 拡張書式を利用して文字を書く。 

第９回 
Microsoft Word（4）：文書の飾り付け、クリッ

プアート、図形描画など 

事前学習 カット集を使った文書をイメージしておく。 

事後学習 サークルなどの募集ポスターを作ってみる① 

  



 

 

 

第１０回 Microsoft Word（5）：図形描画 続き 
事前学習 

地図を書きたい場所を考えておく。ランドマークを整

理していく。 

事後学習 サークルなどの募集ポスターを作ってみる① 

第１１回 Microsoft Word についての総復習 その 1 

事前学習 
文字入力、フォントの修飾、拡張書式を振り返ってお

く。 

事後学習 
文字入力、フォントの修飾、拡張書式のしかたを確実

に身につける。 

第１２回 Microsoft Word についての総復習 その 2 

事前学習 図形描画、罫線について振り返っておく。 

事後学習 
図形描画、罫線のしかたや、これらを使ったアイデア

を考える。 

第１３回 春期まとめ 

事前学習 今までの Word の操作を再確認しておく。 

事後学習 
Word でレポートを書く際などに、さまざまな機能を使

うように心掛ける。 

第１４回 
Microsoft Excel（1）：Excel の基本操作、デー

タの作成 

事前学習 表の構造（セル、行、列など）を調べておく。 

事後学習 セル入力をトレーニングする。 

第１５回 
Microsoft Excel（2）：表の作成、オートフィル、 

基本的な関数の利用（合計、平均など） 

事前学習 授業で使用する表の作成を行う。 

事後学習 四則計算を表計算で行うトレーニングをする。 

第１６回 
Microsoft Excel（3）：表の編集、相対参照と絶

対参照 

事前学習 表計算の利点を整理しておく。 

事後学習 絶対参照について繰り返し練習する。 

第１７回 Microsoft Excel（4）：グラフの作成 その 1 
事前学習 グラフを作る意義を考えておく。 

事後学習 授業で説明したグラフ以外の棒グラフを作る。 

第１８回 Microsoft Excel（5）：グラフの作成 その 2 
事前学習 割合のグラフとは何かを考えてく。 

事後学習 授業で説明したグラフ以外の割合のグラフを作る。 

第１９回 
Microsoft Excel（6）：並び替え、オートフィル

タなど 

事前学習 データを整理するときに便利な機能を整理しておく。 

事後学習 データの抽出を求める問題を解く。 

第２０回 Microsoft Excel（7）：基本的な関数 
事前学習 関数とは何かについて調べておく。 

事後学習 基本的な関数を使った問題を解く。 

第２１回 Microsoft Excel（8）：さまざまな関数 
事前学習 様々な関数の中で興味のあるものを調べておく。 

事後学習 特に文字列に関する関数の問題を解く。 

第２２回 Microsoft Excel（9）：Excel 総復習 
事前学習 グラフの作り方を確認しておく。 

事後学習 複雑な関数の問題を解く。 

第２３回 Microsoft Excel（10）：Excel まとめ 

事前学習 複雑な関数の問題を何度も解いて慣れておく。 

事後学習 
さまざまな場面で効率を上げるために Excel を使える

ように意識して生活する。 

第２４回 

Microsoft PowerPoint（1）：PowerPoint の基

本操作、 

デザインテンプレートの利用 

事前学習 プレゼンテーションの心得について調べておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する① 内容を

考える。 

第２５回 
Microsoft PowerPoint（2）：図表の作成、アニ

メーションなど 

事前学習 アニメーションについて調べておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する② アニメ

ーションを入れる。 

第２６回 
Microsoft PowerPoint（3）：さまざまな機能を

用いたスライドの作成 

事前学習 図、写真などを効果的に見せる方法を考えておく。 

事後学習 
PPT を使って自己紹介スライドを作成する③ 図、写

真を入れる。 

第２７回 Microsoft PowerPoint（4）：自己紹介発表１ 
事前学習 セリフの準備、発表の練習をしておく。 

事後学習 発表を反省する。 

第２８回 Microsoft PowerPoint（5）：自己紹介発表２ 
事前学習 

セリフの準備、発表の練習をしておく。前回あたった

学生はまだの学生の練習に協力する。 

事後学習 発表を反省する。 

課題研究 1 課題研究テーマ：新しいお店（飲食店）の開店のお知らせのチラシ作成 

あなたがお店を開くとまず想定してください。その上で、地域に配るための、そのお店の開店のチラシを作りなさい。 

レポート形式：A4 で 1 ページ。 Word で作成する。文字の修飾、拡張書式、罫線、図形描画、写真・イラストの貼り

付けのすべてを少なくとも 1 か所には使用して作成すること。架空ではあるが、場所、連絡先や営業時間、メニュー

など、チラシに必要な情報を含めること。※この課題の具体的なイメージは、授業内に示す。 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業中に提出する。 

提出後、授業中に、一人ひとりに、提出課題の説明を発表してもらう。その後、講評、質疑応答を行う。 

事後学習：講評に基づいて、チラシの改善、修正を行う。 

課題研究 2 上記の課題研究 1 は、2 回分の分量になるため、課題研究 2 は、課題研究 1 の内容に含まれる。 

なお、作業の流れに基づいて、以下のように課題研究 1 と 2 を分けることができる。 

課題研究 1：どのようなお店を想定するか決める。そのお店に必要な情報やチラシのイメージを調査する。必要な素材

（写真やイラスト）を集める。素材の配置などのデザインのラフ画を描く。 

課題研究 2：Word で作成する。作成したチラシについて、授業中にプレゼンするための説明を準備する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 佐藤 克己 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基

礎知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、

国内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・

コミュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習する

と共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践でき

るようになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェア

に関する基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

毎回、授業終了時に振り返りと確認テストを行い、提出する。 

春期、秋期の各学期末に、レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

教科書は使用しない。教員が準備した教材を提示、配布する。 

【参考書】 

「考える 伝える 分かちあう 情報活用力」noa 出版。 

【教材】 

  内容に応じて、教員が準備した教材を提示、配付する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身

に付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

コンピュータの操作に慣れていない方でも安心して受講できるよう、コンピュータの操作について一から

学べるように講義します。コンピュータに触れている時間がコンピュータの操作のスキルに直結します。 

そのため、できるかぎり演習中心の内容とします。 

春期は基礎的リテラシーや基礎的な操作を中心に、秋期はビジネスを意識した応用の内容とし、コンピュ

ータを学ぶ必要性、自分の今後の生活に役立てるポイントを意識してもらえるようにします。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 
イントロダクション、履修上の注意、授業計画、

評価基準の説明 

事前学習 
シラバスを読んで、本科目の概要、学習目的、授業内容

に目を通しておく。 

事後学習 大学の情報処理教室を空き時間に利用する。 

第 2 回 日本語入力とタイピング 
事前学習 

自分のタイピング能力を確認しておく(1 分あたり入力

文字数、正確さ、タッチタイピングの可否)。 

事後学習 タッチタイピングの練習を継続的に行う。 

第 3 回 情報検索 

事前学習 

検索エンジンを利用する。 

普段利用している検索エンジンで、自分が行っている

検索方法を確認する。 

事後学習 
講義で学んだ複合的な検索条件を使って、問題解決を

行う。 

第 4 回 電子メールの使用 
事前学習 

普段利用しているメールサービスを確認する。 

自分の大学のメールアドレスを確認する。 

事後学習 大学 Web メールを利用する。 

第 5 回 文書作成 (Microsoft Word の利用) 
事前学習 Microsoft Word を起動して、触れておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 6 回 文書作成 (Microsoft Word による表作成) 
事前学習 ローマ字による日本語入力を確認しておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 7 回 文書作成 (Microsoft Word による図作成) 
事前学習 ローマ字による日本語入力を確認しておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成してみる。 

第 8 回 表計算 (Microsoft Excel の利用) 
事前学習 Microsoft Excel を起動して、触れておく。 

事後学習 演習で作成したファイルを参考に、再度作成し、復習す



 

 

 

る。 

第 9 回 
表計算 (Microsoft Excel / 相対参照・絶対参

照) 

事前学習 Microsoft Excel の操作に慣れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、相対参照・絶対参照

の違い、使いどころを復習する。 

第 10 回 表計算 (Microsoft Excel / 条件分岐) 

事前学習 Microsoft Excel の操作に慣れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、条件分岐の利用法、

使いどころを復習する 

第 11 回 
プレゼンテーション  (Microsoft PowerPoint

の利用) 

事前学習 Microsoft PowerPoint を起動して、触れておく。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、再度作成し、復習す

る。 

第 12 回 プレゼンテーション (プレゼン資料作成) 
事前学習 プレゼン資料作成の計画を立てる。 

事後学習 プレゼン資料作成の進捗を確認する。 

第 13 回 春期のまとめ・振り返り 

事前学習 春期で学習した内容を復習しておく。 

事後学習 

春期で学習した内容を復習する。 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法に慣れ

ておく。 

第 14 回 秋期の概要・春期の復習 

事前学習 
シラバスを読んで、本科目の概要、学習目的、授業内容

を再確認しておく。 

事後学習 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法に慣れ

ておく。 

第 15 回 情報の運用 

事前学習 
普段、扱っている「情報」の種類と管理方法についてま

とめておく。 

事後学習 
扱いが不十分であった「情報」の取扱を、授業内容に合

わせ、具体的に改善する。 

第 16 回 インターネット・コミュニケーション 

事前学習 

メール、LINE など普段扱っているコミュニケーション

手段とその方法、懸念事項をまとめる。 

Instagram, twitter, YouTube など、普段使っている情

報発信ツールと懸念事項をまとめる。 

事後学習 

ビジネスでのメールを意識して、メールを送信してみ

る。 

授業で扱った「情報発信のリスクと責任」を確認し、具

体的な改善を行う。 

第 17 回 文書表現 (Microsoft Word の活用 / 文章力) 

事前学習 尊敬語、謙譲語、丁寧語を確認する。 

事後学習 
授業で扱った「書き言葉」を復習する。 

自分が演習で作成したファイルを改善する。 

第 18 回 
文書表現 (Microsoft Word の活用 / ビジネス

文書) 

事前学習 Microsoft Excel の操作方法を復習しておく。 

事後学習 
社内文書と社外文書の違い、項目を復習する。 

自分が演習で作成したファイルを改善する。 

第 19 回 
数値分析 (Microsoft Excel の活用 / 順位・成

績) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、合計・平均・条件分

岐の利用法、使いどころを復習する 

第 20 回 数値分析 (Microsoft Excelの活用 / 統計処理) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、統計関数の利用法、

使いどころを復習する 

第 21 回 
数値分析 (Microsoft Excel の活用 / 最小二乗

法 等) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 
演習で作成したファイルを参考に、最小二乗法の利用

法、使いどころを復習する 

第 22 回 
データベース (Microsoft Excel の活用 / 並べ

替え・抽出) 

事前学習 
これまで学んだ Microsoft Excel の関数を復習してお

く。 

事後学習 

演習で作成したファイルを参考に、Microsoft Excel を

データベースとして利用する方法、使いどころを復習

する 

第 23 回 ファイル・データ管理 
事前学習 

普段使っているファイル、フォルダの管理の方法(ファ

イル名の付け方、フォルダの構造)についてまとめてお

く。 

事後学習 自分のファイル・フォルダを整理する。 

第 24 回 ビジュアル表現 

事前学習 
身の回りにある視覚的な表現とその意味について、複

数の事例をまとめておく。 

事後学習 

効果的なビジュアル表現と適切な使いどころを復習

し、プレゼンテーションで速やかに実施できるように

する。 

 



 

 

第 25 回 
プレゼンテーション (テーマ確認・アウトライ

ン作成) 

事前学習 

事前に提示されたプレゼンのテーマから大まかな内容

を考えておく。 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint の操作方法を復習

しておく。 

事後学習 アウトラインを改善する。 

第 26 回 
プレゼンテーション (アウトライン確定・プレ

ゼン資料作成) 

事前学習 
アウトラインを見直して、プレゼン資料作成の計画を

立てる。 

事後学習 プレゼン資料を改善する。 

第 27 回 
プレゼンテーション (プレゼン資料確定・発表

練習) 

事前学習 プレゼン資料を見直して、発表の計画を立てる。 

事後学習 発表練習を行う。 

第 28 回 
プレゼンテーション (発表) 

秋期の振り返り・全期間の振り返り 

事前学習 発表練習を行う。 

事後学習 

発表を聞いて、自分の改善点を挙げ、具体的な改善方法

を考える。 

この科目で得られたことを振り返り、ポートフォリオ

にまとめる。 

理解が足りない点を挙げ、重点的に復習する。 

 

 

 

 

課題研究 1 

課題研究テーマ: 「情報モラル」についてのスライド、動画教材を視聴し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式: Word ファイル (1,200 文字程度) 

実施時期: 第 1 回〜第 4 回にかけてアナウンスする。 

提出期限: 第 15 回の授業終了時間まで 

備考: 既存のシラバスの第 5 回「情報モラル」に該当する内容を学習する。 

事前学習: 普段利用しているサービスの不安な点、脅威だと感じた点、 

インターネットで起こった不祥事をまとめておく。 

事後学習: 利用しているサービスの安全性を確認する。 

講義内容で行う「脅威を未然に防ぐための施策」を実施する。 

再度、スライド・動画教材を視聴し、レポートを振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題研究 2 

課題研究テーマ: テーマを選択し、プレゼンテーション用のスライドを作成しなさい。 

レポート形式: PowerPoint ファイル (スライド 12 枚〜24 枚) 

実施時期: 第 10 回、第 11 回にアナウンスする 

提出期限: 第 15 回の授業終了時間まで 

 

学部・学科ごとに異なるテーマを例示する。 

将来、自分がなりたい人物像を想定してプレゼンテーションを作成してください。 

• 教育学部 教育学科 学校教育専攻 

• 主体的・対話的で深い学び (アクティブラーニング) 

• 問題解決学習 

• プログラミング敎育 

• 道徳の教科化 

• 今後求められる学校教育 

• 社会福祉学部 社会福祉学科 経営福祉専攻 

• 社会福祉分野における問題と対策 

• 社会福祉の事業化における問題と提案 

• 社会福祉分野における新しいビジネスモデル 

• 今後求められる社会福祉 

• 保育児童学部 保育児童学科 

• 児童・保育・幼児教育における問題と対策、未然防止策、提案 

• 児童虐待 

• 待機児童 など 

• 今後求められる児童・保育・幼児教育 

 

制約: 必ず Excel を用いて自分で作成したグラフを 1 枚以上、PowerPoint のスライドに貼り付けること。 

Web 上にあるグラフ画像をコピー & ペーストすることは認められない。 

Web 上にあるデータ等を引用・参照し、データを入力し, グラフを自分で作成すること。 

スライドの枚数は, タイトル含め 12 枚以上 24 枚以下とする。 

 

備考: 既存のシラバスの第 14 回「プレゼンテーション (プレゼン資料作成)」に該当する内容を学習する。 

事前に提示されたプレゼンのテーマから大まかな内容を考えておく。 

Microsoft PowerPoint の操作方法を復習する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 舘 秀典 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国
内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ
ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると
共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ
うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

講義中の各テーマにおいて課題を提示する。 

毎時、提示されたテーマに基づくグループ発表を行う。 
また、春期・秋期の各学期末に、レポート課題を提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】切田節子 他著「MicrosoftOffice2016 を使った情報リテラシーの基礎」近代科学社。 

【参考書】参考資料等は授業時に提示する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

演習であるため、これまでの経験が大きく左右する面もあるかと思いますが、基本的には初心者であること
を前提に行います。疑問点等は都度解決し、次回の展開に備えること。 
講義・演習中の演習問題のやり残しは必ず早めに対処すること。 

一度学んだことは次回までに自分のものにしておくこと。タッチタイプ等の基礎は各自で学ぶこと。 

13．オフィスアワー 初回時に提示する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス、コンピュータの経験に関
するアンケート 

情報処理学習室の使い方 

事前学習 教科書第 1章を読み、疑問点を見つける。 

事後学習 
社会における情報技術の使われ方について 
自らの経験をもとにレポートを作成する。 

第２回 
コンピュータとは何か、仕組み、基本
的な操作、歴史等について 

事前学習 前講義にて配布される情報関連の用語について調べてくる。 

事後学習 コンピュータとは何か、どのような歴史があるのかまとめる。] 

第３回 
インターネットの歴史、サービスにつ
いて 

事前学習 
前講義にて配布されるインターネット関連の用語について調

べてくる。 

事後学習 講義中のインターネットの歴史に関する課題レポートの作成。 

第４回 
WWW：ブラウザの使用方法、インターネ
ットを利用した情報の検索 

事前学習 
前講義に配布されるインターネット関連の用語について調べ
てくる。 

事後学習 
インターネットを利用し、講義中に課題に対して様々な検索方

法を試してみる。 

第５回 
電子メール：電子メールの仕組み、マ
ナーについて 

事前学習 
前講義にて配布される電子メール・モラル・マナー関連の用語

について調べてくる。 

事後学習 電子メールの仕組みについての課題レポートの作成を行う。 

第６回 最近のインターネットの動向について 

事前学習 
最近目にしたインターネット関連の用語・技術を箇条書きで書
き出す。 

事後学習 
最近のインターネットで気になった事について自ら調べまと

める。 



 

 

 

第７回 著作権について 

事前学習 事前配布される著作権関連の用語について調べてくる。 

事後学習 著作権に関する Q&Aを作成する。 

第８回 
Microsoft PowerPoint： プレゼンテー
ションソフトとは 

事前学習 
プレゼンテーションとは何か、またどのような場所で利用され
るものなのかを調べる。 

事後学習 プレゼンテーションソフトの基本的な操作の演習課題の遂行。 

第９回 
Microsoft PowerPoint：基本的な利用
方法 

事前学習 今回利用する PowerPointについて、どのようなものか調べる。 

事後学習 プレゼンテーションソフトの基本的な操作の演習課題の遂行。 

第１０回 
Microsoft PowerPoint： プレゼンテー
ション作成 

事前学習 
プレゼンテーションを作成するにあたり、気を付けることは何
かについて調べる。 

事後学習 
プレゼンテーションを作成するにあたってのストーリー作成

を行う。 

第１１回 Microsoft Word：ワープロソフトとは 

事前学習 
教科書 pp.87～91を読み、ワードプロセッサソフトを用いるメ

リットについて理解する。 

事後学習 ワードプロセッサソフトの基本的な操作の演習課題の遂行 

第１２回 
Microsoft Word：文字の編集（書体、
大きさの変更および装飾など） 

事前学習 
ワードプロセッサソフトでは何ができるのかについて調べ、可
能であればソフトウェアに触れてみる。 

事後学習 ワードプロセッサソフトのレイアウト変更の演習課題の遂行 

第１３回 
Microsoft Word：余白、ページの設定、
インデントなど 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとに自らペー

ジの設定を行ってみる。 

事後学習 ワードプロセッサソフトのレイアウト変更の演習課題の遂行 

第１４回 
Microsoft Word：スタイル、テンプレ
ートの利用など 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとに自らスタ
イル、テンプレートの機能を試してみる。 

事後学習 テンプレートを用いて Word文章を作成する演習課題の遂行 

第１７回 
Microsoft Word：クリップアート、図
形描画、罫線など 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとにメディア

の挿入を試してみる。 

事後学習 
クリップアート、図形描画、罫線などを利用した演習課題の遂
行。 

第１８回 
Microsoft Word：さまざまな機能を用
いたレポート文書の作成 

事前学習 
事前配布されるワープロソフトのサンプルをもとにどのよう
な機能を利用すれば作成可能であるかを検討する。 

事後学習 さまざまな機能を用いたレポート課題の作成 

第１７回 Microsoft Excel：表計算ソフトとは 

事前学習 
教科書 pp.167～168を読み、表計算ソフトを用いるメリットに

ついて理解する。 

事後学習 
表計算ソフトはどのような時に利用すると有効であるか自ら
まとめる。 

第１８回 
Microsoft Excel：データの入力（数値
データと文字データ）、セルの操作 

事前学習 
教科書 pp.169～177を参照し、基本操作の注意点について理解
する。 

事後学習 データ入力を主とした講義課題の遂行 

第１９回 
Microsoft Excel：数式の利用、セルの
相対参照と絶対参照 

事前学習 
教科書 pp.188～191を参照し、数式の演算記号・参照とは何か

について理解する。 

事後学習 数式を利用した講義課題の遂行 



 

 

第２０回 
Microsoft Excel：基本的な関数の利用

（合計、平均など）、グラフの作成 

事前学習 
教科書 pp.193～195,pp.204～211を参照し、関数とは・関数の

入力方法・グラフの作成について学んでおく。 

事後学習 関数を利用した講義課題の遂行 

第２１回 
Microsoft Excel：関数の利用、IF 関
数の入れ子など 

事前学習 
教科書 pp.196～199 を参照し、IF 関数とは、関数の入れ子に
ついて学んでおく。 

事後学習 IF関数を利用した講義課題の遂行 

第２２回 
Microsoft Excel：さまざまな関数の応

用 

事前学習 
教科書 p.201 および事前配布資料を参照し Excel における日

付の扱い、その他関数について学んでおく。 

事後学習 さまざまな関数を利用した講義課題の遂行 

第２３回 
Microsoft Excel：データの処理、並べ
替え、フィルタリングなど 

事前学習 
教科書 pp.226～235 を参照しデータの処理について学んでお
く。 

事後学習 データ処理を行う講義課題の遂行 

第２４回 総合演習（０） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに

は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２５回 総合演習（１） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに
は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２６回 総合演習（２） 

事前学習 
事前に配布される Word,Excel を連携させた文章を作成するに

は、どのような機能を用いればよいのかを検討する。 

事後学習 
演習時間中の課題および追課題の遂行 
サイトを完成させる。 

第２７回 
総合的な演習：Microsoft Excel の総
復習 

事前学習 これまでの Excelの演習問題を再度試してみる。 

事後学習 演習時間中の課題および追課題の遂行 

第２８回 本講義のまとめ 

事前学習 これまでの演習問題を再度試してみる。 

事後学習 演習時間中の課題の遂行 

課題研究 1 

 
演習課題：第 11回〜第 18回の演習をもとに，第 18回にて配布される資料を，Wordを用いて作成する． 
提出期限：第 19回授業時 

事後学習：他の人の成果物を参考に，作成した資料の改善点を検討する 

課題研究 2 
演習課題：第 11回〜第 23回の演習をもとに，第 27回にて配布される資料を，Word，Excelを用いて作成する． 
提出期限：第 28回授業時 

事後学習：他の人の成果物を参考に，作成した資料の改善点を検討する 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 二村 泰弘 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基

礎知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、

国内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コ

ミュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習する

と共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践でき

るようになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェア

に関する基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

テーマ毎に、授業内容に基づく課題を出題する。受講者には、課題要件を満たす作品やファイル（文書ファ

イル、表計算ファイル、プレゼンテーションファイルなど）を作成すること、そしてそれらを指示された手

続き（電子メールなど）で提出することが求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】システムテクニカルサービス著『情報処理入門 Windows10 版 −Office2016 対応−』システムテ

クニカルサービス、2017。 

【参考書】講義の中で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身

に付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退をするときは、理由を書面にて提出すること。 

なお、受講者の状況に応じて講義内容を一部変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 
初回の授業で通知する。面談に際しては、事前にメール等で連絡することが望ましい。 

ｙａｆｕｔａｍｕ＠ｅｄ．ｔｏｋｙｏ－ｆｕｋｕｓｈｉ．ａｃ．ｊｐ 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション、Windows の起動と終了、フ

ァイル操作、フォルダ操作 

事前学習 教科書 pp.1～20 および pp.33～42 を読む。 

事後学習 Windows の基本操作を復習する。 

第２回 
情報通信機器の利用（１）：インターネットを利用

した情報収集の基礎①www ブラウザの利用 

事前学習 教科書 pp.21～27 を読む。 

事後学習 www ブラウザを利用する。 

第３回 
情報通信機器の利用（２）：インターネットを利用

した情報収集の基礎②www ブラウザによる検索 

事前学習 教科書 pp.28～32 を読む。 

事後学習 検索機能を活用してみる。 

第４回 
情報通信機器の利用（３）：インターネットを利用

した情報伝達の基礎①電子メールの利用 

事前学習 教科書 pp.365～373 を読む。 

事後学習 電子メールを利用する。 

第５回 
情報通信機器の利用（４）：インターネットを利用

した情報伝達の基礎②電子メールのマナー 

事前学習 教科書 pp.106～107 を読む。 

事後学習 電子メールのマナーを復習する。 

第６回 情報通信機器の利用（５）：総合演習 
事前学習 教科書のこれまでの範囲を復習する。 

事後学習 これまでの課題を仕上げる。 

第７回 
文書作成ソフトウェア（１）：ソフトウェアの基本

操作 

事前学習 教科書 pp.116～135 を読む。 

事後学習 Word での文書作成を復習する。 

第８回 文書作成ソフトウェア（２）：表の作成 
事前学習 教科書 pp.136～149 を読む。 

事後学習 Word での表の作成を復習する。 

第９回 文書作成ソフトウェア（３）：文書の編集 

事前学習 教科書 pp.150～168 を読む。 

事後学習 Word での文書の編集を復習する。 



 

 

 

第１０回 文書作成ソフトウェア（４）：図の利用 
事前学習 教科書 pp.169～186 を読む。 

事後学習 「ペイント」での図形描画などを復習する。 

第１１回 
文書作成ソフトウェア（５）：文書の飾り付け、図

形描画など 

事前学習 教科書 pp.169～186 を読む。 

事後学習 Word での図形描画などを復習する。 

第１２回 文書作成ソフトウェア（６）：その他の便利な機能 
事前学習 教科書 pp.187～194 を読む。 

事後学習 Word での文章校正機能などを復習する。 

第１３回 文書作成ソフトウェア（７）：総合演習 
事前学習 教科書「Word 編」の全範囲を復習する。 

事後学習 課題を仕上げる。 

第１４回 
プレゼンテーションソフトウェア（１）：ソフトウ

ェアの基本操作 

事前学習 教科書 pp.292～307 を読む。 

事後学習 PowerPoint でのファイル作成を復習する。 

第１５回 
プレゼンテーションソフトウェア（２）：図表の作

成、アニメーションなど 

事前学習 教科書 pp.292～307 を読む。 

事後学習 PowerPoint でのファイル作成を復習する。 

第１６回 

プレゼンテーションソフトウェア（３）：効果的プ

レゼンテーションの基礎知識①プレゼンテーション

に向けてのファイル作成 

事前学習 教科書 pp.308〜319 を読む。 

事後学習 発表に向け PowerPoint でファイルを作成する。 

第１７回 

プレゼンテーションソフトウェア（４）：効果的プ

レゼンテーションの基礎知識②プレゼンテーション

に向けての発表原稿作成 

事前学習 教科書 pp.320〜324 を読む。 

事後学習 発表に向け PowerPoint でファイルを作成する。 

第１８回 プレゼンテーションソフトウェア（５）：発表 
事前学習 プレゼンテーションの準備を行う。 

事後学習 プレゼンテーションを振り返る。 

第１９回 
プレゼンテーションソフトウェア（６）：発表と振

り返り 

事前学習 プレゼンテーションの準備を行う。 

事後学習 プレゼンテーションを振り返る。 

第２０回 
表計算ソフトウェア（１）：ソフトウェアの基本操

作 

事前学習 教科書 pp.196～213 を読む。 

事後学習 Excel の基本操作を復習する。 

第２１回 表計算ソフトウェア（２）：表の作成 
事前学習 教科書 pp.214〜222 を読む。 

事後学習 Excel でのファイル作成を復習する。 

第２２回 表計算ソフトウェア（３）：表の印刷 
事前学習 教科書 pp.223〜229 を読む。 

事後学習 Excel での表の作成と印刷について復習する。 

第２３回 表計算ソフトウェア（４）：相対参照と絶対参照 
事前学習 教科書 pp.230〜237 を読む。 

事後学習 Excel の相対参照と絶対参照について復習する。 

第２４回 
表計算ソフトウェア（５）： さまざまな関数の利用

（IF 関数など) 

事前学習 教科書「Excel 編」のこれまでの範囲を復習する。 

事後学習 Excel のさまざまな関数について復習する。 

第２５回 表計算ソフトウェア（６）：グラフの作成 
事前学習 教科書 pp.238〜255 を読む。 

事後学習 Excel でのグラフ作成を復習する。 

第２６回 表計算ソフトウェア（７）：複数のシートの連携 
事前学習 教科書 pp.256〜268 を読む。 

事後学習 Excel での 3D 参照について復習する。 

第２７回 
表計算ソフトウェア（８）：データの並べ替え・抽

出 

事前学習 教科書 pp.269〜285 を読む。 

事後学習 Excel のデータベース利用を復習する。 

第２８回 表計算ソフトウェア（９）：総合演習 
事前学習 教科書「Excel 編」の全範囲を復習する。 

事後学習 課題を仕上げる。 

課題研究 

1 
課題研究テーマ：教科書 80 ページから 113 ページを読み、情報通信機器を利用するうえで注意すべき、インターネッ

トを取り巻くさまざまな問題（例：コンピュータウイルス、著作権など）について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：ウイルス対策、著作権の保護についてよく考え、実際に行動する。 

  



 

 

課題研究 

2 
課題研究テーマ：教科書 135 ページ（ただし、⑦を除く）及び 186 ページの課題を完成させ、メールで提出しなさい。 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業後 1 週間以内に提出する。 

事後学習：「Word 編」の全範囲を復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 
GECM2304 

GECM2104 
２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報

の作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部

の専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を

通して、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問

題が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネット

ワークを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とす

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業のレベルを満たすSiteを作成できる知識・技能を各自が習得するため，以下の課題に取り組む。 

課題１（春期期末課題） SEOに則ったSiteを，HTMLとCSSにより構築し運用する。 

課題２（秋期期末課題） JavaScript言語のプログラミングを習得し，自Siteに適用する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内で，教材を提示する（複数の最新書籍の指定では高額になるため）。 

【参考書】必要に応じて授業内で参考書を紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

先に学習した情報処理演習Ⅰを進めて、Ⅱではクリエイターとして Web ページの制作やプログラミング

に取り組むことになる。ICT の情報をただ受動的に取得するだけにとどまらず、自分が情報を生産する経

験をすることは、世の中にあふれる情報に対する自分の姿勢を能動的に変えていくことにもつながる。 

授業に対しては、学んだ文法や利用法を再生するだけの学習ではなく、学んだことを工夫・発展させ、

自分の作品としての Webページ・プログラムを完成させてほしい。 

1.学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

2.正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

3.私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

4.記名済の USBを必ず持参すること。毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

13．オフィスアワー Office-Hourは第 1回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mailで Appointmentをとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

【ICTモラル】 

著作権・肖像権・パブリシティー権 

無料ホームページサービスへの申請 

事前学習 シラバス・著作権を調べる。 

事後学習 プロバイダへの申請をする。 

第２回 
Ez-htmlの使用方法，headと bodyの記述，CSSと html

の記述方法，#タグ，色の記述，メモの仕方 

事前学習 春期期末課題作品のイメージを持つ。 

事後学習 
春期期末課題作品の構想を決定する。Ez-html

の操作の復習をする。 

第３回 

【ベースのページの作成】 

①ヘッダー部分の作成 

Site 名の記述，パンくずリストの作成，トップのリン

クメニュー，H1 タグの記述 

事前学習 Siteの基本構造を調べる。 

事後学習 ヘッダー部分やパンくずリストを修正する。 

第４回 
Google Add Words の使用方法，keywordsの決定，title

の記述 

事前学習 Metaタグについて調べる。 

事後学習 keywords・titleについて復習をする。 

第５回 
②サイドメニュー部分の作成 

リストの記述 

事前学習 リストのタグを調べる。 

事後学習 サイドメニュー部分を修正する。 

第６回 
③メイン部分の作成 

囲み，marginと padding，文章の記述 

事前学習 文書領域について調べる。 

事後学習 文書領域のサイズや配置を修正する。 

第７回 
画像の修正 

写真やイラストの挿入 

事前学習 画像の拡張子について調べる。 

事後学習 画像を修正・挿入してみる。 

第８回 
④フッター部分の作成 

常時掲載項目の記述 

事前学習 footerについて調べる。 

事後学習 不足している素材を集める。 

第９回 
ベースのページの完成 

レイアウト・色彩デザインの最終仕上げ 

事前学習 色彩デザインについて調べる。 

事後学習 ベースのページを完璧に仕上げる。 

第１０回 
【サイトの構築と運用】 

CSSの追い出し，ページの複数化 

事前学習 Siteの構造について調べる。 

事後学習 Siteのファイル・フォルダ構成を修正する。 



 

 

 

第１１回 
Site全体の構造化 

作業しやすいサイトの構造化 

事前学習 他のページの作成を進める。 

事後学習 Siteのフォルダ構造を修正する。 

第１２回 
複数ページの作成 

サイトの複数ページの改訂 

事前学習 複数ページの作成を進める。 

事後学習 複数ページの完成度を高める。 

第１３回 
作品の発表会を実施する。お互いの作品の評価し合い、

自分の作品の改良にもつなげていく。 

事前学習 春期提出作品を完成させる。 

事後学習 自分の作品を改良する。 

第１４回 
Google Webmasters toolsについて 

作品の確認と春期作品の提出 

事前学習 Google Webmasters tools について調べる。 

事後学習 春期作品を修正してアップロードする。 

第１５回 
【SEO対策による改善】 

LPOの適用 

事前学習 LPOについて調べる。 

事後学習 秋季期末課題の構想を練る。 

第１６回 
2つの Site mapの作成 

XML-Sitemaps Generator について 

事前学習 Site mapについて調べる。 

事後学習 XML-Sitemaps Generatorの操作の復習をする。 

第１７回 
アクセス解析ツール 

Google Analytics の使用について 

事前学習 アクセス解析ツールについて調べる。 

事後学習 Google Analytics の操作の復習をする。 

第１８回 
外部対策とサテライトブログ 

サテライトブログの作成 

事前学習 外部対策について調べる。 

事後学習 作成したサテライトブログを修正してみる。 

第１９回 

【動的ページの作成】 

JavaScriptについて 

ソースの基本的な記述 

事前学習 JavaScriptについて調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２０回 
JavaScriptについて 

メモの活用 

事前学習 JavaScriptのソースについて調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２１回 
HTML に働く JavaScript について 

デバックの作法 

事前学習 HTML に働く JavaScriptについて調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２２回 
HTML に働く JavaScript について 

イベントハンドラと function 

事前学習 HTML に働く JavaScriptについて調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２３回 
CSSに働く JavaScript について 

ifを使ったイベントの仕分け 

事前学習 CSSに働く JavaScript について調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２４回 
CSSに働く JavaScript について 

タブ式ページの完成 

事前学習 CSSに働く JavaScript について調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用の構想を練る。 

第２５回 

【WEBを活用した問題発見・問題解決能力】 

JavaScriptの自サイトへの移植 

バナー作成とアップ 

事前学習 JavaScriptの適用について調べる。 

事後学習 該当回のページを自 Siteに移植・修正する。 

第２６回 
他の JavaScript を適用してみる 

ファビコンの作成とアップ 

事前学習 Web検索により他の JavaScriptを調べる。 

事後学習 自分の Siteへ適用する。 

第２７回 
他の JavaScript の適用を完成させる 

アクセス解析・Metaタグ・サイトマップの確認 

事前学習 Web検索により他の JavaScriptを調べる。 

事後学習 自分の Siteへの適用を完了させる。 

第２８回 講義のまとめ・秋期最終作品の提出 
事前学習 講義終了後のサイト発展の構想を練る。 

事後学習 講義全体の復習・秋期最終作品のアップロード 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：HTML,画像を用いた HTMLページを完成させる。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の HTML作品を提出する。 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の開始時に提出する。提出後、疑問点・改良点などについての質疑応答を、第９回の授業内容と合わ

せて実施する。 

事後学習：質疑応答で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：HTML,CSSを用いた段組みのある Webページをメインページ＋サブ５ページ以上作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の作品を提出する。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の開始時に提出する。提出後、１３回の授業内容にそって、お互いの作品を評価し合う。 

事後学習：作品発表会で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECM2104 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報の

作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部の

専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を通し

て、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問題

が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネットワー

クを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

春期： サイト制作課題とマルチメディア教材制作課題 

秋期： プログラミング課題の振り返りレポート 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】必要な資料は講義時に配布します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 本科目は、教員を目指す学生向けに Google Drive による「クラス管理用情報発信・共有サイト制作演習」

と「マルチメディア教材制作演習」及び、「小学校プログラミング教育実技演習」の三部で構成されています。

今後はどの分野に携わる人でも「情報」を扱うだけではなく、新しく生み出し発信していくことが求められ

る時代です。その情報発信者として、創造することの難しさや発信する内容に責任を持つことの重みについ

ても学んでいきましょう。 

 春期には、教員として担任クラスの生徒や保護者向けに情報を発信するサイトの制作を行っていきます。

データ公開の可否判断や利便性を理解しながら、オリジナルの Web サイト制作にチャレンジしていただきま

す。また、「マルチメディア教材」をテーマにマルチメディアの作成・加工・発信を様々なツールを駆使して

実施していきます。 

 秋期では、小学校で導入される「プログラミング教育」について、教員の立場を意識しながら取り組んで

いただきます。結果よりも積極的な演習への参加を評価します。連続性のある構成になっていますので、欠

席や遅刻のないようにしてください。 

※本科目は通年科目ですので、秋期になったとしても履修変更はできません。 

※事前に「Googleアカウント」を取得しておいてください。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Webの仕組み 

 ・授業ガイダンス（出席登録と注意事項など） 

 ・Webの仕組みを理解する 

事前学習 Webについて調べておく 

事後学習 Webの仕組みについて復習しておく 

第２回 

クラス情報発信サイト制作演習(1) 

 ・生徒と保護者向けの情報発信サイト制作  

 ・学校や生徒の各関連データ公開の可否判断 

事前学習 Googleアカウントを取得しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第３回 

クラス情報発信サイト制作演習(2) 

 ・学級通信等の文書ファイル（PDF形式）掲載 

 ・地図や画像、授業動画の掲載（反転授業など） 

事前学習 学校関連の行事や資料について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第４回 

クラス情報発信サイト制作演習(3)  

 ・スマホでレイアウトと動作を確認 

 ・各種テスト＆アンケートの集計作業 

事前学習 学校関連の行事や資料について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第５回 

マルチメディア教材制作(1) 

 ・マルチメディア教材の有用性について 

 ・マルチメディア教材制作の題材を検討 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第６回 
マルチメディア教材制作(2) 

 マルチメディア教材制作の試作を検討 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 期限までに個人演習を完成させておく 

第７回 
マルチメディア教材制作(3) 

 グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第８回 
マルチメディア教材制作(4)  

 グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第９回 
マルチメディア教材制作(5)  

グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 



 

 

 

第１０回 
マルチメディア教材制作(6)  

グループ演習によるマルチメディア教材制作 

事前学習 マルチメディア教材事例を調べておく 

事後学習 マルチメディア教材を完成させておく 

第１１回 
マルチメディア教材による模擬授業(1) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１２回 
マルチメディア教材による模擬授業(2) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１３回 
マルチメディア教材による模擬授業(3) 

 各グループによる模擬授業を実施 

事前学習 模擬授業リハーサルを実施しておく 

事後学習 模擬授業の反省点を改善しておく 

第１４回 

小学校プログラミング教育実技演習(1) 

 ・プログラミング的思考力とは 

 ・「アルゴリズム」とは何かを理解する 

事前学習 プログラミング的思考力について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１５回 

小学校プログラミング教育実技演習(2) 

 ・フローチャート図（同期／非同期処理） 

 ・「国語科（表現）」のプログラミング教育 

事前学習 フローチャート図について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１６回 

小学校プログラミング教育実技演習(3) 

 ・日常、学校、社会、国内の中のアルゴリズム 

 ・プロセスモデリング技法の活用 

事前学習 プロセスモデリングについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１７回 

小学校プログラミング教育実技演習(4) 

 ・ビジュアルプログラミング言語（Scratch3.0） 

 ・書写によるプログラミング演習でコツをつかむ 

事前学習 Scratchについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１８回 

小学校プログラミング教育実技演習(5) 

 ・「算数科（図形）」のプログラミング教育 

・「効率的」なプログラミングとは 

事前学習 「算数科（図形）について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第１９回 

小学校プログラミング教育実技演習(6) 

 ・「音楽科（ピアノ）」のプログラミング教育 

・応用としてアンサンブルにチャレンジ 

事前学習 DTMについて調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２０回 

小学校プログラミング教育実技演習(7) 

 ・プログラムの幅を広げる「変数」を理解 

・変数とリストを使用する意図を理解 

事前学習 変数について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２１回 

小学校プログラミング教育実技演習(8) 

 ・「総合的な学習の時間」のプログラミング教育 

 ・プログラムを「作る側と利用する側」とは 

事前学習 総合的な学習の時間について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２２回 

小学校プログラミング教育実技演習(9) 

 ・プログラムの関数化を理解する 

 ・Excel関数をプログラミング 

事前学習 関数について調べておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２３回 
プログラミング実技課題～基礎～(1) 

 アンプラグド・プログラミング課題 

事前学習 これまでのアンプラグド課題を復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２４回 
プログラミング実技課題～基礎～(2) 

 アンプラグド・プログラミング課題 

事前学習 これまでのアンプラグド課題を復習しておく 

事後学習 課題を期限までに完成させておく 

第２５回 
プログラミング実技課題～応用～(1) 

 ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２６回 
プログラミング実技課題～応用～(2) 

 ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 演習内容の復習をしておく 

第２７回 
プログラミング実技課題～応用～(3) 

ビジュアルプログラミング課題 

事前学習 これまでのプログラミングを復習しておく 

事後学習 課題を期限までに完成させておく 

第２８回 
小学校プログラミング教育レポート 

 振り返りレポート課題（指導者として） 

事前学習 制作で学んだことを考えておく 

事後学習 期限までにレポートを仕上げて提出すること 

課題研究 1 課題テーマ ：クラス情報発信サイト制作課題 

       第 1回～第 4回の演習内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 4回に配布する。 

実施時期  ：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 5回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

       課題内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習  ：サイト制作の注意点や方法を復習しておく 

課題研究 2 課題テーマ ：マルチメディア教材制作振り返りレポート 

       第 5回～第 13回の講義内容を踏まえて、レポートを完成させる。 

課題ファイル：第 13回にレポートファイルを配布する（フォーマットに書き込む）。 

実施時期  ：第 13回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 14回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

       課題内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習  ：マルチメディア教材制作の注意点や方法を復習しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅲ （4 単位） 

３．科目番号 GECM3304 

２．授業担当教員 中園 長新 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「情報処理演習Ⅰ」「情報処理演習Ⅱ」を履修済であることが望ましい。 

７．講義概要 

この講義では、「情報処理演習Ⅰ」や「情報処理演習Ⅱ」で学んだ基礎知識や技術を基にして、さらに発

展的な内容を具体的な事例を用いて学習する。事例と演習により、これまでに学んだ情報処理をどのよう

な場面で活用できるのかを学ぶ。そのため、コンピュータを使った数値計算にとどまらず、さらに大きな

枠組みで情報処理について考えていく。具体的には、プログラミング言語として VBA言語を取り上げ、

プログラミングを構成する基本要素を、演習を行いながら学んでいく。また、データ分析に関しても扱い、

調査や実験の結果を導くために必要な技法を学ぶ。 

８．学習目標 

 情報処理において、コンピュータを使うための知識や技術は重要である。しかし、コンピュータは何か

の目的を達成するための道具であるという一面もある。そこで本講義では、履修者自らがコンピュータを

使いこなすための具体的な方法を調べて、どのようにしたらその目的を達成できるのかを考える。そのよ

うな考え方や姿勢を習得し、操作できるようになることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【春期課題】Excel VBAの基本機能を活用した自作プログラムの作成と発表、相互評価 

【秋期課題】Excel VBAのユーザーインターフェース（ユーザーフォームとコントロール）を活用し、デ

ータ分析を行う自作プログラムの作成と発表、相互評価 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

沢内晴彦『エクセル VBA のプログラミングをはじめからじっくりと。』秀和システム、2016。 

その他、授業内で資料等を配付する。 

【参考書】 

日花弘子『自分のペースでゆったり学ぶ Excel VBA』技術評論社、2014。 

川上恭子『Excel VBA でデータ分析』マイナビ、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．Excelなどを用いたデータ分析の内容について理解できているか。 

２．VBAの基本的な事項を理解し、自分でプログラムを作成できるか。 

３．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業において課されるレポートや課題 30％ 

３．最終課題 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

近年、ビッグデータという言葉を耳にする機会が多くなった。これからの社会は知識基盤社会であり、デ

ータや知識、情報をいかに有効活用できるかが鍵となる時代である。本科目ではその入門として、プログ

ラミングを通してデータを処理する技法を学び、演習を通して技術を習得することを目指す。演習は、様々

なビジネス分野で活用されている Excel VBA を用いる。プログラミングの基礎から丁寧に学習・演習し

ていくので、前提知識がなくても履修可能である。ただし、高度な内容を多く含むため、自ら進んで予復

習したり、発展的な学びに取り組んだりする積極的な姿勢を求める。 

より深い学びを実現するため、受講生の状況に応じて講義内容・順序を変更する場合がある。 

教科書等は学生の理解度に合わせたものを選定しているが、専門知識・技能を学ぶ科目であるため、専門

用語等が多く含まれる。本科目を履修する受講生の国籍等は不問だが、自ら用語等を調べ、理解すること

ができる学習意欲と日本語能力が求められる。 

13．オフィスアワー 

授業内（初回授業）で周知する。オフィスアワー以外の時間帯であっても対応可能である場合は随時受け

付ける（原則として要予約）。 

メールによる相談等も随時受け付ける。メールアドレスも授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

Excel の基本操作の復習 

マクロと VBA の基本 

事前学習 

教科書の目次を確認し、本科目でどのような

ことを学習するのかについての大まかな見通

しを持っておく。 

教科書の第 1 章を読んでおく。 

事後学習 
学習内容を参考に、Excel のマクロを使って

簡単な処理を記録する。 

第２回 
Excel でマクロを作成する 

マクロと VBA の関係 

事前学習 教科書の第 2 章を読んでおく。 

事後学習 

Excel VBA について、授業で学んだこと以外

にどんな特徴があるのか、インターネットや

参考書等を使って自分なりに詳しく調べる。 

第３回 

Excel VBA の基礎 (2) 

Excel のセルを VBA で操作する方法 

※基礎 (1)は課題研究として実施 

事前学習 教科書の第 3 章を読んでおく。 

事後学習 

Excel のセルを操作することで、どのような

操作が実現できるか検討する。 

 

 



 

 

第４回 
Excel VBA の基礎 (3) 

セルの操作を用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 3 章を再読しておく。 

第 3 回授業で学習した内容を振り返り、復習

しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第５回 
Excel VBA の基礎 (4) 

条件分岐と繰り返し：条件分岐 

事前学習 教科書の第 4 章（4-1～4-3）を読んでおく。 

事後学習 
様々な条件分岐を使った簡単なプログラムを

作成してみる。 

第６回 
Excel VBA の基礎 (5) 

条件分岐と繰り返し：繰り返し 

事前学習 教科書の第 4 章（4-4～4-5）を読んでおく。 

事後学習 
条件分岐と繰り返しを用いることで、どのよ

うな操作が実現できるか検討する。 

第７回 
Excel VBA の基礎 (6) 

条件分岐と繰り返しを用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 4 章を再読しておく。 

第 5・6 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第８回 
Excel VBA の基礎 (7) 

VBA 関数 

事前学習 教科書の第 5 章を読んでおく。 

事後学習 
VBA 関数を用いることで、どのような操作が

実現できるか検討する。 

第９回 
Excel VBA の基礎 (8) 

VBA 関数を用いたプログラムの作成 

事前学習 

教科書の第 5 章を再読しておく。 

第 8 回授業で学習した内容を振り返り、復習

しておく。 

事後学習 
作成したプログラムを改良し、機能を追加し

てみる。 

第１０回 
Excel VBA の基礎 (9) 

発展的な VBA のスキル 

事前学習 

教科書の第 1～5 章を再読しておく。 

第 1～9 回授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 

授業で扱わなかった VBA の様々な機能につ

いて、インターネットや参考書等を使って自

分なりに詳しく調べる。 

第１１回 
Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (1) 

作成するプログラムの検討 

事前学習 

教科書の第 1～5 章を再読しておく。 

第 1～10 回授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 
課題作品として作成するプログラムの概要を

検討し、作成方針を固める。 

第１２回 

Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (2) 

プログラムの作成 

※作成 (3)は課題研究として実施 

事前学習 

プログラムを作成するためにはどのようなス

キルが必要になるか検討し、不安がある場合

は復習しておく。 

事後学習 
次回授業までにプログラムが完成できるよう

に、宿題として作成を継続する。 

第１３回 
Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (4) 

作品発表会と相互評価 

事前学習 
自分のプログラムについて、特徴や工夫した

点等を発表できるように整理しておく。 

事後学習 
相互評価で得られたアドバイスを元に、プロ

グラムを改良する。 

第１４回 

Excel VBA の復習 

ユーザーインターフェース（ユーザーフォームとコン

トロール）の概要 

事前学習 

春期の本科目で学習した内容を復習し、思い

出しておく。 

教科書の第 6 章を読んでおく。 

事後学習 

ユーザーインターフェース（ユーザーフォー

ムとコントロール）について、授業で学んだ

こと以外にどんな特徴があるのか、インター

ネットや参考書等を使って自分なりに詳しく

調べる。 

第１５回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (1) 

ユーザーインターフェースの作成 

事前学習 

教科書の第 6 章を再読しておく。 

第 14 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 

ユーザーフォームとコントロールを活用し

て、いろいろなユーザーインターフェースを

作成する。 

第１６回 

ユーザーフォームとコントロールの活用 (2) 

「請求書作成ツール」を例としたユーザーインターフ

ェースの実例 

事前学習 教科書の第 7 章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の第 7 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

第１７回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (3) 

ユーザーインターフェースと機能の関係 

事前学習 教科書の第 8 章を読んでおく。 

事後学習 

教科書の第 8 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

 

 



 

 

第１８回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (4) 

ユーザーインターフェースの情報の利用 

事前学習 教科書の第 9 章を読んでおく。 

事後学習 
教科書の第 9 章で扱っているサンプルプログ

ラムの内容を理解し、自分で作成する。 

第１９回 
ユーザーフォームとコントロールの活用 (5) 

ユーザーフォームと様々なコントロール 

事前学習 教科書の第 6～9 章を再読しておく。 

事後学習 
様々なコントロールを活用したユーザーイン

ターフェースを作成する。 

第２０回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (1) 

データ分析の基礎 

事前学習 

「データ分析」とは何か、自分なりに調べて

みる（まずは Excel VBA にとらわれず、一般

的な知識を得る）。 

事後学習 
現代社会においてデータ分析がなぜ重視され

ているのか、自分なりの考えを整理する。 

第２１回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (2) 

Excel VBA を使った条件付き書式 

事前学習 

Excel の条件付き書式について、「情報処理演

習Ⅰ」等で学習したことを復習し、思い出し

ておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って条件付き書式を操作する

プログラムを作成する。 

第２２回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (3) 

Excel VBA を使ったグラフ作成 

事前学習 

Excel におけるグラフの作成方法について、

「情報処理演習Ⅰ」等で学習したことを復習

し、思い出しておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って様々なグラフを作成する

プログラムを作成する。 

第２３回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (4) 

様々な分析手法とその用途 

事前学習 

データ分析に用いられる手法にはどのような

ものがあるのか、インターネットや参考書等

を使って調べておく。 

事後学習 

授業で扱ったデータ分析の手法について、そ

の特徴や用途を自分なりの言葉で説明できる

ように整理する。 

第２４回 
Excel VBA を使ったデータ分析 (5) 

様々な分析手法を Excel VBA で実現する 

事前学習 
第 23 回授業で学習した内容を振り返り、復

習しておく。 

事後学習 
Excel VBAを使って簡単なデータ分析を行う

プログラムを作成する。 

第２５回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (1) 

作成するプログラムの検討 

事前学習 
これまでの授業で学習した内容を振り返り、

復習しておく。 

事後学習 
課題作品として作成するプログラムの概要を

検討し、作成方針を固める。 

第２６回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (2) 

プログラムの作成 

事前学習 

プログラムを作成するためにはどのようなス

キルが必要になるか検討し、不安がある場合

は復習しておく。 

事後学習 
次回授業でプログラムが完成できるように、

宿題として作成を継続する。 

第２７回 
Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (3) 

プログラムの修正と完成 

事前学習 プログラムの作成を継続しておく。 

事後学習 プログラムを完成させ、提出する。 

第２８回 

Excel VBA を用いたデータ分析プログラムの作成 (4) 

作品発表会と相互評価 

授業のまとめ 

事前学習 
自分のプログラムについて、特徴や工夫した

点等を発表できるように整理しておく。 

事後学習 
相互評価で得られたアドバイスを元に、プロ

グラムを改良する。 

課題研究

１ 

課題研究：Excel VBA の基礎 (1) 

VBA の入力と実行、サンプルプログラムの検討 

課題詳細：教科書第 1・2 章の内容を再読し、「教科書の記載に従ったサンプルプログラムの作成」と「与えられた条

件内で自分なりにアレンジした独自プログラムの作成」を行う。課題の条件等、詳細は課題提示時に説明する。 

実施時期：第 2回授業時に課題の詳細を提示し、第 4回授業時に提出する。 

事後学習：各自が作成したプログラムを紹介し合い、相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

課題研究

２ 

課題研究：Excel VBA を用いた自作プログラムの作成 (3) 

第 11・12 回授業で作成しているプログラムの修正と完成 

課題詳細：第 11・12 回授業で作成を継続しているプログラムの機能追加やバグ修正、最終調整等を実施し、完成さ

せる。課題の条件等、詳細は課題提示時に説明する。 

事後学習：本研究課題は第 11・12・13 回授業と連動している。本科目における小単元「Excel VBA を用いた自作プ

ログラムの作成」は本来、90 分×3＝270 分（1 コマ授業＋予習復習）を 3 セット費やす（すなわち 810 分相当の作

業時間を費やす）ことで完成するレベルを要求する課題である。この作業時間のうち、2 セット（540 分相当）を第

11・12 回授業として実施し、残りの 1 セット（270 分相当）を本課題とする。これら 3 セット分の学習（演習）の事

後学習として、第 13 回授業で作品発表会と相互評価を行う。 

備考：課題研究実施に関する参考資料等（一部）については、自宅学習での活用に配慮し、ウェブ上の授業サポート

サイトにて提供する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報と職業 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1302 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータやインターネットの利用は、現代の生活において必要不可欠である。それは、日常生活のみ

ならず、ビジネス環境にも大きな変化をもたらしている。情報に関する学習において、コンピュータやネッ

トワークの仕組みや操作を理解することも重要であるが、それらが社会やビジネスでどのように使われてい

るのかを理解することも重要である。本講義では、情報化により、私たちの生活がどう変わったのか、また、

どのようにビジネスに活用されているのかを、事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
 コンピュータやインターネットを活用することで、どんなビジネスが可能になったのかを理解して、情報

社会で生きるための知識と考え方を身につけることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の確認テストと新サービスの考案、また、期限までにレポート課題を提出する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
【教材】必要に応じて適時資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報と職業に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は選択科目ですが、情報科教員免許状取得のための必修科目でもあります。各産業分野の新技術につ

いての今後の可能性と課題及び、新たな職業の誕生について深く考察して学んでいく科目となります。毎回、

指定座席にて、テーマについて確認テストや教材資料を読み、受講生とディスカッションを行いますので、

積極的な参加が求められます。最後には、レポート課題もありますので、情報に限らず教員志望の学生には

推奨しますが、単なる興味本位や本科目を一度落としている学生、また、空きコマを埋めるためや単位取得

だけが目当てだったり、GPA を上げるためだけなどの理由で受講する学生にとっては、厳しいカリキュラム

になっていますので、十分検討して選択してください。 

※学生本人が“選択”する科目ですので、参加態度などが悪い場合は大幅な減点となります。 

※受講者数に応じて、講義内容や順番を調整・変更する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

情報科教員と大学入試科目「情報」 

・授業ガイダンス（概要と成績評価について） 

・情報科教員採用の現状と大学入試科目「情報」 

事前学習 情報科教員採用について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第２回 

ICT人材の未来と職業 

・「未来投資戦略（Society5.0)」について 

・サイバー自衛官＆サイバー捜査官という職業 

事前学習 情報サービス産業について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第３回 

AI（人工知能）産業(1) 

・人工知能とは何か（強い AIと弱い AIとは） 

・AI先進企業の軍事利用の可能性について 

事前学習 人工知能について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第４回 

AI（人工知能）産業(2) 

・AI（人工知能）に対する様々な「誤解」 

・フレーム問題とブラックボックス問題 

事前学習 人工知能について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第５回 

Ioxの今後の可能性と職業 

・IoT（モノのインターネット）とは 

・人体埋め込みチップと最先端ウェアラブル 

事前学習 IoTについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第６回 

xRの今後の可能性と職業 

・「VR,AR,MR,SR」それぞれの技術について 

・様々な最新仮想、拡張サービス 

事前学習 仮想現実について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第７回 

自動運転及び遠隔操作技術と職業 

・自動運転技術（レベル）とは何か 

・先進企業動向と次世代交通「MaaS」について 

事前学習 自動運転について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第８回 

ロボット産業の今後と職業 

・最先端ロボットとアンドロイド 

・仮想知的労働者（RPA）とは 

事前学習 ロボットについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第９回 

AIサービスと職業の考案 

・人工知能×様々なテクノロジー＝新たな価値 

・新たな価値とそれに伴う職業（仕事）とは 

事前学習 人工知能関連サービスについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 



 

 

 

第１０回 

AIサービスと職業の発表 

・受講生による新サービスの発表 

・人工知能と人間の「協働」が始まる 

事前学習 発表リハーサルを実施しておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１１回 

次世代型オンライン学習の進展 

・VTuberと VOICEROIDによる学習教材の可能性 

・人工知能×教育分野（AI先生の誕生） 

事前学習 オンライン学習について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１２回 

ブロックチェーン技術の今後と職業 

・フィンテックと暗号資産（仮想通貨）とは 

・日本版「情報銀行」とは何か 

事前学習 ブロックチェーンについて調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１３回 

教員としてのプログラミング教育 

・小学校プログラミング教育の最新動向 

・高校「情報Ⅰ」プログラミング教育 

事前学習 プログラミング教育について調べておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１４回 

理解度確認テスト 

・第１回～第１３回の振り返り確認テスト 

・基本的な概念の理解と趨勢を読み解く 

事前学習 これまでの理解度確認テストを復習しておく 

事後学習 テーマについてさらに考察を深めておく 

第１５回 

レポート課題 

・情報技術を活用する社会及び職業について 

・レポート課題の解説とテーマの選定 

事前学習 これまでのテーマを復習しておく 

事後学習 期限までにレポート完成させ提出すること 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人権教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1305 

GEBS1105 
２．授業担当教員 鈴木 信一郎 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現

に寄与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り

組みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に

付けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることが

できる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基

本計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題に

ついての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に

参加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１. レポート課題「人権教育の現状と課題について」 

２. グループ発表時には、一人一人が主体性をもち、他の人との情報共有を図りながら準備を進める。 

３. 人権教育のテーマごとに振り返りを行い、自分の考えをまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 令和元年版 人権教育・啓発白書（秋期は令和２年度版を使用する。） 

【参考資料】『人権について考える２０１９人権って何だろう』公益財団法人人権教育啓発推進センター。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

「人権」に対する掘り下げた理解を図り、各自が「人権」問題を自分の課題として意識できるように進め

ていきます。「学校における人権教育」や「子どもの人権」に視点を充てた授業を展開していきますが、教

員志望の人もそうでない人も学べるように進めていきます。様々な人の生き方、言葉等に学びながら、人

権ついて考えるとともに、学校や社会教育等で行われている人権プログラムも体験します。未来を担う子

どもたちの成長と笑顔が輝く社会の実現を共に目指していきましょう。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
科目ガイダンス 人権とは何か 「日本国憲法」「世界

人権宣言」等から理解を深める。 

事前学習 
人権について、自身の体験をもとに自分の考え

を整理する。 

事後学習 人権ついて、自分なりの課題意識を持つ。 

第２回 

人権教育とは何か 「人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」か

ら人権教育について理解を深める。 

事前学習 
これまで自分が経験してきた人権教育の内容や

方法を振り返る。 

事後学習 人権の本質や特徴についてまとめる。 

第３回 

人権教育の基礎① 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「女性」「障害のある人」について理解を

深める。 

事前学習 
教科書の「女性」「障害のある人」を読み、概要

を理解し、気づいたことや疑問点を整理する。 

事後学習 
「女性」や「障害のある人」の人権課題や取組を

ワークシートにまとめる。 

第４回 

人権教育の基礎② 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「高齢者」「同和問題」について理解を深

める。 

事前学習 
教科書の「高齢者」「同和問題」を読み、人権問

題の理由や取組について整理する。 

事後学習 

「高齢者」「同和問題」の事案や課題を知り、そ

の対応や取組をワークシートにまとめ、自分の

考えを持つ。 

第５回 

人権教育の基礎③ 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「外国人」「ＨＩＶ感染者」について理解

を深める。 

事前学習 
教科書の「外国人」「ＨＩＶ感染者」や、事前に

配付する資料から課題をもつ。 

事後学習 

「外国人」「ＨＩＶ感染者」の事案から、人権問

題の発生や状況を知り、今後の対応についてワ

ークシートにまとめる。 



 

 

第６回 

人権教育の基礎④ 人権課題の取組 「人権教育・啓発

白書」をもとに「その他の人権の取組」について理解を

深める。 

事前学習 
既習の学習を振り返り、身の回りの人権課題に

ついて調べまとめる。 

事後学習 
人権侵害に関する問題点と課題を、ワークシー

トにまとめる。 

第７回 
人権理解の現状と課題 権利の意味と人権教育の必要

性を考える。 

事前学習 
権利という言葉の意味や使われ方について、プ

リントから考える。 

事後学習 人権感覚や人権意識について課題を持つ。 

第８回 
子どもの人権について① 「児童の権利に関する条約」

「こどもの権利に関する条例」等の理解を深める。 

事前学習 
「児童の権利に関する条約」を読み、課題意識を

持つ。 

事後学習 
子どもの人権を尊重する様々な取組を知り、整

理する。 

第９回 
子どもの人権について② 子どもを取りまく様々な人

権課題、特別支援教育について 

事前学習 
子どもを取りまく人権課題をインターネットや

ニュースから調べておく。 

事後学習 
子どもを取りまく様々な人権課題を知り、取組

をワークシートにまとめる。 

第１０回 子どもの人権について③ 人権感覚を育てる取組 

事前学習 プリントから人権感覚を育てる取組を知る。 

事後学習 
人権感覚を育てる方法を知り、ワークシートに

まとめる。 

第１１回 
学校における人権教育① 学校における人権尊重の考

え方と人権教育の推進 

事前学習 
教科書やインターネット等から、学校における

人権教育の取組を調べ、問題意識を持つ。 

事後学習 
学校における人権尊重の考え方や取組について

整理する。 

第１２回 

学校における人権教育② 

児童生徒の発達段階をふまえた指導方法の工夫と配慮

事項  

事前学習 
プリントから児童生徒の発達段階や指導方法に

課題意識を持つ。 

事後学習 
指導方法の工夫や配慮事項について、考えをワ

ークシートにまとめる。 

第１３回 
学校における人権教育③ 

実践事例から学ぶ 効果的な学習をめざして 

事前学習 実践事例を見て課題意識を持つ。 

事後学習 
効果的な学習形態、指導方法等についてワーク

シートにまとめる。 

第１４回 

学校における人権教育④ 

実践事例から学ぶ（人として教師として、どのように人

権教育に関わっていくか） 

事前学習 
どのように人権教育を進めていくか、課題意識

を持つ。 

事後学習 
学校、教職員、保護者、地域とどのように連携し

ていくか、考える。 

第１５回 人権教育のまとめ  
事前学習 

今までの学習を振り返り、自分なりの考えをま

とめる。 

事後学習 人権尊重の日常化について考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 吉沢 正広 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学（非営利組織の経営含む）」「経営管理論」「社会政策論」「社会保障論」などと密接に関連している。 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

雇用環境や人事管理に関するアサイメント（宿題）及びレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

根本孝・金雅美編著『マネジメント基本全集 12 人事管理 ヒューマンリソース 人事制度とキャリアデザ

イン』学文社、2006。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 課題レポート等     総合点の４０％ 

３ 期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は講義に加えて、グループワークやディスカッションを重視する。したがって、以下のことに注意

して授業を受けること。 

1．授業には積極的に参加すること。 

2．グループワーク・ディスカッション等を通して主体的・自主的に授業に参加すること。 

3．人事管理論を受講する学生は、遅刻・無断欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（人事管理論の対象と目的） 

事前学習 「働く」とはどういうことかを考える。 

事後学習 人事管理の目的を理解する。 

第２回 
雇用環境の変化（1） 

（労働力人口の減少､長時間労働の課題） 

事前学習 労働力人口の推移を調べる。 

事後学習 労働力人口の減少による問題点を理解する。 

第３回 
雇用環境の変化（2） 

（非正規雇用の増大） 

事前学習 非正規雇用の働き方を調べる。 

事後学習 正規雇用と非正規雇用の相違を理解する。 

第４回 
日本企業の働き方の特徴 

（終身雇用､年功賃金） 

事前学習 終身雇用と年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 終身雇用と年功賃金との関連を理解する。 

第５回 
採用管理（1） 

（採用計画，募集，選考） 

事前学習 採用されるための条件を調べる。 

事後学習 
具体的な採用と想定していた採用との相違

を理解する。 

第６回 
採用管理（2） 

（採用管理に関するディスカッション） 

事前学習 望ましい採用条件を調べる。 

事後学習 具体的な採用条件を理解する。 



 

 

第７回 
賃金管理（1） 

（年功給､職務給､職能給､成果給） 

事前学習 年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 年功賃金、成果主義賃金を理解する。 

第８回 
賃金管理（2） 

（脱時間給に関するディスカッション） 

事前学習 脱時間給の具体例を調べる。 

事後学習 脱時間給の目的を理解する。 

第９回 
労働時間管理 

（労働時間の国際比較） 

事前学習 労働時間の国際比較の統計資料を調べる。 

事後学習 長労働時間の原因を理解する。 

第１０回 
人事考課 

（昇進・昇格） 

事前学習 昇進の具体例を調べる。 

事後学習 具体的な昇進・昇格を理解する。 

第１１回 企業内教育訓練 

事前学習 教育訓練の具体例を調べる。 

事後学習 企業内教育訓練の目的を理解する。 

第１２回 労使関係 

事前学習 労働組合の役割について調べる 

事後学習 日本的労使関係の特徴を理解する。 

第１３回 戦略的人的資源管理 

事前学習 戦略の具体例を調べる。 

事後学習 
経営戦略と人的資源管理との関連を理解す

る。 

第１４回 
人事管理の今日的課題（1） 

 日本型経営システムの課題 

事前学習 現代の雇用問題を調べる。 

事後学習 
ディスカッションによって提示された雇用

問題を理解する。 

第１５回 
人事管理の今日的課題（2） 

 グローバルスタンダード経営の課題 

事前学習 現代の雇用問題をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションによって提示された雇用

問題を理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 柴野 裕子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、ならびに意見発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
原則として、「解剖生理学」履修後、または履修中であること。 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医

療・福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医

学の知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題①：『終末期・看取り・病気告知』に関する新聞記事や書籍等で自身が興味を持ったものを１つ取りあげ

る。取りあげた理由や新聞記事等を読んでの自身の考えをレポートにまとめる（第11回講義のグループワ

ークで使用し、授業後提出する）。 

課題②：疾患に関する新聞記事や疾患を抱える登場人物が描写された書籍や映画等で自身が興味を持ったも

のを１つ取りあげる。取りあげた理由や取りあげたものに登場した疾患について調べ、レポートにまとめ

る（第15回講義のグループワークで使用し、授業後提出する）。 

＊課題は指定された用紙にて、手書きで作成し提出する。課題の詳細は第1回講義のオリエンテーションにて

説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 第 1巻 人体の構造と機能及び疾病 第 3版』 

中央法規、2015。 

【参考書】 

必要に応じて授業の中で通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．第 1回講義にて、授業の進め方や課題について説明を行います。必ず出席してください。 

２．講義は皆さんに質問をしながら進めていきます。必ず事前学習を行い、講義に臨んでください。 

３．この講義を受講するにあたり、自身の学びをまとめるノートとして、『学修ノート』を用意してください。

大学ノートやルーズリーフなど、自身が使いやすいものでかまいません。 

４．講義後は必ず事後学習を行い、知識の定着に努めてください。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、 

健康のとらえ方①（健康の概念と健康増進の歴史、 

日本の人口統計、人口の高齢化と医療費） 

事前学習 

学修ノートを準備し、シラバスを読んでお

く。教科書 p206～p217 を読み、自身が考え

る「健康」の定義について学修ノートにまと

めておく。 

事後学習 

教科書 p206～p217、配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

第２回 人の成長・発達・老化 

事前学習 

教科書 p2～p24を読み、「胎児期」「乳幼児期」

「児童期」「青年・中年期」「高齢期」の特徴

を学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

  



 

 

第３回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい① 

（人体の構造と機能、骨格系、筋系 

事前学習 

教科書 p26～p29、p46～p48、p95～p98 を読

み、体の各部の名称、骨・筋の名称を調べて

おく。「変形性骨関節疾患」「関節リウマチ」

について学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p2～p24、配布資料を読んで復習をす

る。学修ノートを見直し、足りない箇所は追

記する。 

第４回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい② 

（神経系、肢体不自由、高次脳機能障害） 

事前学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166を読み、「神

経の構造と機能」「脳出血」「脳梗塞」「肢体

不自由」「高次脳機能障害」について学修ノ

ートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p41～p44、p50～p52、p61～p65、p107

～p112、p141～p145、p162～p166、配布資料

を読んで復習をする。学修ノートを見直し、

足りない箇所は追記する。 

第５回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい③ 

（循環器系、免疫系） 

事前学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86 を読

み、「心臓の構造」「心疾患」について学修ノ

ートのまとめておく。 

事後学習 

教科書 p29～p34、p66～p68、p84～p86、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第６回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい④ 

（呼吸器系、消化器系、内分泌系） 

事前学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83 を読

み、「肺の構造」「消化器の構造」「内分泌器

官の構造」「慢性閉塞性肺疾患」「糖尿病」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p36～p40、p44～p45、p69～p83、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第７回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑤ 

（泌尿器系、生殖器系） 

事前学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94 を読

み、「腎臓の構造」「腎不全」「排尿障害」に

ついて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p34～p35、p45～p46、p87～p94、配布

資料を読んで復習をする。学修ノートを見直

し、足りない箇所は追記する。 

第８回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑥ 

（感覚器系、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害） 

事前学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140を

読み、「目・耳・皮膚の構造」「視覚障害」「聴

覚障害」「平衡機能障害」について学修ノー

トにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p48～p50、p99～p102、p130～0140、

配布資料を読んで復習をする。学修ノートを

見直し、足りない箇所は追記する。 

第９回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑦ 

（悪性新生物、先天性疾患） 

事前学習 

教科書 p58～p60、p113～p116を読み、「悪性

新生物」「ダウン症候群」「進行性筋ジストロ

フィー」について学修ノートにまとめてお

く。 

事後学習 

教科書 p58～p60、p113～p116、配布資料を読

んで復習をする。学修ノートを見直し、足り

ない箇所は追記する。 

第１０回 

身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑧ 

（生活習慣病、感染症及び感染症対策、 

高齢者に多い疾患） 

事前学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224を読み、「生活習慣病」「廃用症候

群」「褥瘡」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 

教科書 p54～p57、p103～p106、p117～p121、

p222～p224、配布資料を読んで復習をする。

学修ノートを見直し、足りない箇所は追記す

る。 

第１１回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑨ 

（終末期医療と緩和ケア、課題①） 

事前学習 

教科書 p122～p128を読み、「アドバンス・ケ

ア・プランニング」について学修ノートにま

とめておく。また、自身の課題①を見直し、

グループディスカッションに備えておく。 

事後学習 

教科書 p122～p128、配布資料を読んで復習を

する。講義でのグループディスカッションを

踏まえて、「終末期・看取り・病気告知」に

ついての学びや自身の考えを学修ノートに

まとめておく。 



 

 

第１２回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑩ 

（内部障害、知的障害、発達障害） 

事前学習 

教科書 p146～p155 を読み、「内部障害」「知

的障害」「発達障害」について学修ノートに

まとめておく。 

事後学習 

教科書 p146～p155、配布資料を読んで復習を

する。学修ノートを見直し、足りない箇所は

追記する。 

第１３回 
身体構造と心身の機能、疾病と障がい⑪ 

（認知症、精神障害） 

事前学習 

教科書 p156～161、p167～p172 を読み、「認

知症」「統合失調症」「気分（感情）障害」「神

経症性障害」について学修ノートにまとめて

おく。 

事後学習 

教科書 p156～161、p167～p172、配布資料を

読んで復習をする。学修ノートを見直し、足

りない箇所は追記する。 

第１４回 

国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要、 

リハビリテーションの概要、 

健康のとらえ方②（国民健康づくり対策、労働衛生、 

歯科保健、環境保健、学校保健） 

事前学習 

教科書 p174～p203、p218～p221、p225～p238

を読み、「国際生活機能分類（ICF）」「リハビ

リテーション」、「健康日本 21(第二次)」につ

いて学修ノートにまとめておく。 

事後学習 

教科書 p174～p203、p218～p221、p225～p238

配布資料を読んで復習をする。学修ノートを

見直し、足りない箇所は追記する。 

第１５回 
疾患に関するグループワーク及び発表（課題②）、 

まとめ 

事前学習 
自身の課題②を見直し、グループディスカッ

ションに備えておく。 

事後学習 
教科書、これまでの配布資料、自身の学修ノ

ートを見直す。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1311 

２．授業担当教員 酒井 博美 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分

野における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理

解を図るものである。 

８．学習目標 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3.心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5.心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各回に次回講義に向けてのキーワードを提示するので、事前学習として、下記に示した参考書などをもと

に内容を確認しておくこと。毎回の授業開始時にその内容について発表してもらう。また15回の授業が終

了した後、別途これまでの学習内容の習熟度を確認するための期末試験を行う。各回の講義内容の理解を

定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定せず、適宜プリント教材を配布する。 

【参考書】鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃 編 「心理学 第 5版」 東京大学出版会。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への

積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得

点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学の基礎的かつ幅広い知識を学ぶ授業です。本講義の内容を確実に理解することで、その後に学ぶ心

理学領域の科目の内容理解が促進されることが期待されます。各回の授業に真剣に取り組んでください。  

13．オフィスアワー 授業内に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、心理学の成り立ち 

事前学習 
シラバスに目を通し、本講義がどのような内

容を扱うのか理解しておく。 

事後学習 
心理学の歴史的背景と現代への流れについ

て説明できるようにする。 

第２回 
感覚と知覚（1）：外界の刺激を捉えるプロセス、感覚の

特性 

事前学習 「五感」について調べておく。 

事後学習 感覚特性について説明できるようにする。 

第３回 感覚と知覚（2）：知覚の特性 
事前学習 「目の錯覚」について調べておく。 

事後学習 知覚特性について説明できるようにする。 

第４回 記憶（1）：プロセス、種類 

事前学習 「短期記憶、長期記憶」について調べておく。 

事後学習 
記憶のプロセスと分類について説明できる

ようにする。 

第５回 記憶（2）：特徴的な現象、忘却理論 

事前学習 
人間が「忘れる理由」を考え、書き出してお

く。 

事後学習 
記憶の特徴的現象と忘却の要因について説

明できるようにする。 

第６回 学習（1）：古典的条件づけ、オペラント条件づけ 

事前学習 「パブロフのイヌ」について調べておく。 

事後学習 
古典的／オペラント条件づけについて説明

できるようにする。 

第７回 学習（2）：社会的学習、問題解決学習 

事前学習 
「見よう見まね」「試行錯誤」について調べて

おく。 

事後学習 
社会的学習と問題解決学習について説明で

きるようにする。 

第８回 脳とこころ：脳の構造と機能、高次脳機能障害 

事前学習 
大脳皮質の「前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭

葉」の場所と主な機能について調べておく。 

事後学習 
脳の構造と各機能および代表的な高次脳機

能障害について説明できるようにする。 

第９回 
動機づけと欲求：内発的/外発的動機づけ、欲求の階層

性） 

事前学習 
「マズローの欲求階層説」について調べてお

く。 

事後学習 
内発的/外発的動機づけおよび欲求階層説に

ついて説明できるようにする。 



 

 

第１０回 性格と個人差（1）：類型論と特性論 

事前学習 
「血液型と性格の関連」をどう考えるか、意

見を書き出しておく。 

事後学習 
性格の類型論と特性論について説明できる

ようにする。 

第１１回 性格と個人差 (2) ：測定の方法 

事前学習 
「性格検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
質問紙法、投影法、作業法について説明でき

るようにする。 

第１２回 知能：構造の理論、測定の方法 

事前学習 
「知能検査」にどのようなものがあるか調べ

ておく。 

事後学習 
知能の構造および知能検査について説明で

きるようにする。 

第１３回 ストレスと適応：原因、対処 

事前学習 自身の「ストレス対処法」を 5 つ挙げておく。 

事後学習 
ストレスの概念、影響、対処について説明で

きるようにする。 

第１４回 社会と個人：印象形成、対人魅力 

事前学習 
「対人魅力」とは何かを調べ、その要因につ

いて考えを書き出しておく。 

事後学習 
印象形成、対人魅力、社会集団について説明

できるようにする。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの内容について、ノートおよび配布

プリントを用いて一通り振り返っておく。 

事後学習 
これまでの内容について、知識の定着を図

る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1332 

GELA1311 
２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「心理学概論」は「心理学入門」の履修を前提とした科目ではあるが、本講義では「心理学入門」の履修を

前提とせず、はじめて履修する心理学の科目として講義をする。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義前にはテキストの該当箇所を読み、内容を確認しておくこと。履修後は知識の定着を図るため、再度、

テキストに目を通すこと。15回の授業が終了した後、別途これまでの学習内容の習熟度を確認するための期

末試験を行う。各回の講義内容の理解を定着させるように、毎回の復習を確実に行うこと。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】サトウタツヤ・渡邊芳之『心理学・入門［改訂版］ 心理学はこんなに面白い』有斐閣アルマ、

2019年。 

【参考書】鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃・河内十郎編「心理学 第 5版増訂版」東京大学出版会、2020年。 

長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直之『はじめて出会う心理学 改訂版』有斐閣アルマ、

2008年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学の基礎的かつ幅広い知識を学ぶ授業です。皆さんの理解度によって講義の進度を調整する場合があ

ります。わからないことについては、講義内での質問を歓迎します。 

事前に通知のない欠席・遅刻・早退や、内容に関連しない私語、居眠りは減点の対象となります。また、

講義中のスマートフォンや携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業において周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、心理学とは何か 
事前学習 教科書の序章（p.１－１８）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第２回 知覚と認知（１）―感覚と知覚 
事前学習 教科書の第６章（p.１４９－１５１）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第３回 知覚と認知（２）―認知 
事前学習 教科書の第６章（p.１５１－１５８）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第４回 知覚と認知（３）―記憶 
事前学習 教科書の第６章（p.１５８－１６５）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第５回 学習（１）―行動とは何か 
事前学習 教科書の第７章（p.１６８－１７４）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第６回 学習（２）―古典的条件づけ 
事前学習 教科書の第７章（p.１７４－１８０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第７回 学習（３）―オペラント条件づけ 
事前学習 教科書の第７章（p.１８１－１９０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第８回 発達（１）―ライフサイクル（新生児から幼児期まで） 
事前学習 教科書の第４章（p.９１－１１２）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第９回 発達（２）―ライフサイクル（児童期から老年期まで） 
事前学習 教科書の第４章（p.１１２－１２６）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１０回 知能―知能、心理学的アセスメント 
事前学習 教科書の第５章（p.１２８－１４６）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１１回 性格（１）―性格とは何か 
事前学習 教科書の第２章（p.４７－５７）をまとめる。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１２回 性格（２）―性格の形成 
事前学習 教科書の第２章（p.５７－６５）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１３回 社会的行動（１）―対人認知 
事前学習 教科書の第３章（p.６９－８０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 



 

 

第１４回 社会的行動（２）―集団 
事前学習 教科書の第３章（p.８０－９０）を読む。 

事後学習 講義の要点をまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 

これまでの内容について、教科書やノートな

どで、要点を再確認する。 

事後学習 講義全体を振り返り、知識の定着を図る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1111 

２．授業担当教員 宮内 英里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメント：事前学習として、指定された資料を読んでくること。また、事後学習として、ワークシー
トを作成すること。 
試験：学習内容の習熟度を確認するために、毎回、授業の最初に簡単な小テスト（10分程度）を実施する。

また、全講義終了後に期末試験を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
特に指定しない。必要に応じて適宜資料を配布する。 

【参考書】 
特に指定しない。授業内でその都度紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 

２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 
３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、ディスカッションへの 
不参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は、授業態度点において減点します。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理学とは 
事前学習 

シラバスに目を通し、本講義がどのような内 

容を扱うのか理解しておくこと 

事後学習 心理学についてワークシートを作成する 

第２回 心と脳 
事前学習 心と脳について配布資料を通読してくること 

事後学習 心と脳についてワークシートを作成する 

第３回 感覚と知覚 
事前学習 

感覚と知覚について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 感覚と知覚についてワークシートを作成する 

第４回 学習 
事前学習 学習について配布資料を通読してくること 

事後学習 学習についてワークシートを作成する 

第５回 動機づけ 
事前学習 

動機づけについて配布資料を通読してくるこ
と 

事後学習 動機づけについてワークシートを作成する 

第６回 記憶と感情 
事前学習 

記憶と感情について配布資料を通読してくる

こと 

事後学習 記憶と感情についてワークシートを作成する 

第７回 言語と思考 
事前学習 

言語と思考について配布資料を通読してくる
こと 

事後学習 言語と思考についてワークシートを作成する 

第８回 発達心理学 1：人の発達の諸相 
事前学習 

人の発達について配布資料を通読してくるこ
と 

事後学習 人の発達についてワークシートを作成する 

第９回 発達心理学 2：生涯発達とライフサイクル 

事前学習 
生涯発達とライフサイクルについて配布資料

を通読してくること 

事後学習 
生涯発達とライフサイクルについてワークシ

ートを作成する 

第１０回 パーソナリティ 

事前学習 
パーソナリティについて配布資料を通読して
くること 

事後学習 
パーソナリティについてワークシートを作成

する 



 

 

第１１回 社会心理学 1：個人と他者の関わり 

事前学習 
個人と他者の関わりについて配布資料を通読
してくること 

事後学習 
個人と他者の関わりについてワークシートを

作成する 

第１２回 社会心理学 2：集団・社会の中の個人 

事前学習 
集団・社会の中の個人について配布資料を通読

してくること 

事後学習 
集団・社会の中の個人についてワークシートを

作成する 

第１３回 心の健康とストレス 

事前学習 
心の健康とストレスについて配布資料を通読
してくること 

事後学習 
心の健康とストレスについてワークシートを

作成する 

第１４回 心のケアと支援 

事前学習 
心のケアと支援について配布資料を通読して
くること 

事後学習 
心のケアと支援についてワークシートを作成

する 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの内容について、ノートおよび配布 

資料を用いて一通り振り返っておくこと 

事後学習 
今回のまとめを手がかりに、期末試験に向け 

ての準備を強化する 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1111 

GELA1332 

GELA1311 ２．授業担当教員 山下 真里 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教育学部生は、先に「心理学入門」を履修することが望ましい。 

７．講義概要 

心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

本科目は、心理学という学問の歴史的背景や特徴を含めた基本的な考え方について、心理学の主要な分野

における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学ぶことを通して、人間の行動と精神活動の本質的な理解を

図るものである。 

８．学習目標 

1. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

2. 心理学系専門科目を学ぶための基礎知識、心理学的視点を身につける。 

3. 心理学の主要な分野における代表的な研究知見について理解し、説明できるようになる。 

4. 心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

5. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習として、テキストの該当箇所を読んでくること。また、知識の定着をはかるために、毎回講義終了
後に振り返りシートを配布するので、完成させ次回の講義において提出すること。なお、振り返りシートの
回収時間は、講義開始から５分間のみ受け付ける。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】和田万紀（編）『Next教科書シリーズ 心理学[第３版]』弘文堂。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎知識と心理学的視点を身につける 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積

極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％として算出した合計得点に

より成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この講義では、グループワーク等で他者とコミュニケーションをとりながら、講義内容について理解を深
めることが求められます。そのため授業妨害、他者への迷惑行為となるため、１．正当な理由のない遅刻、
早退 ２．私語や携帯電話の作動、居眠り、授業やディスカッションへの不参加、非協力的態度は厳禁。 

13．オフィスアワー 授業中に周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 心理学とは何か 
事前学習 シラバスを熟読してくること 

事後学習 教科書【序章】を通読する 

第２回 心理学の歴史と方法 
事前学習 教科書【第１】を通読する 

事後学習 振り返りシート①の作成と提出 

第３回 感覚・知覚・認知・感性 
事前学習 教科書【第２章】を通読する 

事後学習 振り返りシート②の作成と提出 

第４回 記憶 
事前学習 教科書【第３章の１】を通読する 

事後学習 振り返りシート③の作成と提出 

第５回 学習 
事前学習 教科書【第３章の２】を通読する 

事後学習 振り返りシート④の作成と提出 

第６回 感情 
事前学習 教科書【第４章の１から３】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑤の作成と提出 

第７回 動機づけ・ストレス 
事前学習 教科書【第４章の４と５】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑥の作成と提出 

第８回 性格 性格と行動 
事前学習 教科書【第５章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑦の作成と提出 

第９回 発達 ライフサイクル論 乳幼児期 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑧の作成と提出 

第１０回 発達 ライフサイクル論 学童期以降 
事前学習 教科書【第６章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑨の作成と提出 

第１１回 社会的行動 その１ 対人関係 
事前学習 教科書【第７章の１と２】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑩の作成と提出 

第１２回 社会的行動 その２ 個人と集団 
事前学習 教科書【第７章の３】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑪の作成と提出 

第１３回 心理学と支援：臨床心理学 
事前学習 教科書【第８章】を通読する 

事後学習 振り返りシート⑫の作成と提出 

第１４回 心理学と支援：コミュニティ心理学 
事前学習 事前に配布する資料を通読する 

事後学習 振り返りシートのまとめ 

第１５回 まとめ（質疑応答） 
事前学習 質問があれば用意してくること 

事後学習 講義の要点をまとめ、期末試験に向けての準備を行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学基礎実験 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS2301 

２．授業担当教員 成本 忠正・新井 洋輔 

４．授業形態 講義・実習(グループ活動)・演習(グループ活動)・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」および「心理統計法」の単位を履修した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学を研究するための基礎となる各手法をとり上げ、生理、記憶、学習、認知、人格、社会等、心理

学の主要な分野の知識を身につけながら、それらの知識や考え方に基づく科学的レポートの書き方を学ぶ。 

 実験等の体験を通して、心理学の理論を机上に終わらせることなく、身近なものとして体得することが
できる。 

 なお本科目は認定心理士の資格科目であり、受講生は規定数以上の実験等に参加し、レポートを提出す
ることが義務付けられている。 

８．学習目標 

1.実験等の演習を通して、心理学を含む社会科学全般に必要不可欠である各種研究法の基礎理論や技法、

基本姿勢を理解し、身につける。 

2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解する。 

3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理することができるよう

になる。 

4.目的、方法、結果、考察から成る心理学研究レポートの記述の仕方を習得し、心理学的事象について、統

計処理の結果を用いて、説明、解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各実験を行った後に、その実験に関するレポートを提出する。 

レポートの作成を通じて実験内容についての理解を深め、またレポート作成のルールを理解する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】木下富雄『教材心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】授業中に適宜指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.実験等の演習を通して、各種研究法の基礎理論や技法、基本姿勢を理解し身につけていること 

 2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解していること 

 3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理できること 

 4.目的、方法、結果、考察から成る標準的な心理学研究レポートの記述の仕方を習得していること 

○成績評価の評定方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業態度(授業およ

びグループ発表への積極的参加)30％、課題レポート 70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

 教科書に指定している『教材心理学』を用いて実験を行いますので、初回の授業までに購入し、毎回忘

れずに持ってきて下さい。第 1 回目の授業で『心理学基礎実験の手引き』を配布します。必ず初回の授業

に出席し、手引きを受け取るとともに、授業の注意事項をよく聞き、その後の実験実習に備えること。こ

の授業は全回出席を前提として授業を進めます。やむを得ぬ理由で遅刻・欠席する場合は必ず本人が事前

に担当教員に連絡すること。 

 認定心理士の資格科目であり、6 種類以上の実験に参加し、それぞれの実験についてレポートを提出す

ることが義務づけられています。高い緊張感を持って授業に望み、学習目標を達成して下さい。また、携

帯電話を授業中に操作しないこと。他の受講生に迷惑をかける行為（私語、居眠り、グループ活動に参加

しないなど）をつつしむこと。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
心理学実験とは？ 

 実験方法を理解する。 

事前学習 心理学の研究方法をリサーチする。 

事後学習 心理学研究における実験法を理解する。 

第２回 実験レポートの書き方・構成を学ぶ 
事前学習 科学レポートの構成についてリサーチする。 

事後学習 授業内で学んだ内容をまとめる。 

第３回 心理統計法（t検定・分散分析） 
事前学習 

平均値の比較・分散の比較方法について確認す

る。 

事後学習 実験で用いられる心理統計法を復習する。 

第４回 心理統計（相関分析・カイ 2乗検定 
事前学習 

量的変数の関連性・質的変数の連関性の検討方

法を予習する。 

事後学習 調査で用いられる心理統計法を復習する。 

第５回 実験① 画像的記憶と文脈：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第６回 実験① 画像的記憶と文脈：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第７回 実験① 画像的記憶と文脈：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

  



 

 

第８回 実験① 画像的記憶と文脈：実験レポートの作成 
事前学習 統計処理の結果をまとめる。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第９回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１０回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１１回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第１２回 実験② ミュラーリヤー錯視：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第１３回 実験③ 感覚記憶：実験計画の立案 
事前学習 

前回までの実験を踏まえ、実験のどこに注意を払

うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１４回 実験③ 感覚記憶：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１５回 実験③ 感覚記憶：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第１６回 実験③ 感覚記憶：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第１７回 実験④ 学習転移：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第１８回 実験④ 学習転移：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第１９回 実験④ 学習転移：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２０回 実験④ 学習転移：レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第２１回 実験⑤ カテゴリ認知：実験計画の立案 
事前学習 

前回までの実験を踏まえ、実験のどこに注意を払

うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第２２回 実験⑤ カテゴリ認知：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第２３回 実験⑤ カテゴリ認知：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２４回 実験⑤ カテゴリ認知：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

第２５回 実験⑥ 語の記銘：実験計画の立案 
事前学習 実験のどこに注意を払うべきか確認する。 

事後学習 実験手続きを復習する。 

第２６回 実験⑥ 語の記銘：実験の実施 
事前学習 

実験手続きについて不明点があれば質問内容

を整理しておく。 

事後学習 実験内容を復習する。 

第２７回 実験⑥ 語の記銘：実験結果の整理 
事前学習 

どの統計手法を使うのか考え、SPSSの使い方を

復習しておく。 

事後学習 統計処理の結果をまとめる。 

第２８回 実験⑥ 語の記銘：実験レポートの作成 
事前学習 科学レポートの書き方を復習する。 

事後学習 実験レポートを完成させる。 

  



 

 

第２９回 自由実験：グループ発表（１） 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
発表で指摘された点をどのように修正するか、今
後の展望を考える。 

第３０回 自由実験：グループ発表（２） 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
発表で指摘された点をどのように修正するか、今
後の展望を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（心理療法）／心理療法概説 （2 単位） 

３．科目番号 

PSMP3353 

PSMP3382 

EDPS3308 ２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

様々な心理療法の中から、クライエント中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代表

的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と意義を学び、それぞれの技法を体験的に
学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、クライエン
ト自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。 

８．学習目標 

１．心理療法の諸理論・諸技法について、その背景となる考え方を理解し、それぞれの治療・援助の方法を

具体的に知ることで、その考え方や方法を日常生活に応用できるようになる。 

２．対人援助の場で、利用者の抱える問題に応じた心理的側面の援助方法を選ぶことができるようになる。 

３．訪問による支援や、地域支援の意義について理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．講義ごとに、課題・学習レポートを作成する 

２．課題レポート（期末試験）を作成する 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】矢澤美香子（編） 『基礎から学ぶ心理療法』 ナカニシヤ出版、2018 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．毎回の授業に対して、学生自身の書いたものを通して、基本的事項の理解度を評価する。 

２．授業への参加度として、教員からの質問への応答の頻度と根拠を持った発言かどうかを評価する。 

３．課題レポート（または、期末試験）の文章が論理的であるかどうか、および基本的事項が盛り込まれて

いるかどうかを評価する。 

○評定の方法 

授業内の課題シート・学習ノート、授業態度・参加姿勢、課題レポート等を総合して評価する。 

１．授業内の課題シート・学習ノート 総合点の３０％ 

２．授業態度・参加姿勢       総合点の１０％ 

３．課題レポート(期末試験)     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

心理療法の理論は、その成り立ちや目的によって対象とするところが異なる一方で、共通する部分もあ

ります。本講義では、心理療法の代表的な基礎理論を取り上げ、その定義、歴史、病理論、アセスメント

論、治療論などについて学びます。さまざまな心理援助の考え方や方法を理解し、人の心の悩みへとアプ

ローチする手がかりを得られることが目的です。 

そのため、表面的ではなく、身になる知識になるよう積極的に講義に参加してください。また、講義や他の

人の迷惑になる行為、身勝手なふるまいはしないようにしてください。場合によっては厳しく指導するこ

ともあります。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：心理療法とはなにか 

事前学習 教科書 3～24 ページを読んでおく。 

事後学習 
「心理療法」「カウンセリング」「精神療法」な

どの用語の意味と違いについてまとめる。 

第２回 
クライエント中心療法と内的準拠枠を共感的に理解し

ようと努めること 

事前学習 教科書 29～41 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 29～41 ページをまとめる。 

第３回 精神分析的アプローチ（精神分析療法） 
事前学習 教科書 42～53 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 42～53 ページをまとめる。 

第４回 分析心理学、アドラー心理学 
事前学習 教科書 54～78 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 54～78 ページをまとめる。 

第５回 行動療法 
事前学習 教科書 79～92 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 79～92 ページをまとめる。 

第６回 認知療法 
事前学習 教科書 93～104 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 93～104 ページをまとめる。 

第７回 システミック・アプローチ（家族療法） 
事前学習 教科書 208～218 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 208～218 ページをまとめる。 

第８回 ナラティヴ・セラピー 
事前学習 教科書 197～207 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 197～207 ページをまとめる。 

第９回 グループアプローチ 
事前学習 教科書 242～266 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 242～266 ページをまとめる。 

第１０回 コミュニティ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 配布資料をまとめる 

第１１回 非言語的アプローチ（遊戯療法、芸術療法など） 
事前学習 教科書 219～241 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 219～241 ページをまとめる。 

第１２回 ブリーフセラピー（解決志向アプローチなど） 
事前学習 教科書 186～196 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 186～196 ページをまとめる。 



 

 

第１３回 日本発祥の心理療法：動作法を中心に 
事前学習 教科書 163～174 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 163～174 ページをまとめる。 

第１４回 心理療法のまとめ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１５回 訪問による支援、地域支援、心理療法の倫理 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP1120 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学を修める上で、統計学の知識は、データを正しく扱い読み取るために必須の教養のひとつである。

本講義では、統計学に関する正しい知識を習得するとともに、データを収集し、分析し、結果を読み取る能

力を身につけることを目標とする。 

本講義は、「統計学」の講義に継続する内容として、実際にデータを収集し、統計ソフト(SPSS)を用いて、

「統計学」で習得した記述統計を実施するとともに、各種の統計的仮説検定の実際について学ぶ。 

８．学習目標 

代表的な統計処理について自ら統計ソフト(SPSS)を用いて実践することで、基本的なデータの扱いと読み

取り方法を習得する。具体的には、以下の４点を目標とする。 

１．研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができる。 

２．データに合った解析法を選択できる。 

３．選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができる。 

４．解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回、当該のテーマに関するワークシートに取り組み授業の最後にそれを提出する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】授業中に指定します 

【参考書】山田剛史・村井潤一郎（著）『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準： 

①研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができるか 

②データに合った解析法を選択できるか 

③選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができるか 

④解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができるか 

○評定の方法： 

受講態度、演習への取り組み、期末レポートから総合的に評価する。 

授業への参加・受講態度：30% 

課題達成・レポート：40% 

小テスト：30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業に積極的に参加すること。 

２．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 

３．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯の使用、実習やディスカッションへの不

参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は厳格に対処する。 

４．本科目は数学の授業であり、理解のためには一定以上の集中、努力、予習・復習などが求められます。

統計学について真に興味のある者、必要性がある者以外は受講しないでください。単なる単位取得のた

めの科目としては全くおすすめできません。 

５．本科目は事前学習、事後学習が特に重要になります。これらを行わないと、実質的に授業が成り立ちま

せん。 

13．オフィスアワー 簡単な質問であれば授業前後の時間に受け付ける。オフィスアワーについては最初のガイダンスで周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス：オリエンテーション 

統計学とはなにかについて考える 

統計学の理解度、オンライン環境の確認を行う 

今期(オンライン)における解析方法を確認する。 

事前学習 統計学について調べてくる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第２回 一つの変数の特徴を記述する 
事前学習 

度数分布表、累積度数、早退累積度数を復習

する 

事後学習 授業内容を復習する。 

第３回 

心理学と統計学：心理学における統計学の位置づけ、活

用法などについて学ぶ 

データの要約（１）：データとは何かについて理解し、さ

まざまな代表値について学ぶ 

事前学習 代表値を調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第４回 
データの要約（２）：平均値、中央値、最頻値について学

び、Excel を使用して数値を求める。  

事前学習 
分散と標準偏差、偏差値、標準化について調

べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第５回 
データの要約（３）：分散と標準偏差、偏差値について学

び、Excel を使用して数値を求める。  

事前学習 分散と標準偏差、偏差値について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第６回 
正規分布の特徴とその利用： 標準化、正規分布とその

利用につい学び、Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 正規分布について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第７回 前半の復習 
事前学習 今までのところを復習。 

事後学習 授業内容を復習する。 



 

 

 

第８回 
母集団と標本、信頼区間 統計的仮説検定：検定の意味

と意義について学び、Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 仮説検定、信頼区間について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第９回 
対応のないｔ検定 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 対応のないｔ検定について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１０回 
対応のあるｔ検定 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 対応のあるｔ検定について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１１回 
分散分析一要因 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 分散分析一要因について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１２回 
分散分析二要因 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 分散分析二要因について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１３回 
相関係数、χ２検定 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 相関係数、χ２検定について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１４回 
χ２検定 

Excel を使用して数値を求める。 

事前学習 χ２検定について調べる。 

事後学習 授業内容を復習する。 

第１５回 まとめ  
事前学習 これまでの分析方法をおさらいする。 

事後学習 統計学で学んだことを復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS3302 

２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した代
表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注意点、
6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）を身に
付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 

1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技術

を身につけ、活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

代表的な心理検査について、基礎的な知識が身についていることを確認するためのレポート課題とリサーチ

発表を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
※必要に応じて、適宜資料を配布する。 
【参考書】 

松原達哉編『臨床心理アセスメント 新訂版』丸善出版、2013。 

松原達哉『第 4版心理テスト法入門』日本文化科学社、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合して

総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

他の授業との関係で、重複して取り扱われる心理検査が出てくることが考えられるため、心理検査法で 
取り扱う心理検査の詳細については開講時に改めて周知する。 

心理検査の実習を通じて、自分自身を再発見することを期待している。 

13．オフィスアワー 授業 1回目に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 
心理アセスメントとは何か？ 

事前学習 心理アセスメントについて調べておく。 

事後学習 

心理アセスメントの目的について、グループデ

ィスカッションをした内容を整理してまとめ

る。 

第２回 
心理アセスメントにおける 
心理検査の役割 

事前学習 
心理アセスメントの 1 要素である検査につい
て考える。 

事後学習 心理検査の種類と役割について理解する。 

第３回 
知能とは何か？ 
知能という構成概念を理解する 

事前学習 「知能とは何か」について調べておく。 

事後学習 知能の定義および構造についてまとめる。 

第４回 
なぜ知能を検査するのか？ 
知能検査の歴史とその役割 

事前学習 
知能検査の歴史とその具体的な役割について
調べておく。 

事後学習 
知能検査の利用方法と有効性についてまとめ

る。 

第５回 
知能検査１ 
ビネー式知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
ビネー式知能検査の特徴（精神年齢）とその長
所と短所を調べておく。 

事後学習 

ビネー式知能検査の目的について、グループデ

ィスカッションをした内容を整理してまとめ

る。 

第６回 
知能検査２ 
ウェクスラー式知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
ウェクスラー式知能検査の特徴（知能指数）と
その長所と短所を調べておく。 

事後学習 

ウェクスラー式知能検査の目的について、グル

ープディスカッションをした内容を整理して

まとめる。 

  



 

 

第７回 
知能検査３ 
グッドイナフ知能検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
グッドイナフ知能検査の特徴とその長所と短
所を調べておく。 

事後学習 

グッドイナフ知能検査の目的について、グルー

プディスカッションをした内容を整理してま

とめる。 

第８回 
知能についてのグループ発表準備 
リサーチ・テーマを決める 

事前学習 興味のある知能検査について調べておく。 

事後学習 
グループメンバーとリサーチ・テーマについて

考える。 

第９回 
発達障害児の認知機能 
何ができないのか？ 

事前学習 
発達障害児が抱える認知処理の困難さについ
て調べておく。 

事後学習 
発達障害児に利用する知能検査について理解

する。 

第１０回 
知能についてのグループ発表準備 
役割分担等を決める 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 グループメンバーで役割分担を考える。 

第１１回 
高齢者の認知機能 
何ができないのか？ 

事前学習 
高齢者が抱える認知処理の困難さについて理
解する。 

事後学習 高齢者に利用する知能検査について理解する。 

第１２回 
知能についてのグループ発表準備 
発表内容をまとめる 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第１３回 
気質・性格・人格とは何か？ 
それぞれの定義を理解する 

事前学習 
気質・性格・人格とは何か、について調べてお
く。 

事後学習 
特に、性格・人格の定義と捉え方について理解

する。 

第１４回 
グループ発表準備 
最終確認をする・報告書の提出 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第１５回 
グループ発表１ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお

く。 

第１６回 
グループ発表２ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 

第１７回 
なぜ性格・人格を検査するのか？ 
その歴史と役割 

事前学習 
性格・人格検査で何がわかるのかを調べてお
く。 

事後学習 
性格・人格検査の種類と有効性について理解す
る。 

第１８回 
性格・人格検査１ 
SCT検査 
その特徴と長所・短所 

事前学習 SCT検査の特徴、長所、短所を調べておく。 

事後学習 
SCT検査の目的について、グループディスカッ
ションをした内容を整理してまとめる。 

第１９回 
性格・人格検査２ 
TEG 東大式エゴグラム 
その特徴と長所・短所 

事前学習 
TEG東大式エゴグラムの特徴、長所、短所を調
べておく。 

事後学習 

TEG東大式エゴグラムの目的について、グルー
プディスカッションをした内容を整理してま
とめる。 

第２０回 
性格・人格検査３ 
P-F Study 
その特徴と長所・短所 

事前学習 P-F Studyの特徴、長所、短所を調べておく。 

事後学習 
P-F Studyの目的について、グループディスカ
ッションをした内容を整理してまとめる。 

第２１回 これまでのまとめ 

事前学習 これまでの心理検査についてまとめる。 

事後学習 
授業でのコメントとディスカッション内容を
まとめておく。 

第２２回 
性格についてのグループ発表準備 
リサーチ・テーマを決める 

事前学習 
興味のある性格・人格検査について調べてお
く。 

事後学習 
グループメンバーとリサーチテーマについて
考える。 

第２３回 
投影法の検査 
バウム・テストの紹介 

事前学習 
バウム・テストで何を測定できるかについて調
べておく。 

事後学習 自身についての測定結果について理解する。 

第２４回 
性格についてのグループ発表準備 
役割分担等を決める 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 グループメンバーで役割分担を考える。 

第２５回 
その他の検査 
対人関係を知る 

事前学習 対人認知を知る検査について調べておく。 

事後学習 対人認知の検査方法・測定結果を理解する。 

第２６回 
性格についてのグループ発表準備 
発表内容をまとめる 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第２７回 
その他の検査 
対人不安を知る 

事前学習 対人不安を知る検査について調べておく。 

事後学習 対人不安の検査方法・測定結果を理解する。 

第２８回 
グループ発表準備 
最終確認をする・報告書の提出 

事前学習 リサーチ発表の内容について考える。 

事後学習 話し合った内容についてまとめる。 

第２９回 
グループ発表１ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 



 

 

第３０回 
グループ発表２ 
質問・講評を含む 

事前学習 発表の練習をしておく。 

事後学習 
他学生・教員のコメントを理解し、まとめてお
く。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1141 

２．授業担当教員 佐々木 達行 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 予め教科書を読むなど、講義内容を予習し、内容について問いを持ったり、質問ができるようにしたり

して授業に臨むようにする。 

○ 毎回の講義内容の記録、実技、演習作品等を記録してファイル（A４）にまとめ、ポートフォリオとして

提出する。 

〇 学習の成果を課題レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐々木達行『造形教育における授業の課題・目標と評価』開隆堂出版。 

【参考書】 

特になし。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義内容は皆さんが目指している教師としての専門性を高めるためのものである。講義に出席した皆さん

は、お客さんではない。講義内容を予習しておき、分からないことがあれば質問したり、自分の考えを述べ

たりするなど自主的、積極的に関わり、理解を深めていくこと。講義内容について質問をすることは決して

恥ずかしいことではない。むしろ、質問ができるということは、自分が分かっていない部分に気づいている

ことで、優秀であり、大きく成長する可能性を持っているということである。講義は、知識や技術を与えて

もらうだけのものではなく、自分で勝ち取るものである。それは自分に自信が持てるようになること、教師

としての誇りを培っていくことにつながっていくはずである。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 授業の受け方、

内容、方法、準備等について 

事前学習 教科書を通読しておく 

事後学習 記録帳、材料、用具、ファイル等の準備、確認する。 

第２回 
造形教育の表現・鑑賞内容の意味（講

義理論） 

事前学習 
教科書 pp.81～89 を読んで、「表現・鑑賞内容」とは何か、分か

らないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、造形表現・鑑賞

内容について、他に説明できるようにしておく。 

第３回 
造形表現の意味と子どもの絵画表現

様式について（鑑賞演習） 

事前学習 
「絵画様式」「幼児、児童の表現様式」とは何か、文言の意味を

調べておく。 

事後学習 

授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、子どもの表現様

式とその表現意味をまとめておくとともに、他に説明できるよう

にしておく。 

第４回 
子どもの表現様式に対応した、絵画表

現１ スクリブル（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。子どもの表現様式とその表現意味

のまとめを確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。 

また、子どもが表現する意味を再考しておく。 

第５回 
子どもの表現様式に対応した、絵画表

現２ 図式的表現様式（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。子どもの表現様式とその表現意味

のまとめを確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。 

また、子どもが表現する意味を再考しておく 



 

 

第６回 
造形教育における表現活動の意味と

方法（講義理論） 

事前学習 
教科書 pp.89～96 を読んで、「授業デザイン」の意味と方法とは

何か、分からないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 
授業の記録を整理し、ファイルしておく。また、「授業デザイン」

の意味について、他に説明できるようにしておく。 

第７回 
自分マークの作成と造形発想の方法

（表現演習） 

事前学習 

教科書 pp.74～80 を読んで、「造形的なものの見方や考え方（発

想・構想、・・）とはどの様なことか、分からないところがあれ

ば、質問できるようしておく。材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

作成した自分マークを使った発想方法の考え方について確認し

ておく。 

第８回 
造形表現とコミュニケーション（表現

演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。造形表現におけるコミュニケーシ

ョンとはどの様なことか、考えておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

造形表現とコミュニケーションの関係を確認しておく。 

第９回 
色、形、材質の表情と造形発想（表現

演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。造形表現としての「色」、「形」、「材

質」について考え、線を使った形を様々に描いてみる。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

「色」、「形」、「材質の違い」を使った発想方法の考え方について

確認しておく。 

第１０回 
「形、線、色、材質の表情と造形発想」

の表現活動（授業演習） 

事前学習 

教科書 pp.115～118 を読んで、「形、線、色、材質からの造形発

想」を題材とした「授業デザイン」はどの様なものか、分からな

いところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「表現活動」を整理し、ファイルしておく。

また、作成した「授業デザイン分析表」について、その方法を確

認しておく。 

第１１回 
表現様式と方法①・具象的な表現と色

彩（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。「フォビズム」の意味や考え方を調

べ、造形教育との関連を考えておく。 

事後学習 

授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

フォビズム的表現における発想方法、及び考え方と造形教育との

関係について確認しておく。 

第１２回 
表現様式と方法②・抽象的な表現と色

彩（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。抽象的な表現とはどの様なものか、

その内容や方法について調べ、確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

抽象的表現における発想方法の考え方について確認しておく。 

第１３回 
表現様式と方法③・コラージュと抽象

表現（表現演習） 

事前学習 
材料準備：ｸﾚﾖﾝ､ｶﾗｰﾌｪﾙﾄﾍﾟﾝ。コラージュによる表現とはどの様

なものか、その内容や方法について調べ、確認しておく。 

事後学習 
授業の記録、制作した作品を整理し、ファイルしておく。また、

コラージュによる抽象的表現の考え方について確認しておく。 

第１４回 
「抽象的な表現と造形発想」の授業デ

ザイン（授業デザイン演習） 

事前学習 

教科書 pp.119～122を読んで、「抽象的な色と形からの造形発想」

を題材として「授業デザイン」すると、どの様になるか、分から

ないところがあれば、質問できるようしておく。 

事後学習 

授業の記録、作成した「授業デザイン分析表」を整理し、ファイ

ルしておく。また、作成した「授業デザイン分析表」について、

その授業デザイン方法を確認しておく。 

第１５回 
授業のまとめと課題レポートについ

て 

事前学習 
作成したポートフォリオを確認し、授業の内容や課題を捉えなお

しておく。 

事後学習 課題レポートの作成 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 SJMP1141 

２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の授業において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 
授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 
【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

造形表現の構造・発想について 

事前学習 

中学校・高等学校において使用していた美術

の教科書を見返し、好きな作家・作品につい

て調べる。その際に、作品を好きだと感じる

理由についても考える。 

事後学習 

造形発想に関するグループでの制作活動を

振り返り、考えたこと感じたことを配布プリ

ントにまとめる。 

第２回 
◇ 色彩の基礎 

色のイメージと組み合わせについて 

事前学習 

これまでの描画経験を振り返り、自分の表現

と色について考える。「色の特徴」について

考え、表現するための工夫を書き出す。 

事後学習 

学んだ色の構造について振り返り、各色のイ

メージとその組み合わせからできた作品を

スケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅰ 

（デカルコマニー・フィンガーペインティング） 

事前学習 

絵の具を用いた制作活動の経験を振り返り、

印象深かった作品を書き出す。作品制作に向

けて、自分らしい色彩について考え、構想を

まとめる。 

事後学習 

デカルコマニーとフィンガーペインティン

グによる制作活動を振り返り、同様の技法が

用いられた美術作品について調べる。 



 

 

第４回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅱ 

（にじみ絵・バチック） 

事前学習 

クレヨンを用いた制作活動の経験を振り返

り、印象深かった作品を書き出す。作品制作

に向けて、クレヨンで簡潔に輪郭を描くこと

ができるようなモチーフの資料を収集する。 

事後学習 

にじみ絵とバチックによる制作活動を振り

返り、同様の技法が用いられた絵本作品につ

いて調べる。 

第５回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅲ 

（スクラッチ・スパッタリング） 

事前学習 

筆を用いない描画の経験を振り返り、活動の

内容を書き出す。作品制作に向けて、幻想的

な表現による画面をイメージし、構想を練

る。 

事後学習 

スクラッチとスパッタリングによる制作活

動を振り返り、技法と表現の関係について考

える。作品をスケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅳ 

（ドリッピング・スタンピング） 

事前学習 

筆を用いない描画の特性について考える。作

品制作に向けて、身の回りにある自然物の有

機的な形態に着目し、構想を練る。 

事後学習 

ドリッピングとスタンピングによる制作活

動を振り返り、子どもの造形活動における見

立ての重要性について考えたこと・感じたこ

とをプリントにまとめる。作品をスケッチブ

ックにまとめる。 

第７回 
◇ モダンテクニックによる表現 Ⅴ 

（フロッタージュ・コラージュ） 

事前学習 

フロッタージュとコラージュという技法に

ついて調べ、作品の構想を練りながら、制作

に使用できそうな材料を収集する。 

事後学習 

フロッタージュとコラージュによる制作活

動を振り返り、同様の技法が用いられた絵本

作品について調べる。作品をスケッチブック

にまとめる。 

第８回 
◇ 紙工作 Ⅰ 

折り紙・色画用紙を用いた壁面装飾の基礎 

事前学習 
保育現場における壁面装飾について調査し、

季節ごとの実例をスケッチする。 

事後学習 

切り紙の折り方について復習する。10折り・

12 折り用のオリジナル型紙のアイデアを描

き出し、出来上がりのイメージとともに記録

する。作品をスケッチブックにまとめる。 

第９回 
◇ 紙工作 Ⅱ 

紙の折り目を利用した立体表現 

事前学習 

A4 ケント紙を用いてバースデーカードを制

作する時、どのような工夫ができるか考え、

アイデアを書き出す。 

事後学習 

ポップアップカードの制作活動を振り返り、

実際に制作した作品以外に、どのような形で

応用できるかを考え、アイデアを書き留め

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１０回 
◇ 素材についての研究  

触感を刺激する造形素材の展開 

事前学習 

スライムを作るにあたって、その方法や材料

について調べる。また、実際に作るにあたっ

ての安全面の考慮や制作方法についてまと

める。 

事後学習 

触感を刺激する教材の活用方法や意義につ

いて振り返りシートにまとめる。プリントに

まとめる。作品をスケッチブックにまとめ

る。 

第１１回 
◇ 表現への寄り添い 

子どもの描く絵から感じとれること 

事前学習 
保育現場や子どもの絵が飾られる場に着目

し、子どもの描く絵について調査する。 

事後学習 

子どもの描画表現の特性と発達についてプ

リントにまとめる。実際に展示されている現

場において子どもの絵を鑑賞する。 

第１２回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅰ 

制作の準備・構想と下描き 

事前学習 
ダンボールでの造形遊びにどのようなもの

があるか調べて、制作のイメージを広げる。 

事後学習 
実際に制作する造形物についての制作方法

やデザイン案をスケッチブックにまとめる。 

第１３回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅱ 

技法の工夫・彩色・組み立て 

事前学習 
制作する題材をグループで話し合い、必要な

材料や資料を各グループで用意しておく。 

事後学習 
完成に向けて改善点や手順などをスケッチ

ブックにまとめる。 



 

 

第１４回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅲ 

仕上げと発表準備 

事前学習 
現場における実践の事例を調べ、完成のイメ

ージを明確にする。 

事後学習 

グループでの制作活動を振り返り、個人制作

との違いについて考え、プリントにまとめ

る。 

第１５回 
◇ ダンボールハウスの制作 Ⅳ 

発表と講評、制作のまとめ 

事前学習 

作品発表に向けての準備をする。グループ内

で制作のポイントについてまとめて発表に

備える。 

事後学習 

図画工作Ⅰでの自身の制作活動を振り返り

ながら、自分の造形表現の個性について考え

る。スケッチブック提出に向けて、作品やプ

リントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ／図画工作Ⅰ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2421 

SCOT2421 

SJMP1141 ２．授業担当教員 薬本 武則 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 実技や講義を主体とし、造形表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、造形に関わる基本的な知識や技能を習

得し、子どもたちの創造性豊かな表現活動を支えるための基礎的な力を身につけていくことを目的とする。 
 制作実践を踏まえ、自身の造形表現の経験を豊かなものにしていくとともに、保育者・指導者として子ど
もの造形活動にどのように関わっていくかを考え、幼児期の造形の特色や教育的意義への理解を深めていく。

その中で表現の面白さを実感し、自分らしさと向き合い、自身の感性と創造性を育む。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現することの喜びを体験する。 
２．様々な作品に触れ、子どもたちの生き生きとした表現に共感できる感性を養う。 

３．子どもの発達段階における造形の特質を理解し、場面に応じた援助の在り方について学ぶ。 
４．素材体験や題材研究を行い、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 
５．子どもが自発的に造形活動を楽しむような場づくりについて、保育者・指導者の立場から考察する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容、作品・制作過程を毎回ポートフォリオにまとめる。詳細はオリエンテーションで説明する。 

２.「保育所保育指針解説書」の「表現」についてのレポート作成をする。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】薬本武則著『美術原理』K’s工房出版。 

【教科書】内閣府、文部科学省、厚生労働省編『幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説』フレーベル

社、2018。 

【教材】画材（スケッチブック《F6》、水彩道具一式、クレヨン《16色》、教育用折り紙(色紙)、糊、粘土な

ど）の準備。授業ごと事前に通知。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考える力がついたか。（学習目標 1・2） 

2．子どもの造形表現の特色に関する基礎的な知識が身につけられたか。（学習目標 3・4） 

3．子どもの造形活動を支える上で不可欠な基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

乳児・幼児・児童期は、絵を描いたりものを作ったりする造形活動が非常に活発で、意欲的です。幼児・

児童に喜びと自信をもたせながら、心身の成長発達に沿った造形活動を援助できるような保育者・教諭をめ

ざしましょう。そのためには、学生自身がより豊かな感性と多種多様な造形活動を体験することが大切です。

授業では幼児・児童造形教育のための基礎・基本を学び、幼児の目線で遊びにつながる演習をします。学生

自身、造形教育活動に興味と関心をもって授業に臨みましょう。 

【注意事項】 

・汚れてもよい服装で出席すること。 

・授業の事後学習として毎回「ポートフォリオに記録する」ことに慣れましょう。授業内容、制作過程（写

真、コメント）を保存、記録する作業は煩雑ですが、自分の成長の証し・作品集の記録になります。 

13．オフィスアワー 授業の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

・授業計画と評価など、 

・ポートフォリオ作成の手順など 

事前学習 シラバス「図画工作Ⅰ」を一読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第２回 
理論 

図画工作の教育意識について、美術原理から学ぶ。 

事前学習 「美術原理」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第３回 
理論  

図画工作の表現･鑑賞方法について、美術原理から学ぶ。 

事前学習 「美術原理」を熟読する。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第４回 

乳児・幼児・児童期の表現発達について学ぶ 

「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説」を用

いて 

事前学習 
「幼保連携型認定こども園 教育・保育要領

解説」を読む。 

事後学習 説明内容をポートフォリオにまとめる。 

第５回 乳児・幼児・児童期の表現についてのレポート作成 

事前学習 レポートの構想を練る。 

事後学習 
「表現」についてのレポートをポートフォリ

オに記録する。 

第６回 
ひっかき絵 

（スケッチブック F6、クレヨン、針金など 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第７回 
型押し版画 

（スケッチブック、水彩道具一式、枯葉など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 



 

 

第８回 
吹き散らし絵 

（スケッチブック、水彩道具一式、ストローなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第９回 
はじき絵 

（スケッチブック、クレヨン、水彩道具一式など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１０回 
折り紙① 顔を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１１回 
折り紙② 花を作る 

（スケッチブック、折り紙、はさみ、糊など） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１２回 

立体作品① お面を作る 

（スケッチブック、色鉛筆、折り紙、糊、ハサミな

ど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１３回 

立体作品② パタパタ鳥など 

（スケッチブック、クレヨン、色鉛筆、水彩道具一

式、折り紙、糊、ハサミなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１４回 粘土制作 十二支を作る（粘土、粘土板、ヘラなど） 

事前学習 指定された教材を準備し構想を練る。 

事後学習 
制作過程、完成作品、コメント等をポートフ

ォリオに記録する。 

第１５回 まとめ 発表と講評及び鑑賞 

事前学習 
作品発表に向けての準備をする。また、鑑賞

に対する批評を整理しておく。 

事後学習 

他の学生の発表を観察吸収し、良い点を学

び、コメント等をポートフォリオに記録す

る。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2304 

２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅰ  

構想・下描き・型紙の制作 

事前学習 

型抜き版画による作品制作に向けて、モチー

フとなる動植物に関する資料を収集する。そ

の上でアイデアデッサンを描く。 

事後学習 

型抜き版画の特徴をプリントにまとめ、モチ

ーフのデフォルメについて考えをまとめる。

作品をスケッチブックにまとめる。 

  



 

 

第４回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅱ  

スクリーン印刷・作品の相互鑑賞 

事前学習 
スクリーン印刷に向けて、構図や色構成につ

いてイメージをかためる。 

事後学習 

型抜き版画による制作活動を振り返り、自己

評価をまとめる。また、シルクスクリーンな

ど、関連する版画技法について調べる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第５回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第７回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅰ  

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

造形表現に用いられる素材の種類を挙げ、そ

れぞれの素材に対するイメージをまとめる。

キーホルダー制作に向けて、モチーフに関す

る資料を収集する。 

事後学習 
制作活動を振り返り、作品コンセプトを確認

する。制作過程を作品ファイルをまとめる。 

第８回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅱ  

電動糸鋸による金属板の切り抜き 

事前学習 

電動糸鋸を始めとした図画工作に使用され

る道具について、これまでの使用経験を振り

返り、適切な用具の管理と使用について考え

る。 

事後学習 

制作活動を振り返り、電動糸鋸と手動糸鋸の

使用感の違いについてプリントにまとめる。

同様に、制作の体験から、ものつくりにおけ

る手仕事の価値についても感じたこと・考え

たことを記す。 

第９回 
◇ 素材加工によるキーホルダー制作 Ⅲ  

作品研磨・仕上げ・作品相互鑑賞 

事前学習 

作品を研磨し、仕上げていくイメージを持

つ。作品のプレゼンテーションに向けてコン

セプトをまとめる。 

事後学習 

「研磨」について学んだことをプリントにま

とめ、活動自体が持つ意義についても考え

る。相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った

作品やプレゼンテーションについて良かっ

た点をまとめながら、考えたこと・感じたこ

とをプリントに記す。作品ファイルをまとめ

る。 

第１０回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１１回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１２回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅰ  

作品構想・構造の試作・アイデアデッサン 

事前学習 

オリジナルの絵本制作に向けて、課題（あら

すじ制作）を行う。キャラクターの構想を練

り、モチーフに関する資料を収集する。 

事後学習 

じゃばら絵本の基本的構造を復習し、各ペー

ジにおけるラフデッサンの制作を進める。作

品ファイルをまとめる。 

第１３回 ◇ じゃばら絵本制作 Ⅱ 事前学習 各ページのラフデッサンをもとに、表現に適



 

 

ページの作成・内容を描く した技法について考え、制作に必要となる材

料を用意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１４回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

じゃばら絵本の作品制作に関して、表紙の色

合いやタイトルのフォントなどのイメージ

を持ち、全体像の構想をまとめる。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 

第１５回 
◇ じゃばら絵本制作 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の絵本作品を簡潔に伝

えるためのキャッチフレーズを考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、ファイル提出に向けて作品とプリン

トをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（小） （2 単位） 

３．科目番号 
EDEL2304 

EDEL1306 
２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、指導者として造形教育の実践の場に通用
する幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、自己の表現を探

求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支えるために必要
な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、造形教育の指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．課題作品提出 
２．プレゼンテーションおよび資料（写真）の提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用しない 
【参考書】『カラーコーディネーター入門 色彩』日本色研事業株式会社。 
適宜資料を配布します。作品制作のための道具、材料は事前に指示しますので各自で用意してください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．児童の表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。 

2．発達段階における造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。 

3．児童の豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．ものづくりや表現を「楽しみ、身につける」体験をしてください。 
２．指示されたノルマやプログラムをただこなすのではなく、「失敗しても構わないので」自分の興味関心を

大切にし、自ら考え工夫し判断しながら自由な心で取り組む習慣を身に付けていってください。 
※授業日程は実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー ※ 現在、時間割曜日未定  

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業内容、目的、評価、用意する
ものなど） 
【必要な道具】必要な道具は前週に指示する 
【学習の取り組みについて】  

事前学習 
美術・芸術作品に親しむ為、NHK日曜美術館な
どメディアを通した美術・芸術鑑賞を行う。 

事後学習 
過去の作品制作体験を振り返り、図画工作で
やってみたいことのイメージを膨らませｱｲﾃﾞ
ｱをクロッキー帳に描きとめておく。 

第２回 

写真撮影（顔名簿）をおこなう    
五感を働かせながら素材の特性を活かした表現① 

 
「にぼし」をつくろう                                
【必要な道具】絵具、カッター 

事前学習 
好きなもの・興味のあるものの特徴を観察し、
クロッキー帳に描く（書くのではなく描く）。 

事後学習 

①ネガ・ポジ視点でモチーフを観察して描く。 
②「マーブリング」「ブラッシング」「フロッ
タージュ」「デカルコマニー」「ステンシル」
など関連した技法について調べ比較しまと
める。 

第３回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現② 
a.絵の具と水と紙の特性を活かし、見えた色を表現する               
b. 絵の具と水と紙の特性を活かし、匂いを色で表現す

る 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 

五感をとおした実体験において、今までで印

象に残っていることをクロッキー帳に絵や文
章等で自由に表現する。 

事後学習 
様々なモチーフを授業と同様に、五感で体験
し、クロッキー帳に自由に表現し描く。 

第４回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現③ 
触覚のみで立体表現を試みる 

【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
五感で感じ経験した様々な情報を「色」を使

ってクロッキー帳に自由に表現する。 

事後学習 

①スクラッチ技法について調べる。 
②異なるモチーフを用いて授業と同様の表現
に取り組み、課題の技法と表現について理
解する。 

  



 

 

第５回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現④ 

ダンボール造形 
ダンボールの特性を活かした造形 

 曲げる、切る、折る、破る、はぐ、組み合わせる、等 

 マスキングテープで組み立て 
 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
「ルビンの壺」や白抜き描法でモチーフを意
識的に観察する。 

事後学習 

「作品」に対する意識を高め、造詣を深め、
興味・関心・創作意欲を養う為に、ジュンク
堂や図書館などで美術・芸術の情報に触れた
り、銀座のギャラリー巡りを体験する（研究
室前に展覧会情報が掲示してあります※ギ
ャラリーは基本的には入場無料ですのでマ
ナーを守って鑑賞しましょう）。 

第６回 

五感を働かせながら素材の特性を活かした表現⑤ 
ダンボール造形 
スポンジによる着色 

 
【必要な道具】のり、はさみ、絵具 

事前学習 
各自で画材と紙の関係性を探りながら表現
の可能性を探る。 

事後学習 
表現活動におけるコンセプトやテーマの意
味合いを探り、各自でまとめる。 

第７回 

『伝承的物語～語り継がれてきたものがたり』の場面を 
つくる① 
ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの学習 
a.グループ分け（4名づつ） 
b.グループ Aは「昔話、童話」などを題材にして他グ
ループへの制作指示依頼書を作成する（課題づく
り） 

c.グループ A（2名）はグループ B（2名） 
に対し、課題のプレゼンテーションおよび質疑応
答を行う。グループ B（残り 2名）はグループ A（残
り 2名）へ課題プレゼンおよび質疑応答を同様に
行う。 

絵具、段ボール、色紙など自由に使用する 

事前学習 

①ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞについて調べ、授業において
活用すること。 

②「出来ないかもしれない」「こんなこと言
っていいのか」などの否定的思考を排除し
た、自由で楽しい発想力を身に付け養うた
めに、個人やグループでﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞやﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの学習に積極的に取り組むこ
と。 

事後学習 

（授業の続き） 
④各グループは与えられた課題を自分たち
の解釈を加え、アレンジして制作に取り組
む（作品の題名、登場人物、キャラクター
設定、場面状況設定、小道具、表現方法、
工夫点など）。 

⑤グループごとに、斬新かつ独創的な様々な
アイデアや意見交換を記録し、それを元に
さらに新しい発想、新たなアイデアを創出
していく。 

第８回 
『伝承的物語～語り継がれてきたものがたり』の場面を 
つくる② 
登場人物・アイテムの設定・白抜きデザイン 

事前学習 
①完成までの作業工程計画を具体帝にイメ

ージし表にする。 

事後学習 

①「白抜きデザイン」に取り組む。 
②ﾈｶﾞﾎﾟｼﾞ・白抜きﾃﾞｻﾞｲﾝにグループで取り
組む。 

③道具の扱い方を知り体験的に身に付ける。 

第９回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる③ 
電鋸ノコの使用方法の確認 
動線の確保の説明 
電ノコ・糸鋸による制作１ 
板取り 
 
【安全への注意と配慮】 

事前学習 
動線確保・安全作業について、機械工具の特
性と使用法についての認識力を養う。 

事後学習 
実習を通して安全確保のための身だしなみ
への配慮と動作についての意識を養うこと。 

第１０回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる④ 
電鋸による制作２ 
ペーパーやすりの扱いについて 

  #120でカット面やすりと面取り 
#400で磨き仕上げ 

【板・ペーパーやすり#120・#400】 
【安全への注意と配慮】 

事前学習 

班ごとにホームセンター等で必要な道具を
購入すること。 

【必要な道具】 
木工用ペーパーやすり＃120、＃400  

事後学習 

①技能とコツについて深く考察・分析し、身
につけるように取り組むこと。 
②実習において気が付いたこと、工夫したこ
と、上手くいかなかったことがあればその原
因を分析し記録し次回にいかすこと。 

第１１回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑤ 
ペーパーやすり仕上げ 
人形・小道具仕上げ 
色彩計画・着色・仕上げ 

事前学習 

道具・材料の準備 
素材の特性を活かす仕上げ法と表現につい
て考察する。 
【必要な道具】絵具 

事後学習 デザイン・色彩計画に取り組む。 

第１２回 
『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑥ 
 人形・小道具仕上げ 
色彩計画・着色・仕上げ   

事前学習 デザイン・色彩計画に取り組む。 

事後学習 話合いながら舞台のデザインに取り組む。 

第１３回 

『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑦ 
 
ダンボールを使って舞台をつくる 
 
【50cm×50cmダンボール 2枚、A3用紙 2枚】 

事前学習 舞台のデザインに取り組む。 

事後学習 台本作成と役割分担に取り組む。 

第１４回 
『語り継がれてきたものがたり』の場面をつくる⑧ 
 
台本作成と練習 

事前学習 台本作成と役割分担に取り組み練習を行う。 

事後学習 舞台上演打ち合わせと練習に取り組む。 

第１５回 

【表現と鑑賞の時間～上演！会～】 
 
各グループごとに発表 
1班ごとに準備&上演で 15分 
各班は「まとめﾚﾎﾟｰﾄ」を提出する 

事前学習 グループごとに発表を行う為の準備。 

事後学習 

①作業全体の流れと各工程ごとに配慮すべ
きポイント、改善・改良点をまとめる。 

②美術・芸術・造形に関する造詣を深める為
に国立新美術館、東京藝術大学大学美術館
などで興味のある展覧会を鑑賞する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ／図画工作Ⅱ（幼）／図画工作Ⅱ（保育士）（2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2522 

SCOT2522 

SJMP2141 ２．授業担当教員 武本 大志 

４．授業形態 実技、講義 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作Ⅰの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰにおいて習得した基礎的な技能や知識をさらに深め、子どもの造形活動の事例を例証・傍証と

して取り上げ、表現活動を展開する上で必要とされるより実践的な力を身につけていくことを目的とする。 
 実技や講義を主体として、具体的な素材体験や題材研究を重ね、保育者・指導者として保育実践の場に還
元することのできる幅と深みを有した力を養っていく。発展的な制作活動のなかで造形の面白さを実感し、

自己の表現を探求するとともに、他者の表現に共感できる感性を養い、子どもの創造性豊かな造形活動を支
えるために必要な素養を身につける。 

８．学習目標 

１．技術的な「上手・下手」にとらわれず、ものづくりの楽しさや表現の喜び、感動を実感として得る。 

２．子どもたちの生き生きとした表現に寄り添うことのできる感性と、柔軟な観察眼を養う。 
３．発達段階における造形の特質を理解し、興味を引き出す題材設定や援助の在り方について学びを深める。 
４．素材体験や題材研究の経験を重ね、保育者・指導者として不可欠な基礎的造形力を身につける。 

５．造形活動を行う場の在り方について考察を深め、安全性に配慮された適切な環境を構築する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ⅰ．毎時の実習において制作する作品を提出課題とする。 

ⅱ．制作・鑑賞に関わるレポートの作成と発表を行う。 

ⅲ．自己の振り返りとして、授業における取り組みをスケッチブックにまとめることを課題とする。 

以上、詳細についてはオリエンテーションの際に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】【参考書】 

授業の進行に伴い適宜資料を配布する。その他、必要に応じて参考となる図書を授業時に紹介する。 

【教材】 

制作道具・材料についてはオリエンテーション時に指示する。各自忘れずに準備をして授業に臨むこと。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．子どもの表現に寄り添った造形活動の在り方について考えを深め、実践的な力がついたか。（学習目標 1・

3） 

2．子どもの造形表現の特色や、造形素材や題材化に関する知識が身につけられたか。（学習目標 2・4） 

3．子どもの豊かな造形活動を支える基礎的造形力、技能が身につけられたか。（学習目標 5） 

◯評定の方法 

授業への取り組み、制作や鑑賞活動の成果、レポート等を総合して評価する。 

1．授業への積極的参加            総合点の 20％ 

2．日常の学習状況及び自己課題への取り組み  総合点の 30％ 

3．制作や鑑賞活動の成果（ポートフォリオ等） 総合点の 30％ 

4．課題（作品発表、レポート等）       総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

①指導者の資格を得るという自覚を持ち、積極的に授業に参加すること。 

②実技を主とした授業展開のため欠席すると授業についてこられない可能性があります。やむを得ない理由

がない限り休まないこと。 

③使用する道具や自分の作品を大切にすること。 

④多くの体験を積み、広い視野を持つこと。 

以上のことを意識し、自身のために有意義な時間にしてください。 

13．オフィスアワー 授業前後の空き時間等（研究室の前に時間割表を掲示） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

◇ オリエンテーション 

授業に関する諸注意 

子どもの造形表現への理解について 

事前学習 

絵画表現や紙工作など、図画工作Ⅰでの造形

活動を振り返り、その達成度を考えるととも

に図画工作Ⅱにおける自分自身の目標を設

定する。 

事後学習 
子どもの描いた絵画に関して、ディスカッシ

ョンの前後における自身の考えをまとめる。 

第２回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅰ 

技法の復習と自己課題の設定 

事前学習 

図画工作Ⅰにおいて習得した絵画技法（デカ

ルコマニー・フィンガーペインティング・に

じみ絵・バチック・スクラッチ・スパッタリ

ング・ドリッピング・スタンピング・フロッ

タージュ・コラージュ等）の復習をする。 

事後学習 

自身で題材を設定する自己課題について、制

作の道筋を明確にし、構想をまとめる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第３回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅰ  

構想・下描き・型紙の制作 

事前学習 

型抜き版画による作品制作に向けて、モチー

フとなる動植物に関する資料を収集する。そ

の上でアイデアデッサンを描く。 

事後学習 

型抜き版画の特徴をプリントにまとめ、モチ

ーフのデフォルメについて考えをまとめる。

作品をスケッチブックにまとめる。 



 

 

第４回 
◇ 型抜き版画による表現 Ⅱ  

スクリーン印刷・作品の相互鑑賞 

事前学習 
スクリーン印刷に向けて、構図や色構成につ

いてイメージをかためる。 

事後学習 

型抜き版画による制作活動を振り返り、自己

評価をまとめる。また、シルクスクリーンな

ど、関連する版画技法について調べる。作品

をスケッチブックにまとめる。 

第５回 
◇ 張り子による造形 Ⅰ  

作品構想・張り子制作 

事前学習 

張り子技法の制作の実例を調べる。風船や空

き容器を心材とした張り子制作に向けて、モ

チーフに関する資料と材料を収集する。 

事後学習 

張り子技法による制作活動を振り返り、風船

を心材とした場合の展開を考える。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第６回 
◇ 張り子による造形 Ⅱ  

着彩と組み立て・作品の相互鑑賞 

事前学習 

前回制作した作品について、装飾するために

必要な資料を収集する。作品を相互に鑑賞す

るにあたって、コンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第７回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅰ 

作品構想・アイデアスケッチ 

事前学習 

身近にある材料を用いたおもちゃ制作に関

して、資料を収集する。実際に身近にある素

材を集め、造形材料となる可能性を探る。 

事後学習 

ディスカッションによって得られた制作の

構想をアイデアスケッチとともにまとめる。

実践的な制作の場において、子どもにより伝

わりやすい表現を意識しながら模擬授業の

準備を行う。 

第８回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅱ 

作品の試作と発表準備 

事前学習 

制作の構想をもとに、教材準備について考え

る。実際に模擬授業における制作物を試作す

る。 

事後学習 

それぞれが持ち寄った試作を踏まえ、導入・

展開・まとめといった模擬授業の具体的な中

身についてグループで考えをまとめる。 

第９回 
◇ 身近にある材料を用いたおもちゃ制作 Ⅲ 

発表と相互鑑賞 

事前学習 
グループ毎に発表の準備とリハーサルを行

う。 

事後学習 

模擬授業形式の発表について、振り返りをプ

リントにまとめる。また、鑑賞者の視点にお

いて印象に残った発表を取り上げ、考えたこ

と・感じたことをプリントに記す。作品をス

ケッチブックにまとめる。 

第１０回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅱ  

色・形・触感について・自己課題の制作 

事前学習 

それぞれの制作計画に従って、必要となる材

料を収集する。まとめた構想についてアイデ

アスケッチを描く。 

事後学習 

制作活動を振り返り、自身の作品における色

や形、触感といった造形要素について考え

る。作品をスケッチブックにまとめる。 

第１１回 
◇ 造形に関わる素材・道具・表現についての研究 Ⅲ  

自己課題の制作・作品の相互鑑賞 

事前学習 

自己課題について、仕上げていくイメージを

持つ。作品のプレゼンテーションに向けてコ

ンセプトをまとめる。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。作品をスケッチブックにま

とめる。 

第１２回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅰ 

作品構想・試作 

事前学習 

まとめの制作・発表に向けて、課題プリント

にアイデアをまとめる。ストーリーやキャラ

クターの構想を練り、モチーフに関する資料

を収集する。 

事後学習 

各制作物の基本的構造を復習し、アイデアデ

ッサンの制作を進める。作品をスケッチブッ

クにまとめる。 



 

 

第１３回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅱ 

ページの作成・内容を描く 

事前学習 

アイデアデッサンをもとに、表現に適した技

法について考え、制作に必要となる材料を用

意する。 

事後学習 
作家「レオ・レオニ」に関するプリントをま

とめる。 

第１４回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅲ 

表紙の作成・組み立て 

事前学習 

手作り絵本やパネルシアターの作品制作に

関して、彩色や仕掛けなどの工夫についてイ

メージを膨らませ、全体像の構想をまとめ

る。 

事後学習 

『えほん 子どものための 500冊』を参考に、

興味を持った作家・作品について調べ、プリ

ントにまとめる。 

第１５回 
◇ まとめの制作・発表 Ⅳ 

まとめ・作品発表と講評 

事前学習 

作品のプレゼンテーションに向けてコンセ

プトをまとめる。自身の作品の魅力をより相

手に伝える工夫を考える。 

事後学習 

相互に鑑賞を行ってみて、印象に残った作品

やプレゼンテーションについて良かった点

をまとめながら、考えたこと・感じたことを

プリントに記す。図画工作Ⅱの制作活動を振

り返り、スケッチブック提出に向けて作品と

プリントをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP2395 

SJMP2295 

EDEL2314 ２．授業担当教員 中川 画太 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
図画工作 Iの単位を習得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

図画工作科教育の目標、育成を目指す資質・能力、「造形的な見方・考え方」を働かせる学習内容及び学
びの方法についての概説や具体的な事例を通して、学校教育（公教育）で美術教育がおこなわれる教育的
意義について理解を深めていく。併せて、授業分析や授業デザインの演習、模擬授業を通して、授業の組

み立て方や評価規準設定の視点、指導案の書き方、指導方法について習得を目指す。 

８．学習目標 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明でき

る。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える
ことができる。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができる。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．図画工作科の学習指導案の作成。 

２．講義内容に沿ったレポートの提出。 

３ .  講義内容への理解度を高めるための小テスト。 

４．糸ノコを使用してネームプレートを制作し、提出作品とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『図画工作科指導法研究』日本文教出版。 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』文部科学省。 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できる
か。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える 

ことができるか。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができるか。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができる
か。 

○評定の方法 

授業内の課題…30% ポートフォリオ…40% 最終課題…30% 

12．受講生への 

メッセージ 

造形活動は、子どもたちの成長に重要な意味、意義があります。モチベーションを高く保ち受講する事

で、 

そのことをしっかりと実感して欲しいです。優れた指導者になる近道はありません。Ａを習いそれをすぐ
に 

実践する、と言う単純なノウハウを得るのではなく、豊かな体験の中で自ら考え工夫することから、自分
なりの Bと言う実践を行えるようになる、そのための時間です。 

１.良好な体調で、積極的に臨み、集中する。 

２.教科書や、指示された用具・素材を、必ず用意する。 

３.制作した作品や配布物は、今後の貴重な資料となるものであり、必ず大切にファイリングする。 

以上３点、厳守の上で、貴重な体験を積んでいきましょう。 

教室の中だけでなく、日常生活での物との出会い、様々な出来事への興味関心も重要です。積極的な取り
組みの先には、新たな自分との出会いがあるはずです。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：講義の目的・概要及び評価につい
て／「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか① –
これまでの学習経験のふりかえり  

事前学習 「私の図画工作科の経験」を記述してくる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第２回 
「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか② –子ど
も の 具 体 的 な 姿 か ら 考 察 す る                                              
【映像鑑賞＋グループディスカッション】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.9～16を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第３回 

図画工作科の歴史的変遷と内容概観—目標、資
質・能力、教科内容、カリキュラム構造、評価規
準、教育的課題について 

【講義】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.1～8、教科書 p.2～5を読む。 

事後学習 学習指導要領ワークシートに記入する。 

第４回 
造形表現領域の発達段階の理解と児童の個別性・
多様性を保持した学習環境デザイン 

【講義】 

事前学習 教科書 pp.52～53を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第５回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア
「造形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第６回 

図画工作科の内容と教育的意義 3 A表現イ
「絵や立体、工作に表す」① ―美術教育のマ
ニュアル化を考える 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 教科書 pp.179～180を読む。 

事後学習 
【レポート課題②】美術教育におけるマニュアル化

についての考えをまとめる。（500 字程度） 

第７回 
図画工作科の内容と教育的意義 4 A表現イ
「絵や立体、工作に表す」② ―表現と鑑賞活
動の関連性を理解する 

事前学習 教科書 p.90, 95,141 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 



 

 

【演習＋講義】 

第８回 

図画工作科の内容と教育的意義 5  A表現イ
「絵や立体、工作に表す」③ ―学びを深める
ためのツールとメディア ―ワークシートのデザ
インと教材及び ICT 活用法 

【演習＋講義】 

事前学習 第８回の制作課題を終わらせる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第９回 

図画工作科の内容と教育的意義 6 B鑑賞ア−こ
とば・対話・身体・感覚による鑑賞の体験的理
解と授業デザイン 

【グループワーク】 

事前学習 教科書 pp.138～140, p.142を読む。 

事後学習 
【レポート課題③】鑑賞教育についての考えをまと

める。（500 字程度） 

第１０回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア
「造形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第１１回 

指導案作成①  

題材研究及び授業展開の構想 

【グループワーク】 

事前学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

事後学習 ワークシートに授業展開をまとめる。 

第１２回 

指導案作成②  

題材観及び評価規準の設定、授業展開の再検討 

【グループワーク】 

事前学習 授業設計と本時の展開を完成させる。 

事後学習 導入の方法と展開を考えてくる。 

第１３回 
指導案作成③ 
導入方法を検討する 

【グループワーク】 

事前学習 模擬授業に向けて練習をする。 

事後学習 
模擬授業の準備（参考作品、資料、ワークシートの
作成など） 

第１４回 
模擬授業と授業研究会②（後半グループ） 

【グループワーク】 

事前学習 
模擬授業を実施しての気づきをポートフォリオにま

とめる。 

事後学習 
これまでの学習内容をふり返り、図画工作科の目標
と意義を自分の言葉でまとめてくる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり（最終課題）  

事前学習 
ポートフォリオにこれまでの学習をまとめる。 

第 15 回の授業内で出される最終課題を完成させる。 

事後学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2314 

２．授業担当教員 片岡 浩 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

図画工作科教育の目標、育成を目指す資質・能力、「造形的な見方・考え方」を働かせる学習内容及び学びの
方法についての概説や具体的な事例を通して、学校教育（公教育）で美術教育がおこなわれる教育的意義に
ついて理解を深めていく。併せて、授業分析や授業デザインの演習、模擬授業を通して、授業の組み立て方

や評価規準設定の視点、指導案の書き方、指導方法について習得を目指す。 

８．学習目標 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できる。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考えるこ

とができる。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができる。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．作業表・学習指導案の作成 
２．作品提出 
３．プレゼンテーションおよび資料（写真）提出 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』文部科学省。 

【参考書】 

造形授業研究会編『図工の授業をデザインする』東洋館出版社。 

文部科学省『小学校学習指導要領』東京書籍。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.図画工作科の目標及び育成すべき資質・能力や学習内容を理解し、その特質と教育的意義を説明できるか。  

2.造形表現の発達段階及び学習者の多様性について理解し、子どもの実態に合わせた指導について考える 

ことができるか。 

3.図画工作科における主体的・対話的で深い学び場づくりについて理解し授業設計することができるか。 

4.学習指導案作成上の留意点を理解し、自ら選択した題材について学習指導案を作成することができるか。 

○評定の方法 

授業内の課題…30% ポートフォリオ…40% 最終課題…30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１．単なる知識や方法・技法の伝達だけにとどめず「造形表現の良さや素晴らしさ」を、こどもたち一人ひ

とりに伝えていけるような教員になってほしいです。日常生活の中での様々な出来事に興味関心をもち
ながら、豊かな感性とこころを養っていってください。 

２．学習においては、指示されたノルマやプログラムに頼るのではなく、創意工夫、試行錯誤を試み、自己

の責任で判断していく習慣を身につける『造形学習の本質』を体験しながら実社会で役立つ力を養って
ください。 

※授業日程はグループ実習の進行状況によって調整する場合があります。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。（掲示参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス：講義の目的・概要及び評価につい
て／「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか① –
これまでの学習経験のふりかえり  

事前学習 「私の図画工作科の経験」を記述してくる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第２回 
「図画工作科」は何を学ぶ教科なのか② –子ど
も の 具 体 的 な 姿 か ら 考 察 す る                                              
【映像鑑賞＋グループディスカッション】 

事前学習 学習指導要領解説 pp.9～16 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第３回 

図画工作科の歴史的変遷と内容概観—目標、資質・
能力、教科内容、カリキュラム構造、評価規準、
教育的課題について 

【講義】 

事前学習 
学習指導要領解説 pp.1～8、テキスト pp.2～5 を読
む。 

事後学習 学習指導要領ワークシートに記入する。 

第４回 
造形表現領域の発達段階の理解と児童の個別性・
多様性を保持した学習環境デザイン 

【講義】 

事前学習 テキスト pp.52～53 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第５回 
図画工作科の内容と教育的意義 1 A表現ア「造
形遊び」① ―演習と観察 

【演習＋ペア学習】 

事前学習 テキスト pp.58～65 読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第６回 
図画工作科の内容と教育的意義 2 A表現ア「造
形遊び」② ―学習過程の分析と授業評価 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 
ワークシートで足りなかった個所を充実させてく
る。 

事後学習 
【レポート課題①】造形遊びについての気づき、感

想をまとめる。（1500 字程度） 

第７回 

図画工作科の内容と教育的意義 3 A表現イ「絵
や立体、工作に表す」① ―美術教育のマニュ
アル化を考える 

【講義＋グループディスカッション】 

事前学習 テキスト pp.179～180 を読む。 

事後学習 
【レポート課題②】美術教育におけるマニュアル化

についての考えをまとめる。（500 字程度） 

  



 

 

第８回 

図画工作科の内容と教育的意義 4 A表現イ「絵
や立体、工作に表す」② ―表現と鑑賞活動の
関連性を理解する 

【演習＋講義】 

事前学習 テキスト p.90, 95,141 を読む。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第９回 

図画工作科の内容と教育的意義 5  A 表現イ
「絵や立体、工作に表す」③ ―学びを深める
ためのツールとメディア ―ワークシートのデ
ザインと教材及び ICT 活用法 

【演習＋講義】 

事前学習 第８回の制作課題を終わらせる。 

事後学習 学習したことをポートフォリオにまとめる。 

第１０回 

図画工作科の内容と教育的意義 6 B鑑賞ア−こ
とば・対話・身体・感覚による鑑賞の体験的理
解と授業デザイン 

【グループワーク】 

事前学習 テキスト pp.138～140, p.142 を読む。 

事後学習 
【レポート課題③】鑑賞教育についての考えをまと

める。（500 字程度） 

第１１回 

指導案作成①  

題材研究及び授業展開の構想 

【グループワーク】 

事前学習 テキスト pp.171～174 を読む。 

事後学習 
ワークシートに題材を経験して得た気づき、理解を

まとめる。 

第１２回 

指導案作成②  

題材観及び評価規準の設定、授業展開の再検討 

【グループワーク】 

事前学習 ワークシートに授業展開をまとめる。 

事後学習 授業設計と本時の展開を完成させる。 

第１３回 
指導案作成③ 
導入方法を検討する 

【グループワーク】 

事前学習 導入の方法と展開を考えてくる。 

事後学習 模擬授業に向けて練習をする。 

第１４回 
模擬授業と授業研究会②（後半グループ） 

【グループワーク】 

事前学習 
模擬授業の準備（参考作品、資料、ワークシートの
作成など） 

事後学習 
模擬授業を実施しての気づきをポートフォリオにま

とめる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり（最終課題）  

事前学習 
これまでの学習内容をふり返り、図画工作科の目標
と意義を自分の言葉でまとめてくる。 

事後学習 
ポートフォリオにこれまでの学習をまとめる。 

第 15 回の授業内で出される最終課題を完成させる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） スクールソーシャルワーク実習指導 （1 単位） 

３．科目番号 

SSMP3488 

SCMP3488 

SPMP3388 ２．授業担当教員 大門 俊樹 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

（１）スクールソーシャルワーク実習の意義について理解する。（２）学校現場を知り、学校組織について体

験的に学ぶ。（３）スクールソーシャルワーク実習に関わる個別指導や集団指導を通して、学校におけるソー
シャルワーク実践に必要な知識と技術について具体的に理解し、実践的な技術を身につける。（４）教育現場
でのソーシャルワーク実践を行う社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、教育課題に総合的に対応

できる能力を身につける。（５）具体的体験や援助活動を専門的援助技術として概念化・理論化・体系化して
いくことができる能力を身につける。（６）既存の実践現場ではなく、新たな実践現場に入っていく意義を十
分に理解し、開拓的視点を身につける。 

８．学習目標 

スクールソーシャルワーク教育課程で学んだ内容をもとに、学校現場等での実習を通して、学校現場が抱
える多くの課題にソーシャルワークの視点から対応できるようになる。特に、新たな実践現場である学校組
織をよく知り、教員との連携はもとより、保護者や関係機関、地域との連携まで視野に入れた実践が展開で

きる能力も身につけることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）授業期間中に、学校または子ども支援に関する施設へボランティアとして行き、フィールド体験を行

うとともに、その内容と成果についてレポートにまとめる。（２）実習校への事前訪問を行い、その内容に

ついて報告する。（３）それ以外の課題については、授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

門田光司・鈴木庸裕『ハンドブック・学校ソーシャルワーク演習～実践のための手引～』 

ミネルヴァ書房、2010。 

【参考書】 

米川和雄編著『スクールソーシャルワーク実習・演習テキスト』北大路書房、2010。 

門田光司・奥村賢一『スクールソーシャルワーカーのしごと 学校ソーシャルワーク実践ガイド』 

中央法規、2009。 

日本学校ソーシャルワーク学会『スクールソーシャルワーカー養成テキスト』中央法規、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) スクールソーシャルワーク実習の意義について理解し、説明できるか。 

2) 学校現場を知り、学校組織について体験的に学び、説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合的して評価する。 

１ 授業への積極的参加          総合点の２０％ 

２ レポート               総合点の５０％ 

３ フィールド体験とそのレポート     総合点の１５％ 

４ 実習校への事前訪問及びその内容報告 総合点の１５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．本授業の受講については次の点が前提となる。 

・3年次にソーシャルワーク実習を終了していること。 

・社会福祉士または精神保健福祉士の国家資格取得に向けて十分な学習をし、基本的知識と技術を備え

ていること。 

・スクールソーシャルワーク実習に行く準備をしていること。 

２．欠席・遅刻・早退をしないこと。 

３．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。 

４．授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も改善が見られないときは、F 評価とす

る。 

５．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループディスカッションや意見の発表時には間違いを恐

れず、恥ずかしがらずに前に出ること。 

６．授業中に指示された課題の提出期限は厳守すること。 

13．オフィスアワー 最初の授業で発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（内容・進め方・評価方法・スクールソー

シャルワーク実習について） 

事前学習 
スクールソーシャルワーク実習のイメージをした上で授業

に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーク実習についてわかったことをま

とめる。 

第２回 実習の心構えと準備① 
事前学習 「なぜ実習に行くのか」について考えた上で授業に臨む。 

事後学習 スクールソーシャルワーク実習の特性についてまとめる。 

第３回 実習の心構えと準備② 

事前学習 実習の流れについて理解した上で授業に臨む。 

事後学習 
実習前に身に付けておくべき事項をチェックした上で、ど

のようにして身に付けるか考える。 

第４回 実習課題の設定 

事前学習 自分の実習課題について考えた上で授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーの配置形態別内容についてま

とめる。 



 

 

第５回 
実習記録と記録方法、スクールソーシャル

ワーカーとしての資質 

事前学習 実習記録と記録方法について理解した上で授業に臨む。 

事後学習 
スクールソーシャルワーカーとしての資質について確認

し、どのようにしてそうした資質を身に付けるか考える。 

第６回 

スクールソーシャルワークの支援方法１ 

（スクールソーシャルワークの目的、支援

方法、アセスメント） 

事前学習 テキスト第２章の pp.18～42を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 アセスメントシートの記入方法を理解する。 

第７回 

スクールソーシャルワークの支援方法２ 

（ジェノグラム・エコマップ・子どもの支

援計画） 

事前学習 テキスト第２章の pp.42～53を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 ジェノグラム・エコマップを描いてみる。 

第８回 ゲストスピーカーを迎えて１ 
事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第９回 不登校の子どもたちへの支援１ 
事前学習 テキスト第３章の pp.54～65を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 不登校の子どもたちの支援についてまとめる。 

第１０回 不登校の子どもたちへの支援２ 
事前学習 

テキスト第３章の pp.65～71の事例をよく読み、アセスメ

ントシートを作成してみる。 

事後学習 p.70の「支援の振り返り」を考える。 

第１１回 ゲストスピーカーを迎えて２ 
事前学習 ゲストスピーカーに質問したいことを考える。 

事後学習 ゲストスピーカーの話から得たことをまとめる。 

第１２回 
児童虐待を受けている子どもたちへの支

援１ 

事前学習 テキスト第３章の pp.71～79を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
児童虐待を受けている子どもたちへの支援についてまとめ

る。 

第１３回 
児童虐待を受けている子どもたちへの支

援２ 

事前学習 テキスト第３章の pp.79～89を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 p.89の「支援の振り返り」を考える。 

第１４回 実習校への事前訪問 
事前学習 実習校の概要を調べ、まとめる。 

事後学習 事前訪問でわかったことをまとめる。 

第１５回 

まとめ（スクールソーシャルワークによる

子どもたちへの支援について総合的に考

える） 

事前学習 テキストの事例を一つ取り上げ、熟読する。 

事後学習 選んだ事例の「支援の振り返り」を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 

EDEL3318 

SJMP3393 

SJMP3293 ２．授業担当教員 坂本 史生 

４．授業形態 
プレゼンテーション、ディスカッション、グループ学習、ロールプ

レイ、模擬授業（実習）講義 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生活科の特質は、直接体験を重視した学習活動を展開し、意欲的に学習や生活ができるようにすることに

ある。本科目では、生活科の趣旨や目標・内容を理解した上で、２年間にわたる指導計画や学習指導案の作

成を行ったり、模擬従業を行ったりするなどの具体的な実践を伴いながら生活科の指導方法について学習す

る。その中で、子どもが知的好奇心・探求心をもって主体的に学ぶ学習が成立するための方策について具体

的に追求する。 

８．学習目標 

1. 生活科の目標、内容、全体構造及び指導上の留意点について理解する。 

2. 生活科の特質、子どもの実態を視野に入れた学習指導案及び教材を作成できるようになる。 

3. 模擬授業の実施を通して、授業の批判的検討及び授業改善ができるようになる。 

4. 適切な学習評価について理解し、実践できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ 学習指導案の作成と模擬授業の準備 

○ 模擬授業の批判的検討 

○ レポート課題1000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

小学校学習指導要領解説 生活編（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活科の目標や内容、特徴を踏まえて指導計画をつくることができる。 

２．指導計画をもとに適切な授業を行うことができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極性（発言・模擬授業の実施等）     総合点の２０％ 

２ 日常の学習状況（出席・提出物）          総合点の３０％ 

３ 課題レポート（中間・期末）            総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教師が子どもの体験の世界や身の回りの環境に目を向けるとともに、子どもに負けない知的好奇心・探究心

を持って教材開発をすることが大切です。受講に際しては、自発的・能動的に活動することを望んでいます。 

13．オフィスアワー 初回授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「授業の概要と目標の理解」 
・本授業の目標と内容について理解し、学びの見通し
を持つ。 
「現代の子どもと子どもを取り巻く環境についての
考察と理解」 

・子どもの実態に目を向け、授業設計に活かせるよう

にする。 

事前学習 
・本授業において自身が学びたいことや身につけ

たいことなど、自身の目標を立ててくる。 

事後学習 
・自身の目標の修正を行うとともに、実際の子ど

もの観察を行い、子ども理解を深める。 

第２回 

「学習指導要領の内容と生活科学習の特徴の理解」 

・生活科の目標・内容・特質・意義・役割等について、

学習指導要領を基に理解する。 

事前学習 
・学習指導要領の生活科に関わる箇所を読み、自分

なりに生活科について特徴をおさえる。 

事後学習 
・生活科の特徴について、事前学習で自分なりに

おさえた特徴に追記、修正を行う。 

第３回 

「生活科の内容構成と二カ年の指導計画の構想」 

・生活科の教科書を基に、単元構成の在り方を学び、

二カ年を見通した指導計画を考える。 

事前学習 

・学習指導要領解説生活編の「内容」に関わる箇

所を読み、学習指導要領上で示されている「内容」

を理解しておく。 

事後学習 ・作成した二カ年計画の修正、加筆を行う。 

第４回 

「生活科の実践事例（学校と生活）」 

・第１学年の単元構成と実際の学習活動をみて授業評

価を行い、生活科の授業の特質について理解を深め

る。 

事前学習 
・内容「学校と生活」について、学習指導要領解

説の記述を読み、理解しておく。 

事後学習 

・学習指導要領解説内の内容「学校と生活」と実

践事例を見比べ、具体を伴って内容を理解できる

ようにする。 

第５回 

「生活科の実践事例（季節の変化と生活）」 

・第２学年の単元構成と実際の学習活動をみて授業評

価を行い、生活科の授業の特質について理解を深め

る。 

事前学習 
・内容「季節の変化と生活」について、学習指導

要領解説の記述を読み、理解しておく。 

事後学習 

・学習指導要領解説内の内容「季節の変化と生活」

と実践事例を見比べ、具体を伴って内容を理解で

きるようにする。 

第６回 

「単元計画の作成」 

・二カ年全体を見通した上で単元計画を作成し、生活

科の単元構成や特質への理解を深める。 

事前学習 

・生活科の二カ年計画を見直すとともに、学習指

導要領解説の「単元計画の作成」について記述を

読み、自分なりに理解をする。 

事後学習 
・授業内で作成した単元計画を修正加筆し、完成

させる。 



 

 

第７回 

「単元計画の共有と見直し」 

・単元計画を共有し、検討する活動を通して自身の単

元計画の改善を図る。 

事前学習 
・作成した単元計画を見直し、ポイントをおさえ

て周囲に共有できるようにしておく。 

事後学習 
・他の単元計画や検討を基に、自身の単元計画を

改善する。 

第８回 

「学習指導案の作成」 

・学習指導案の書き方と授業設計について理解し、学

習指導案を作成する。 

事前学習 

・学習指導要領解説の学習指導に関わる箇所及び

生活科の学習指導案を読み、学習指導案の書き方

を自分なりにおさえてくる。 

事後学習 
・学習指導案の見直し、修正、加筆を行い、学習

指導案を完成させる。 

第９回 

「効果的な教材の作成と活用」 

・生活科の特質に合わせて、授業設計に効果的に活用

できる教材（情報機器の効果的な活用を含む）を作成

する。 

事前学習 
・生活科の効果的な教材について実践事例を調べ

てくる。 

事後学習 
・作成した教材の見直し、修正、改善を行い、教

材を完成させる。 

第１０回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：地域と生活）
及び学習指導案の改善」 

・内容「地域と生活」について模擬授業を実施し、授

業設計や教材等についての振り返りを行う。合わせて

学習指導案の見直しも行う。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に授業設計に

焦点をあてて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１１回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：自然や物を使
った遊び）及び学習指導案の改善」 

・内容「自然や物を使った遊び」について模擬授業を

実施し、指導方法や教材等についての振り返りを行

う。合わせて学習指導案の見直しも行う。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に指導方法に

焦点をあてて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１２回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：動植物の飼育、
栽培）及び評価の理解」 

・内容「動植物の飼育、栽培」について模擬授業を実

施し、振り返りを行うとともに、評価の視点について

理解する。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 

・模擬授業や振り返りを受けて、特に評価活動に

焦点を当てて学習指導案や教材の修正、改善を行

う。 

第１３回 

「模擬授業の実施と批判的検討（内容：自分の成長）」 

・内容「自分の成長」について模擬授業を実施し、授

業設計・指導方法・評価の改善について考える。 

事前学習 
・学習指導案と教材を見直し、模擬授業ができる

準備をする。 

事後学習 
・模擬授業や振り返りを受けて、学習指導案や教

材の修正、改善を行う。 

第１４回 

・生活科の授業の実際（指導の留意点と評価） 

映像や画像、学習カードなどの記録をもとに、実際の

授業の様子を観察し、生活科の授業のあり方につい

て理解を深める。 

事前学習 
・自身の模擬授業、学習指導案及び教材を見直し、

良かった点、改善点をまとめておく。 

事後学習 
・実際の授業実践と自身の模擬授業、学習指導案

及び教材を比較し、修正改善を行う。 

第１５回 

「生活科授業のあり方、授業のまとめ」 

・生活科という教科の特徴について振り返るととも

に、その特質を活かした授業を設計する際のポイン

ト、留意点について確認を行う。 

事前学習 
・今までの学習を振り返り、生活科の特徴やポイ

ントについて発表ができるようにしておく。 

事後学習 
・生活科の特徴やポイントについて、理解しやす

いように簡潔にまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活の中の福祉 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1341 

２．授業担当教員 水島 正浩 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざして

いる。本科目では、こうした社会で必要な生活の中の福祉とは何か、その考え方や対象となる様々な人々に

必要な福祉にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。 

８．学習目標 

１．生活の中の福祉とは何かについて、理解して説明することができる。 

２．生活の中の福祉の考え方について、理解して説明することができる。 
３．対象となる人々への福祉について、理解して説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・学習の理解度をみる課題（まとめ）を授業内で複数回（３回）行います。 

＊その他毎回の授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

大久保秀子著 『新・社会福祉とは何か』 中央法規出版。 

（＊その他、授業の進行に合わせ、随時指示・配付する。） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．生活の中の福祉やその考え方について、理解できているか。 

２．対象となるに人々にどのような福祉が必要かについて、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の 30％   

２ 課題レポート      総合点の 30％ 
３ 期末試験        総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

生活の中の福祉は、これから社会福祉などを学んでいく上で基礎となる科目です。そのため、授業への出席、

熱意ある参加、グループでのディスカッションや作業、課題作成などへの積極的な取組みを望みます。 

（＊授業内容や順番、課題等は、皆さんの進捗状況・理解度にあわせて適宜変更していきます。） 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の主な内容や進め方について 

事前学習 
教科書の冒頭にある「はじめに」を読んで、理

解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第２回 生活と福祉（ライフサイクルと福祉） 

事前学習 
教科書の第 1 章(pp.8～9）を読み、理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第３回 生活と福祉（高齢化と福祉） 

事前学習 
教科書の第 2 章(pp.24～25）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第４回 生活と福祉（少子化と福祉） 

事前学習 
教科書の第 2 章（pp.22～23）を読み、理解を

進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第５回 中間まとめ①（課題①作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第６回 福祉の考え方（福祉の捉え方） 

事前学習 
教科書の第１章（pp.2～3）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第７回 福祉の考え方（福祉と援助） 

事前学習 
教科書の第１章（pp.4～5）を読み、理解を進

めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 



 

 

第８回 福祉の考え方（ナショナルミニマム） 

事前学習 
教科書の第 7 章（pp.108～109）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第９回 福祉の考え方（ノーマライゼーション） 

事前学習 
教科書の第 1 章（pp 20～21）を読み、理解を

進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１０回 中間まとめ２（課題②作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第１１回 対象となる人々と福祉（子どもと福祉） 

事前学習 
教科書の第 8 章（pp.122～123）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１２回 対象となる人々と福祉（高齢者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 9 章（pp.144～145）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１３回 対象となる人々と福祉（障がい者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 10 章（pp.168～169）を読み、理

解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１４回 対象となる人々と福祉（低所得者と福祉） 

事前学習 
教科書の第 7 章（pp.114～115）を読み、理解

を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等に

ついての要点をまとめる。 

第１５回 総まとめ（課題③作成） 

事前学習 
これまで学んだ内容を振り返り、理解を深めて

おく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 政治学（国際政治を含む） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1318 

GELA1339 
２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「国際関係論」を履修予定の学生は本科目を選択することが望ましい。本科目の履修によって左記科目の学
習を充実させることができます。 

７．講義概要 

景気対策、規制緩和、地域主権、社会保障、雇用問題など「政治」の場で議論される諸問題はマスメディ

ア報道などを通して日々われわれの耳に入ってくる。わたしたちは、住みやすい社会をつくり、市民の生活

水準の向上図るための機能を「政治」と呼んでいる。本科目では政治学の基礎的な概念を理解し、歴史的事

象、時事問題を事例として政治の仕組みについて考えていく。 

８．学習目標 

1) 政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2) 現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。
授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事後
学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。また、講義配当時間
の関係上、テキスト掲載のすべての章を取り扱うことはできないので、今回対象外とする章については以下
に示す課題例を参考に各自で読み進めるようにしてください。各回で関連ある内容の章を紹介します。課題
例はその都度補足します。 
課題例： 
①官僚と政治家どちらが信用できるのか。（第9章） 
②戦前と戦後。日本をめぐる国際環境はどのように変わったのか。（第10章） 
③「外圧」によって国内の仕組みが変わった？（第11章） 
④環境問題の解決はなぜ難しいのか。（第12章） 
⑤汚職に手を染めるものの経済発展を実現できる政治家と、清廉潔白で人間的に優れているが経済運営が下
手な政治家。どちらが望まれるか。 
⑥若者は政治に無関心か？ 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
北山俊哉・真淵勝・久米郁男『はじめて出会う政治学 構造改革の向こうに』有斐閣アルマ、2009年。 

（以下、シラバス内ではこの文献をテキストと呼称する。） 
【参考書】 
1）久米郁男・川出良枝・古城佳子他『政治学』有斐閣、2011年補訂。  
  政治学の全領域をカバーする教科書を目指して編集された本書は、おおよその政治的トピックについては

参照することが可能です。しかも日本の政治の動きをベースとして政治学概念を説明しており、日本の読
者にとって理解しやすい記述をしてあることも特色です。教科書のレベルを卒業した学生向きです。 

2）砂原・稗田・多湖『政治学の第一歩』有斐閣、2015年。 
3）東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
4）東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2)現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3)具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、こうしている間にも刻々と変化する社会を「政治」という視点から考えるものです。よって
時にはテキストに書かれていないトピックが私たちの前に立ちはだかることがあります。そのため、シラバ
スの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を確認し、受講者とともに審議したうえ
で授業内容として取り上げるようにしていきます。「政治学」について関心あるテーマがあれば授業時に提案
してください。 
本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 
②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。
事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不合
格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られな
いと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて使
用の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します。 
①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 
②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 
③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切な
態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他者
の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようという自



 

 

覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（シラバスを必ず持参すること。コ
ピーでも可。） 
政治学のテーマである「権力」について考察する。権力
を行使する主体は何か、誰が権力を行使すべきか、権力
の行使がなぜ認められるのか考察する。 

事前学習 

テキスト pp.239-246.に紹介されている用語
についてよく知っているもの、聞いたことが
あるが詳細を知らないもの、初見のものと分
類する。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図

る。次時以降のアサインメント(課題)に取り

組む。 

第２回 

組織化された集団（鉄の三角同盟、フリーライダー） 
利益集団が組織されるのはなぜか。鉄の三角同盟、多元
的民主主義の観点から考える。 
いじめ問題など身近な事例で集合行為問題について考
える。 

事前学習 

（第 2回から第 15回の事前学習） 
前時間に配付するアサインメントの各設題
に自分なりの解答をする。 
①なぜ特定の業界の利益が「政治」に守られ
るのだろうか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第３回 
官と民の関係①（市場の失敗） 
市場の失敗の観点から政府の役割について考える。 

事前学習 
②市場の失敗を解決するためには何が必要
か？ 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第４回 
官と民の関係②（政府の失敗） 
政府の失敗を通して政府の限界について考察する。 

事前学習 
③どうすれば政府の失敗をなくすことがで
きるのか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第５回 
大企業と政治①（規制、資本主義、経済団体、圧力団体） 
大企業の行動を事例として影響力資源について考える。 

事前学習 
④企業はなぜ政権与党に政治献金をするの
だろうか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第６回 
大企業と政治②（規制、資本主義、経済団体、圧力団体） 
政策決定に影響力を及ぼすものは何か考える。 

事前学習 ⑤何が影響力資源となるのか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第７回 
選挙と政治①（選挙制度） 
政策投票をめぐる問題を中心に選挙について考察する。 

事前学習 
⑥政策で投票する議員候補を選ぶのはどう
して難しいのだろう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第８回 
選挙と政治②（政党の機能） 
選挙制度の違いによって実現される世論はどう異なる
のか考える。 

事前学習 ⑦政党の選挙での役割は何か。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第９回 

地方分権①（国と地方との関係、基礎自治体と市町村合
併） 
日本における地方自治のあり方を考える。 
※学外見学が可能な場合は「地方自治と教育行政」に内
容を差し替えて実施 

事前学習 
⑧日本における中央政府と地方の関係を説
明しなさい。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

  



 

 

第１０回 

地方分権②（国と地方との関係、基礎自治体と市町村合
併） 
革新知事、革新市長はなぜ誕生したのかについて考え
る。 

事前学習 ⑨地方政府の首長の役割とは。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１１回 
マスメディアと政治について考える①（第 4の権力） 
第 4の権力とは何を意味するのか考える。 

事前学習 
⑩テレビやラジオが法律で中立性を求めら
れるのはなぜか。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１２回 

マスメディアと政治について考える②（政治過程への影
響） 
政策実現過程におけるマスメディアの役割について考
察する。 

事前学習 
⑪マスメディアの影響力は強いのか、弱いの
か。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１３回 
国会①（政治過程） 
議院内閣制のもとでの国会の影響力について考える。 

事前学習 
⑫野党の国会戦術とは。国会のルールについ
て知ろう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１４回 
国会②（立法） 
日本を事例として国会で審議される法案を手掛かりに
考察する。 

事前学習 
⑬日本とイギリス・アメリカの国会（立法）
の特徴を指摘してみよう。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

第１５回 

内閣と総理大臣（議院内閣制、大統領制、行政１） 
日本の内閣総理大臣とアメリカの大統領。 
どちらがよりリーダーシップを行使できるのか考える。 
リーダーシップを発揮するための条件に付いて考える。 

事前学習 

⑭総理大臣が短命（任期満了以前に早期退
陣）なのはよくないことなのか。 
pp.239-246.に紹介されている用語について
どれだけ理解が進んだのか確認する。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本

時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。

残された課題について質問事項としてまと

め次時以降に教師より指導を受ける。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科ソーシャルワーク論Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2127 

２．授業担当教員 藤島 薫 

４．授業形態 講義、集団討議、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談援助の概要について理解をする。保健、医療、福祉等の各分

野における相談援助の対象及び相談援助の基本的考え方を理解するとともに、各分野における相談援助に係

る専門職や他職種の専門性などについても理解する。また、精神障害者の相談援助における権利擁護につい

て、自己決定のあり方や権利擁護システムなどについて具体的に学ぶ。さらに、精神保健福祉活動における

総合的かつ包括的な援助と他職種連携の意義と内容について学ぶことを目的とする。 

８．学習目標 

 以下の点について理解することが期待される。 

①精神保健福祉士が行う相談援助活動の対象と相談援助の基本的考え方。 

②相談援助に係る専門職（地域、行政、精神科病院、精神科診療所を含む）の概念と範囲 

③精神障害者の相談援助における権利擁護の意義と範囲 

④精神保健福祉活動における総合的かつ包括的な援助と他職種連携(チームアプローチを含む)の意義と内容 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート① 

「ライフステージにおけるメンタルヘルスの課題についてまとめ、精神保健福祉士の役割について論述しな 

さい」 

課題レポート② 

「精神保健福祉分野における権利擁護の意義と役割について、自立支援、利用者主体、自己決定など、多角 

的な視点を踏まえて考察し論述しなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会『精神保健福祉士養成セミナー ３（第 6版）「精神保健福祉相談援

助の基盤[基礎] [専門]」』へるす出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉における相談援助の概要・対象・専門職・包括的支援・他職種連携・権利擁護などを理解

しているか。 

２．レポート課題にそった内容が論理的に述べられているか、正しい文法表記、適切な用語と漢字で記載さ

れているか、提出期限が守られているか。 

３．授業を受ける基本的マナー（出席状況、持ち物、提出物など）および授業に積極的に参加しているか。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 40％ 

２ レポート  ： 総合点の 40％ 

３ 授業態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱは精神保健福祉士の専門性を学ぶ上での基盤となる内容で連動して構成さ

れている科目です。事前学習と事後学習をしっかり行って授業に臨み理解を深め単位を落とすことのないよ

うにして下さい。この科目の理解ができることで、精神保健福祉援助技術論、演習、実習へとつながること

ができますので、しっかりと学ぶよう心がけて下さい。当然のことですが、欠席、遅刻、早退をしないこと

はもちろんのこと、授業中には集中して積極的に参加して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰのふり返り 

精神科ソーシャルワーク論Ⅱの授業概要 

現代のメンタルヘルスに関わる問題についてデ

ィスカッション 

事前学習 
現代社会における様々なメンタルヘルスに関わる課題

を新聞などで探してくること。 

事後学習 現代のメンタルヘルスの背景についてまとめること。 

第２回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系① 

相談援助の基本的考え方 

ミクロからマクロ、ソーシャルワークの体系、

実践モデル 

事前学習 
テキスト pp.80～108を読んで、実践モデルの変遷につ

いて理解してくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの体系および実践モデルについての

要点をまとめること。 

第３回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系② 

ソーシャルワークの基本的展開過程 

ケースワーク、グループワーク、コミュニティ

ワーク 

事前学習 
テキスト pp.108～127 を読んで、ケース、グループ、

コミュニティの展開過程を理解してくること。 

事後学習 
それぞれの展開過程における精神保健福祉士の役割と

機能についてまとめること。 

第４回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系③ 

相談援助の対象 

医療機関、地域生活支援、司法、精神保健福祉

センターなど 

事前学習 
精神障害者が生活をする上で、どのような資源を利用

するのかについて考えてくること。 

事後学習 
それぞれの社会資源が対象とする利用者についてまと

めること。 

第５回 

精神保健福祉分野における相談援助の体系④ 

相談援助の現状と今後の課題 

ライフステージや職場・社会環境におけるメン

タルヘルスの問題 

事前学習 
テキスト pp.19～33、pp.177～192を読んで、社会状況

やライフステージについて理解をしてくること。 

事後学習 
講義およびディスカッションによる学びをもとにし

て、課題レポート①を作成すること。 



 

 

第６回 

精神保健福祉に関わる専門職① 

医療機関 

メディカルスタッフ、コメディカルスタッフ 

事前学習 
テキスト pp.139~144を読み、医療機関にはどのような

専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
メディカルスタッフ、コメディカルスタッフの役割に

ついてまとめること。 

第７回 

精神保健福祉に関わる専門職② 

福祉行政・関連行政機関 

福祉事務所現業員、社会復帰調整官、障害者職

業カウンセラー 等 

事前学習 
テキスト pp.144~148を読み、福祉行政・関連行政機関

にはどのような専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
福祉行政・関連行政機関に配置されている専門職や職

員の役割についてまとめること。 

第８回 

精神保健福祉に関わる専門職③ 

地域福祉施設 

生活相談員、職業指導員、サービス管理責任者、

等 

事前学習 
テキスト pp.148~151を読み、地域福祉施設にはどのよ

うな専門職がいるか調べてくること。 

事後学習 
地域福祉施設に配置されている職員の役割についてま

とめること。 

第９回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲① 

相談援助における権利擁護の概念と範囲 

事前学習 
テキスト pp.171～175 を読んで、精神障害者の権利に

ついて考えてくること。 

事後学習 
精神障害者の権利を擁護することについて、歴史的背

景および社会状況を踏まえまとめること。 

第１０回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲② 

権利擁護システムと、当事者の自己決定、意思

決定能力 

キーワードに関するディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.162~170を読んで、当事者の自己決定と意

思決定能力について考えてくること。 

事後学習 
ディスカッションを通して学んだことを踏まえ、精神

障害者の権利擁護についてまとめること。 

第１１回 

精神障害者の相談における権利擁護の意義と範

囲③ 

精神障害者の権利擁護と精神保健福祉士の役割 

事例を使ってディスカッション 

事前学習 
精神保健福祉士の倫理綱領を読み、権利擁護をどのよ

うに実践するのかについて考えてくること。 

事後学習 
授業内容と事例に関するディスカッションを通して、

課題レポート②を作成すること。 

第１２回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携① 

総合的・包括的援助を支える理論と機能 

事前学習 
テキスト pp.152～163 を読んで、他職種連携について

考えてくること。 

事後学習 
精神保健福祉活動において、他職種連携の必要性につ

いてまとめること。 

第１３回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携② 

他職種連携とチームアプローチの意義と概要 

事前学習 
テキスト pp.152～163 を読んで精神保健福祉士が他職

種と連携する上でのポイントをまとめてくること。 

事後学習 
支援をする上で、他職種の連携がどのように機能する

のかについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉活動における包括的援助と他職種

連携③ 

他職種連携における精神保健福祉士の役割 

事例を使ったディスカッション 

事前学習 
支援者と当事者の連携にはどのようなメリットがある

かをまとめてくること。 

事後学習 
事例を使ったディスカッションを通して、当事者や家

族の参加による支援のあり方についてまとめること。 

第１５回 
精神科ソーシャルワーク論Ⅱのまとめ 

テーマに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト、資料などを見直し、これまでに学んだこと

を確認してくること。 

事後学習 

授業で行ったディスカッションについてまとめるこ

と。また、期末試験に向けて、各回の授業内容を再度

見直し理解を深めること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科リハビリテーション学 （4 単位） 

３．科目番号 SCMP2125 

２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士が行う精神科リハビリテーション業務の基本的知識を身につける。すでに学んだ精神医学

の復習、これから学ぶ精神保健福祉論の予習にもなる。一般目標「障害者の全人間的復権」に、精神障害な

らではの独自性を加えていく。その際の基本原則、プロセスはもとより、さまざまな技術や方法についても

学ぶ。生活技能訓練については、特定のシナリオを用いてシミュレーション・トレーニングを行う。総じて、

他職種と連携しながら国家資格としての専門性が発揮できる素地を造り上げる。また、総合支援法や医療観

察法など、関連する新しい法律についても学習を促す。 

８．学習目標 

1. 精神科リハビリテーションの概念、原則、対象、諸相について理解する。 

2. 実際のプロセスを精神障害の時間的発展、精神医療の空間的拡大に即して理解する。 

3. 精神障害のストレス－脆弱性－対処技能モデルについて理解する。 

4. 生活技能訓練（SST）をはじめ、さまざまなリハビリテーション技術について理解する。 

5. 精神障害者ケアマネジメントの歴史、理念、類型、技法について理解する。 

6. 旧精神保健福祉法の福祉的サービスから総合支援法新体系サービスへの移行について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

精神科リハビリテーションの主要な対象は統合失調症の患者である。この疾患を理解するために、講義、視

覚教材による症状や対応の理解、グループ発表、および宿題とレポート提出を予定している。宿題とレポー

トは授業の中で詳細について言及するが、過去には以下のような課題を出題した。 

○精神科リハビリテーションの原則 

○日本における精神障害者のリハビリテーションの課題 

○障害者のリハビリテーションに携わる援助者に必要とされる資質と条件 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー5（第 6 版） 

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ―精神保健福祉におけるリハビリテーション』へるす出版。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

精神保健福祉白書 2019/2020 年版 精神保健福祉白書編集委員会編（中央法規出版、以下同じ） 

精神保健福祉白書 2018 年版 精神保健福祉白書編集委員会編 

精神保健福祉白書 2017 年版 精神保健福祉白書編集委員会編 

精神保健福祉白書 2016 年版 精神科医療と精神保健福祉の協働 

精神保健福祉白書 2015 年版 改革ビジョンから１０年―これまでの歩みとこれから 

『精神疾患とその治療 第２版』新・精神保健福祉士養成講座１ 中央法規出版。 

【教 材】 

エイメンソン（松島義博、荒井良直訳）『精神分裂病の家族心理教育カリキュラム』（パワーポイント教材） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神科リハビリテーションの基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート         総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加             総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回、授業内容の重要項目をプリントアウトしたもの（レジメ）を全員に配布します。将来、精神科領域

の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来事と結びつくでしょう。疾病や技

法の理解のため、視覚教材（ビデオ等）を使用します。 

精神科リハビリテーションでは、精神保健福祉士として多職種チームを動かしていかなければなりません。

チームを動かすには、精神科リハビリテーションの知識に裏づけられた情熱、プレゼンテーションのスキル、

表現して人を納得させる技術が必要です。普段の学生生活・日常生活において、そのことを意識していてく

ださい。授業後半では、家族教育「家族のための精神分裂病入門」のプレゼンテーションを、各自分担して

行っていただく予定です。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

「シラバスの説明、オリエンテーション、リハビリテー

ションの概念と歴史、わが国の精神科リハビリテーショ

ンの現状」 国際生活機能分類（ICF）、リハビリテーシ

ョンの分類 

事前学習 教科書 pp.1～8を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。リハビリテーションを草

創期、確立期、発展期に分けて整理する。 

  



 

 

 

第２回 

「リハビリテーションの理念と原則」 全人間的復権、

ADL から QOL へ、多様な職種の連帯、ノーマライゼーシ

ョン、身体障害者リハビリテーションと精神科リハビリ

テーションの共通点と相違点 

事前学習 ノーマライゼーション、ICFについて調べる。 

事後学習 
スライド配布資料を見ながら、自分でスライド

の内容が説明できるか点検する。 

第３回 

「精神科リハビリテーションの概念」  

病院内リハビリテーション、脱施設化と地域リハビリテ

ーションへの移行。精神科リハビリテーションの定義。

（精神保健学の理解が十分でない場合には「精神障害を

もつ人への支援」について復習の予定） 

事前学習 教科書 pp.9～14を読んでくる。 

事後学習 
WHO勧告と行動指針、日本の精神科医療の現状

と課題について理解を深める。 

第４回 

「精神科リハビリテーションの理念と意義」 セルフヘ

ルプ活動、エンパワメント、リカバリー。（統合失調症

について理解が足りない場合には「統合失調症の症状、

経過、治療の原則」について復習の予定） 

事前学習 教科書 pp.15～16を読んでくる。 

事後学習 
エンパワメント、リカバリーの用語を自分の言

葉で説明できるか点検する。 

第５回 

「精神科リハビリテーションの基本原則」包括的アプロ

ーチ、本人参加や自己決定権の尊重、成功体験の活用、

再発予防、個別性の重視、リカバリーへの希望、健全な

依存（日本の精神保健福祉の歴史について理解が足りな

い場合には「精神障害をもつ人々への理解」について復

習の予定」） 

事前学習 教科書 pp.17～20を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第６回 

「精神科リハビリテーションの基本原則」 アンソニ

ー、スレッシュホールズ・プログラム、中川正俊の基本

原則について 

「精神保健福祉士の役割」 

「精神障害の特性と ICF」 

事前学習 
精神科リハビリテーションの基本原則につい

て自分の言葉で説明してみる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第７回 

「精神科リハビリテーションの基本アプローチ」 医学

的・職業的・教育的・社会的・地域リハビリテーション、

リカバリーアプローチ 

事前学習 教科書 pp.32～38を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第８回 

「精神科リハビリテーションサービスの実施機関・施設

と関連事業（その１：グループワーク）」 障害者総合

支援法（旧・障害者自立支援法）に基づく障害者福祉サ

ービス等の概要について、13程度のグループに分かれて

グループ別に記載する。 

事前学習 教科書 pp.39～73を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。 

グループ発表の準備。 

第９回 

「精神科リハビリテーションサービスの実施機関・施設

と関連事業（その２：発表）」 障害者総合支援法（旧・

障害者自立支援法）に基づく障害者福祉サービス等の概

要について、グループ別に発表する。 

事前学習 第８回の配布プリントを読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第１０回 

「精神科リハビリテーションの応用」 高次脳機能障害

のリハビリテーションについて学習する。エンパワメン

ト、リカバリー概念について復習する。 

事前学習 高次脳機能障害について調べてくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１１回 
「精神科リハビリテーションのプロセス」（１）アセス

メント、（２）計画、（３）実施、（４）評価 

事前学習 教科書 pp.75～86を読んでくる。 

事後学習 

配布する BPRS、PANSS、LASMI 等の項目と評価

基準をみて、それぞれの尺度の特徴を考えてみ

る。 

第１２回 

「精神科リハビリテーションの展開（その１：グループ

ワーク）」 （１）精神科病院におけるリハビリテーシ

ョン、（２）社会復帰施設におけるリハビリテーション、

（３）社会資源における・地域社会におけるリハビリテ

ーション、について、12程度のグループに分かれてグル

ープ別に記載する。 

事前学習 教科書 pp.86～107を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。 

グループ発表の準備。 

第１３回 

「精神科リハビリテーションの展開（その２：発表）」 

（１）精神科病院におけるリハビリテーション、（２）

社会復帰施設におけるリハビリテーション、（３）社会

資源における・地域社会におけるリハビリテーション、

について、グループ別に発表する。 

事前学習 第１２回の配布プリントを読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第１４回 

「地域精神保健の実際 コミュニテイワーク」 

「アプローチの方法（続き）、疾病の経過、ライフサイ

クルと精神科リハビリテーション」 ライフサイクル、

疾病の側面から、生活の側面から、年代ごとに（20歳代、

30歳代、40歳代、50歳代、60歳代） 

事前学習 教科書 pp.89～90、pp108～114を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１５回 

「作業療法」 作業療法の意義と治療構造、計画とプロ

グラム、回復状態に応じた作業療法の目標、作業活動の

具体的内容、作業療法士の役割  

事前学習 教科書「作業療法」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第１６回 

「集団精神療法」「認知行動療法（生活技能訓練 SST）」 

精神科リハビリテーションにおける生活技能訓練の意

義、生活技能訓練の実際、グループで行なうことの意義、

ソーシャルワークと生活技能訓練 

事前学習 教科書「集団精神療法」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 



 

 

第１７回 第１～１６回、これまでのまとめ 

事前学習 第１～１６回の配布プリントを確認する。 

事後学習 
第１～１６回の内容を自分の言葉で説明して

みる。 

第１８回 

「集団精神療法（グループワークを含む）、レクリエー

ション療法」 集団精神療法のリハビリテーションに対

する効果、集団精神療法の目的と構造設定の重要性、治

療共同体、薬物乱用防止対策、依存症者の自助グループ

活動について  「行動療法」  

事前学習 
教科書「集団精神療法」「レクリエーション療

法」 「行動療法」の章を読んでくる。 

事後学習 
配布プリントの復習。身近なグループ活動の意

義と効果について考えてみる。 

第１９回 

「チームアプローチ」について ACTの例をもとに学習す

る  チームアプローチ、アウトリーチ、ケアマネジメ

ント、ストレングスモデル）について学習する 

事前学習 

教科書にて、チームアプローチ、アウトリーチ、

ケアマネジメント、ストレングスモデルについ

て説明しているページをさがす。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２０回 

「家族教育プログラム」心理教育とは、精神障害と家族、

感情表出（EE）の測定と尺度、家族教育プログラムに求

められるもの 

事前学習 教科書「家族教育プログラム」の章を読んでくる。 

事後学習 
配布した家族教育資料を次々回 22 回目にグル

ープ順に発表する準備をする。 

第２１回 

「最近の精神科リハビリテーションの話題」 

新たな医療計画における 5疾病 5事業の一つとしての精

神疾患、認知症関連事項 

事前学習 
精神保健学、精神疾患とその治療・精神医学の

テキストを復習する。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２２回 

「退院プログラム、精神科訪問看護、地域移行支援」 

「家族教育プログラム」心理教育（原因と経過）につい

てグループ順に発表 

事前学習 
教科書「退院プログラム」「精神科訪問看護」 

の章を読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第２３回 
「精神科リハビリテーションサービス」 デイケアおよ

びナイトケアの実際 

事前学習 
教科書「精神科リハビリテーションサービス」

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２４回 

「居住支援」 

「家族教育プログラム」心理教育（治療）についてグル

ープ順に発表 

事前学習 教科書「居住支援」の章を読んでくる。 

事後学習 
他のグループが発表したことを、配布プリント

を見ながら確認する。 

第２５回 

「地域生活支援と居宅支援」 地域生活支援センターの

活動・役割・機能、地域生活支援センター・居宅生活支

援事業と精神保健福祉士の役割 

「就労支援」就労の意義と援助活動、障害者雇用率制度、

職業リハビリテーションの実施体制、さまざまな就労支

援の施策と今後の課題 

事前学習 
教科書「地域生活支援と居宅支援」「就労支援」

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２６回 

「地域を基盤にしたリハビリテーション」 

「ケアマネジメント」 

「アウトリーチサービス」  

事前学習 
教科書「地域を基盤にしたリハビリテーショ

ン」の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２７回  第１～２６回、これまでのまとめ 

事前学習 第１８～２６回の配布プリントを確認する。 

事後学習 
第１８～２６回の内容を自分の言葉で説明し

てみる。 

第２８回 

「仲間による地域生活支援」セルフヘルプ・グループと

ピアサポート、プロシューマー 

（当事者活動の歩み、当事者活動と精神保健福祉士の役

割）ボランテイアの育成と活用  

「精神保健福祉白書 2019/2020年版より最近の精神科リ

ハビリテーションのトピック 

事前学習 

教科書「仲間による地域生活支援」セルフヘル

プ・グループとピアサポート、プロシューマー

の章を読んでくる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第２９回 
「世界の精神科医療サービス」 

「東京都の精神保健医療福祉とリハビリテーション」 

事前学習 

インターネットで、自分の住んでいる地域の精

神保健センター、精神医療センターの情報、広

報活動を調べてみる。 

事後学習 配布プリントの復習。 

第３０回 精神科リハビリテーションのこれから（まとめ） 

事前学習 今までの配布プリントに目を通してくる。 

事後学習 
自分の言葉で精神科リハビリテーションの概

念、構成について説明してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健学 （4 単位） 

３．科目番号 

SCMP1158 

SPMP2433 

PSMP2433 ２．授業担当教員 大櫛 重光 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健の基本的視点や基礎知識を学び、現代における精神保健の意義や課題を考える。また、乳幼児から

老年期までのそれぞれのライフステージにおける精神保健、及び精神保健における個別課題、例えば精神障

害者対策・アルコール・薬物乱用問題・ターミナルケア等への取り組みについても検討していく。さらに、

地域精神保健対策や精神保健制度・行政についても学習する。 

８．学習目標 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解する。 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健福祉士の役割について理解する。 

３、精神保健を維持、増進するために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解する。 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前にグループまたは個人で決められたテーマについて調べ、授業内で発表する。発表を行うテーマについ

ては授業内で打ち合わせを行う。レポート課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編 

『精神保健福祉士養成セミナー２ 第 6版 精神保健学－精神保健の課題と支援』、へるす出版。 

【参考書】 

 精神保健医療福祉白書 ２０１８－２０１９ 精神保健医療福祉白書編集委員会=編集 中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解しているかどうか 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健士の役割について理解している

かどうか 

３、精神保健を維持、増進してするために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解し

ているかどうか 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解しているかどうか 

○評定の方法 

学習目標１，２についてはレポート課題を課しで評価する（２０％） 

学習目標１，２、３，４は期末試験を実施して評価する。（６０％） 

授業態度：２０％（遅刻・早退を含む） 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は精神保健福祉士国家試験を受験する学生にとって必修科目であり、かつ出題科目です。国家試験

の際には、この科目で０点を取ると合計点に係わらず不合格となりますので、しっかりと勉強してください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業概要について 

事前学習 シラバス、教科書の通読。 

事後学習 精神保健学とは何かについて調べる。 

第２回 
第 1章 精神保健に関する基本的理
解 

事前学習 教科書「精神保健とは」を読み、精神保健学の概要について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

第３回 

第 2章ライフサイクルにおける精神

保健 

（乳幼児期における精神保健） 

事前学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）に関するキーワードについて理解を深め
る。 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（学童期における精神保健） 

事前学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）について調べる。 

事後学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第５回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（思春期における精神保健） 

事前学習 
教科書「思春期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（思春期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第６回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（青年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 



 

 

 

第７回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（成人期における精神保健） 

事前学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）について調べる。 

事後学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第８回 
ライフサイクルにおける精神保健 
（老年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第９回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（まとめ） 

事前学習 
乳幼児から老年期に至るライフサイクルにおける精神保健の特徴
をまとめること。 

事後学習 授業で行ったまとめを振り返りポイントを覚えること。 

第１０回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（まとめ） 

事前学習 これまで学んだことを復習し、ポイントをまとめること。 

事後学習 授業で学んだ第２章までのポイントを覚えること。 

第１１回 

第 3章 精神保健における個別課題

への取組み 

（精神障害対策） 

事前学習 教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策について調べる。 

事後学習 
教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策に関するキーワー
ドについて理解を深める。 

第１２回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（認知症対策） 

事前学習 教科書「認知症対策」を読み、認知症対策について調べる。 

事後学習 
教科書「認知症対策」を読み、認知症対策に関するキーワードにつ
いて理解を深める。 

第１３回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（アルコール関連問題対策１） 

事前学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策について調べる。 

事後学習 

教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対

策に関するキーワードについて理解を深めるとともに、アルコール
依存症が病気であることを理解する。 

第１４回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（アルコール関連問題対策２） 

事前学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策について調べる。 

事後学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策に関するキーワードについて理解を深めるとともに、アルコール
依存症者への相談援助の方法を整理する。 

第１５回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策１） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調

べる。 

事後学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ

ーワードについて理解を深める。 

第１６回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策２） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調
べる。 

事後学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ
ーワードについて理解を深めるとともに、依存症全般の相談援助方

法を整理する。 

第１７回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（思春期精神保健対策） 

事前学習 
教科書「思春期精神保健対策」を読み、思春期精神保健対策につい
て調べる。 

事後学習 
教科書「思春期精神保健対策」読み、思春期精神保健対策に関する
キーワードについて理解を深める。 

第１８回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（地域精神保健対策） 

事前学習 
教科書「地域精神保健対策」を読み、「こころの健康づくり」の動
向について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「地域における相談援助機関」に関する役割につ
いて理解を深める。 

第１９回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（司法精神保健福祉対策） 

事前学習 
教科書「司法精神保健福祉対策」を読み、司法精神保健福祉対策に

ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「医療観察法の流れと対象者」について理解を深

める。 

第２０回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（緩和ケアと精神保健） 

事前学習 
教科書「緩和ケアと精神保健」を読み、緩和ケアと精神保健につい
て調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「キュウーブラ＝ロスの５段階説」について理解
を深める。 

第２１回 
第 4章 精神保健活動の実際 

（家庭における精神保健） 

事前学習 
教科書「家庭における精神保健」を読み、家庭における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、家庭における精神保健に関するキーワードについ
て理解を深める。 

第２２回 
精神保健活動の実際 

（学校における精神保健） 

事前学習 
教科書「学校における精神保健」を読み、学校における精神保健に

ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、いじめ問題、不登校問題の定義と実際について理

解を深める。 

第２３回 
精神保健活動の実際 

（職場における精神保健） 

事前学習 
教科書「職場における精神保健」を読み、職場における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
労働安全法における精神保健の仕組みと手順について理解を深め
る。 



 

 

第２４回 
精神保健活動の実際 

（地域における精神保健） 

事前学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健の
仕組みを理解する。 

事後学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健に

関する政策、精神保健活動の発展の経緯について理解を深める。 

第２５回 

第 5章 地域精神保健の現状と課題 

（地域保健・地域精神保健に係る関
係法規・関係施策）１ 

事前学習 

教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読

み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ
いて調べる。 

事後学習 

教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読

み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体
の責務、法の概要について理解を深める。 

第２６回 

地域精神保健の現状と課題 

（地域保健・地域精神保健に係る関

係法規・関係施策）２ 

事前学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ
いて調べる。 

事後学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体
の責務、法の概要について理解を深める。 

第２７回 
地域精神保健の現状と課題 

（精神保健福祉に関する調査研究） 

事前学習 
教科書「精神保健福祉に関する調査研究」を読み、調査研究の方法
を理解する。 

事後学習 
授業を振り返り、量的研究・質的研究のちがいと、それぞれの分析
方法を理解する。 

第２８回 
第 6章 メンタルヘルスと精神保健
福祉士の役割 

事前学習 
教科書「メンタルヘルスと精神保健福祉士の役割」を読み、メンタ
ルヘルスと精神保健福祉士の役割について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、精神保健福祉士が我が国の国民の心の健康問題に

果たしている役割を考察する。 

第２９回 
第 7章 精神保健にかかわる専門職
種の役割と連携 

事前学習 

教科書「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携」「世界の精神

保健」を読み、精神保健にかかわる専門職種の役割と連携について
調べる。 

事後学習 

授業を振り返り、各々の専門職の資格取得方法、業務、活動領域に

ついて理解するとともに、連携の重要さと連携のポイントを理解す
る。また世界の精神保健に関する現状について理解を深める。 

第３０回 第 8章 世界の精神保健・授業評価 

事前学習 参考文献等を使用し、世界の精神保健調べる。 

事後学習 
教科書・配布資料等を利用し、世界の精神保健と我が国の精神保健

を比較するとともに、それぞれの国における精神保健を理解する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3168 

２．授業担当教員 森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅰでは、自己覚知やコミュニケーションなど精神保健福祉士として必要な基本的技

術を学習し、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）自己覚知 

２）基本的なコミュニケーション技術の習得 

３）基本的な面接技術の習得 

４）グループダイナミックス活用技術の習得 

５）情報の収集・整理・伝達の技術の習得 

６）課題の発見・分析・解決の技術の習得 

７）記録の技術の習得 

８）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、次に掲げる事柄について実技指導を行う 

 ①地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

 ②地域アセスメント 

 ③地域福祉の計画 

 ④ネットワーキング 

 ⑤社会資源の活用・整備・開発 

 ⑥サービス評価 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談援助に

かかる基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技

術として概念化理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

①相談援助にかかる基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基礎整備と開発の係る具体的な相談事例を体系的に取り上

げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 自己覚知について 

２ 面接技術について 

３ ソーシャルワークの援助過程について 

その他、授業中に振り返りのレポートを課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．面接を中心とした対人援助の基本（姿勢・技術）が理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１．授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２．授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、

真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション 

・精神保健福祉援助演習Ⅰのねらいの解説 

 － 専門職養成における演習の位置づけと目的を理解する 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱで学んだ

内容を振り返る。テキスト〔基礎編〕

序章～第１章「精神保健福祉援助演習

の目的」を熟読する。 

事後学習 
演習において身に付けたいことを書き

だす。 

第２回 

・自己理解を深める（１） 

 －自己覚知について理解する 

 －対人援助職における自己覚知の意義を考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 自己覚知はなぜ必要かまとめる。 



 

 

第３回 

・自己理解を深める（２） 

 －ジェノグラム、エコマップなどマッピング技法を用いて自

己理解につなげる 

 －自分の価値観をみつめ、自分の価値観に基づく他者との関

係性のあり方を考える 

 －自己理解を深めたうえで、他者理解について考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 

授業での実践を通して自分について考

えたことをまとめる。課題１を作成す

る。 

第４回 

・コミュニケーションの理解 

 －コミュニケーションの過程を理解する 

 －言語・非言語コミュニケーションについて理解し、その活

用方法を学ぶ 

－ロールプレイを用いてコミュニケーション技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅰ「基本的

込みにケーション」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第５回 

・クライエントに対する姿勢 

 － 人と人とが話をする際の距離についてロールプレイを通

じて学習する 

 －バイステックの７原則について実際の援助場面を想定して

理解を深める 

事前学習 
バイステックの７原則について復習す

る。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第６回 

・面接における技術：基本的応答技法 

 －単純な反射、言い換え、要約、明確化、感情の反射、開か

れた質問、閉じた質問等面接技術についてロールプレイ等を通

じて習得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅱ「基本的

面接技法」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第７回 
面接における技術：応用 

 －基本的応答技法を用いて事例に基づく面接を実践する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第８回 

情報の収集・整理・伝達の目的、原則、方法を学ぶ 

 －情報収集・整理・伝達の目的、原則、方法を理解する 

 －ロールプレイを用いて情報の収集・整理・伝達の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅳ「情報の

収集・整理・伝達」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第９回 

・課題の発見・分析・解決の技術の習得 

 －課題の発見・分析・解決方法を学ぶ 

 －ロールプレイを用いて課題の発見・分析・解決の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章「課題の発

見と分析」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１０回 

・ソーシャルワークにおける記録について理解し、技術を習得

する 

 －記録の目的と方法を理解する 

 －事例を用いて記録を実践する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅵ「記録の

在り方」を熟読する。 

事後学習 事例を用いて記録する練習を行う。 

第１１回 

・ソーシャルワークの援助過程を理解する 

 －インテーク～終結までの過程とそれぞれの段階における必

要な姿勢、技術を理解する 

 －インテーク場面をロールプレイで実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第 4 章Ⅰ「成長と

変化としての援助過程」Ⅱ「レパート

リーとしての基本的援助方法」を熟読

する。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる。 

第１２回 

・ソーシャルワークの援助過程の実践：アセスメント 

 －アセスメントに必要な視点（ICF,ストレングスモデル）を

理解する 

 － ICF、ストレングスモデルに基づくアセスメントを実践

する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる 

第１３回 

・ソーシャルワーク援助過程の実践：支援計画立案～終結 

 －ニーズを基に支援計画を立案する 

 －モニタリング、終結、アフターケアの意義とその方法を理

解する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１４回 

・グループダイナミクス活用技術を習得する 

 － グループダイナミクス理論を学ぶ 

 － ロールプレイを用いてグループダイナミクス活用技術を

実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第３章Ⅲ「グルー

プワークの活用」第４章ⅡB「グルー

プワーク」を熟読する。ソーシャルワ

ーク演習Ⅱで学んだことを振り返る。 

事後学習 学んだことをまとめる。 

第１５回 

・地域福祉の基盤整備の実践に必要な技術を知る 

 － アウトリーチ、ニーズ把握、地域アセスメント、地域福

祉計画、ネットワーキング、社会資源について理解する 

・演習Ⅰのまとめと演習Ⅱへの課題 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 
演習Ⅰで学んだことを振り返り、身に

付いたことと今後の課題を書きだす。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP4170 

２．授業担当教員 森田 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅲでは、実習体験をソーシャルワーク概念に結びつけながら振り返るとともに、実

践モデル。アプローチを実践的に学び、終了した時点で、実習での体験を踏まえ精神保健福祉相談援助に係

る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実践的な知識と技術として習得することを目的とする 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野にいれつつ、精神障害者の生活や生活上の困難につ

いて把握し、精神保健福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて実

践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養

する。 

そのために、下記のような授業形態により行われる。 

①総合的かつ包括的な相談援助、医療と協働・連携する相談援助に係る具体的な相談援助事例を体系的に取

り上げる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心

とした演習形態により行う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

実習での振り返りを理論的に行っていくため、その都度実習の振り返りを事前にしてくることを課題とする。

課題は後日提出し、評価の対象となる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習の体験と理論を統合して理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健福祉士を目指して学んできた講義科目、演習科目、実習での体験の総まとめとなる授業です。学ん

できたことを結びつけて理解を深められるよう、また就職して働くに際して即戦力となれるよう、積極的な

態度で授業に参加することが期待されます。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・オリエンテーション 

・精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだことの振り返りと演習Ⅲの

ねらいの解説 

事前学習 
精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 演習Ⅲで学びたいことを書きだす。 

第２回 

・自己覚知、ソーシャルワーカーとしてのアイデンティティ 

－当事者との関わり等を通して気付いた自分自身と実習を通し

て身に着けたソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを

振り返る。 

事前学習 

実習体験を通して気づいた自分自身に

ついてまとめる。テキスト〔基礎編〕

第２章Ⅰ「専門職としての価値と倫理」

を熟読する。 

事後学習 
授業でのディスカッション等を通して

の考察をまとめる。 

第３回 

・クライエントに対する姿勢：バイステックの７原則 

－実際の援助場面で学んだバイステックの７原則について振り

返る 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第２章Ⅱ～Ⅳ「相

談援助の対象」～「援助関係の形成」

を熟読する。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第４回 

・社会資源とその活用・調整・開発 

－当事者を支援するうえで、活用した社会資源とその活用方法

についてまとめ、発表する。関わった当事者の方たちに必要な

資源について考えるとともに、資源の調整・開発の方法を考察

する 

事前学習 
実習中活用した社会資源とその活用方

法についてまとめ、発表の準備をする。 

事後学習 発表を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

第５回 

・チームアプローチ（ネットワーキング、アウトリーチ） 

－チームアプローチを用いて支援した事例を振り返る 

 －チームアプローチを行う上で、精神保健福祉士がどのよう

な役割を担っていたかまとめる 

－自分自身が担った役割を振り返り、自己の課題を認識する 

事前学習 
実習中のチームアプローチの事例を記

入する。 

事後学習 授業を通して学んだことをまとめる。 

第６回 
ケースワーク（１）：ケースの振り返り 

―自分がかかわったケースを振り返る 

事前学習 
実習中記入したソーシャルワークケー

ス記録を見返す。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第７回 

ケースワーク（２）：ケースの振り返り、発表① 

―出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニン

グ、支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者

の方との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第８回 

ケースワーク（３）ケースの振り返り、発表② 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第９回 

ケースワーク（４）ケースの振り返り、発表③ 

出会いの場面、情報収集の方法、アセスメント、プランニング、

支援の実施等ソーシャルワークの展開過程に沿って当事者の方

との関わりを振り返る 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１０回 

ケースワーク（５）：ケースの振り返り、まとめ 

実習中の自身が行ったケースワークを振り返り、学んだことを

ソーシャルワークの価値、技術に結びつけてまとめる 

事前学習 学んだことを書きだす。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１１回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（１） 

－ソーシャルワークアプローチについて復習する 

（ICF、バイオ・サイコ・ソーシャルモデル、ストレングスモ

デル。解決志向アプローチなど 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する。 

第１２回 

ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（２） 

ーソーシャルワークアプローチについて復習する 

（行動変容アプローチ、危機介入アプローチ、エンパワメント

アプローチ、リカバリーなど） 

事前学習 
ソーシャルワークモデル、アプローチ

を復習する。 

事後学習 
実習中の体験とソーシャルワークモデ

ル、アプローチを結びつけて考察する 

第１３回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（３） 

実習の事例報告① 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１４回 
ソーシャルワークモデル、アプローチと実践の統合（４） 

実習の事例報告② 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 授業を通しての考察をまとめる。 

第１５回 
まとめ 

－精神保健福祉援助演習Ⅲで学んだことを振り返る 

事前学習 授業で学んだことを振り返る。 

事後学習 

精神保健福祉援助演習Ⅲで身に着けた

ことをまとめる。ワーカーとしての自

身のストレングス・課題をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2183 

２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実

習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他の

講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践が

できる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２ 自己の実習に対する動機、目標 
３ 配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に問

題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、
2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 
１．実習に向けての基礎知識が確認できている。 

２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 
３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 

１．授業中に課されるレポート 40％ 
２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての学
習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説
明 
・実習の流れの理解と実習に関する基本的ルールの確認（「実習の手引

き使用」） 

事前学習 
精神保健福祉援助実習指導の教
科書を購入する 

事後学習 

実習の手引きの実習の流れを再
確認し、実習の時期、日程等理解

する 

第２回 

・専門職養成における実習の意義を理解する 

：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習
で何を学ぶべきなのか理解を深める 
・専門職としての記録の意義を復習し、実習中の記録の書き方を学ぶ 

：以後実習記録の練習を授業内で行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉援
助実習の意義と特徴」・第２章「実

習の学習内容と基本的な流れ」を
熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己に
とっての実習に行く意義につい
て学習ノートにまとめる 

第３回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 
：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自

己の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明でき
るように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取得
動機について考える。自己の実習
の動機を学習ノートにまとめる 



 

 

第４回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 
：実習コンピテンス確認テストについての説明 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上
の困難について理解する 

：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱
える困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ「事前学習の意
義と目的」を熟読する 
精神保健福祉の歴史、精神科医療

の現状についてレポートにまと
める 

事後学習 
精神障害者のおかれている現状
について考えたことをまとめる 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 

・精神疾患の理解 
：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 

・精神保健福祉に関する制度の理解 
：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレポ

ートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足りな

かった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 
・精神保健福祉に関する技術の理解 
：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして必要にな

る基礎的技術について確認 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 
・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 

：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレポ
ートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足りな

かった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 
：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 

：実習先を理解する意義と理解すべき内容を把握 
※第７回～第 10回において、可能な場合は、外部機関の見学や外部講
師を招いての授業を実施し、実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第 8章「実習施設・機関
の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認す

る 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 医療機関 

〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施
設／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第 9章Ⅰ「精神科病院」、

Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ「精神保
健医療福祉における多職種連携
とチームアプローチの実際」を熟

読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 
〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支
援 A型／就労継続支援 B型／就労移行支援事業所〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第９章Ⅲ「障害福祉サー
ビス事業所」を熟読する 

テキスト第９章Ⅶ「地域社会の中
の実習施設・機関とアウトリー
チ、地域ネットワーク、社会資源

の活用・調整・開発」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 行政 
〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 

：実習施設・機関の理解に対するまとめ 
・実習コンピテンス（自己覚知を深める） 
：セルフアセスメントの実施 

事前学習 グループで発表の準備をする 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１１回 

・実習先の配属 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標

を明文化する） 

事前学習 
実習施設についてまとめた内容
を振り返る 

事後学習 個人調書作成 

第１２回 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 

：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標

を明文化する） 

事前学習 
配属先についてホームページ等

を用いて情報を収集する 

事後学習 個人調書の書き直し、清書 

第１３回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 

：実習施設の概要をまとめる 
・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

配属先についてさらに情報を収
集する 

テキスト第 3 章ⅤA「見学実習・
現場体験学習」第５章「配属実習」
を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまとめ
る 

第１４回 

・配属先実習施設・機関に関する理解 

：実習施設の概要をまとめる 
・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 

実習施設の概要をまとめる 
見学実習で確認したいことを書
き出す 

事後学習 

見学実習の注意事項を振り返る 
実習先に見学実習の確認、挨拶の

連絡をする 

第１５回 

・事前訪問の総括 
・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
見学実習報告書を作成する 
見学実習に対するお礼状を書く 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰで
学んだことを振り返る 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 



 

 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

実習配属に関する 
個別面談実施 

10月下旬ごろ
から 

第 2回～第 3回あたり 

施設実習配属発表 12月 第 8回～第 9回あたり＊個人調書の作成 

セルフアセスメント第１回の実施  授業後半で実施 

「実習施設・機関の調査」 
レポート提出 

1月 配属先発表後 

実習コンピテンス確認テストⅠの
問題配布 

1月 
第１５回目の授業 

（春休み中に予習する） 

事前訪問第１回目の実施 ２月 学生各自日程調整して実施 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ（編入生） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3184 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実
習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 
精神保健福祉援助実習指導Ⅱは、ソーシャルワーク基礎実習に向けての具体的な準備、事後学習、精神保
健福祉援助実習第一段階の準備を行い、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
１）実習コンピテンステストを実施し、実習に必要な基礎的知識の定着を図る。 
２）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 
３）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 
４）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 
５）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 
６）スーパービジョンについて理解し、適切なスーパービジョンを受ける準備をする。 
７）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 
８）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 
９）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術に

ついて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１．実習コンピテンス確認テストⅠ・Ⅱ（合格点に達するまで再テストを行う） 
２．配属された実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000～4000字） 
３．実習施設の概要、実習プログラム（案）の作成 

＊予習課題や探求的な課題を積極的に取り組み、主体的、対話型の学習によって理解を確かにすると共に
問題解決力を培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『新版精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出
版、（この教科書は「精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」共通）2017。 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 
【参考書】 

精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 ２０１７年版』中央法規。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．実習に向けて必要になる事前知識が身についている。 
２．実習に必要な書類の準備ができる。 
３．実習事後に実習での学びを言語化できる。 

○評定の方法 
１．実習コンピテンス確認テスト 20％ 
２．実習に伴う提出物 30％ 

３．実習事後の振り返りのための課題 20％ 
４．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての

学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰの振り返りと確認 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 
：実習までの流れの確認 

事前学習 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰで学んだことを振
り返る 
実習コンピテンス確認テストの実施に向けて自

己学習を行う 

事後学習 
実習に向けての課題を書きだし、実習までに解消

する方法を考える 

第２回 

・実習記録の理解 
：実習記録の意義・書き方を理解する 
：実習記録の取り扱い等に関する説明 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 日々の出来事を選択し、実習記録に記入する 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践 

：実習場面において必要となる精神保健福祉士として
の技術を学ぶ 
・実習記録の理解② 

：実習記録の書き方演習 

事前学習 
精神保健福祉士として必要な技術について復習

する 

事後学習 
授業で学んだことをまとめる 
実習までにやるべき自分の課題を書き出す 



 

 

第４回 

・ケースワーク記録の理解 
：個別援助実践の意義を理解する 
：ケース記録の意義を理解する 

：ケース記録の全体を把握する 

事前学習 
『学習の手引き』のケースワーク記録見本に目を
通す 

事後学習 
実習において個別援助を実践する意味について

まとめる 

第５回 

・ケースワーク記録の理解 
：アセスメントについて 

：ジェノグラムとエコマップについて 
：事例を用いてケース記録書き方演習 

事前学習 アセスメントとは何か調べる 

事後学習 

自分に対するジェノグラムとエコマップを作成
する 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録

に記入する 

第６回 

・ケースワーク記録の理解 

：プランニング・インターベンションと評価について 
：事例を用いてケース記録書き方演習 

事前学習 プランニングとは何か調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録
に記入する 

第７回 
・ケースワーク記録の理解 
：事例を用いたケースワーク演習① 

事前学習 
あらかじめ配布された事例を読み、わからない用
語を調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録
に記入する 

第８回 
・ケースワーク記録の理解 
：事例を用いたケースワーク演習② 

事前学習 
あらかじめ配布された事例を読み、わからない用

語を調べる 

事後学習 
授業で学んだことを活かして、ケースワーク記録

に記入する 

第９回 

・実習プログラミングシートの理解 
・個人情報の保護 
：個人情報保護法、精神保健福祉士法、倫理綱領など

専門職における秘密保持義務を理解する 

事前学習 
実習の手引きにある実習プログラミングシート
に目を通す 

事後学習 

実習において秘密を保持する必要性やそれが困
難となる場面などを想定しどのように対応すべ

きか、考察を深める 

第１０回 

・それぞれの実習における課題を理解する 

：実習の手引きに書かれた内容を理解するとともに、
自己の実習課題を再確認する 

事前学習 
『実習の手引き』のそれぞれの実習の目的に目を
通す 

事後学習 実習で何を学びたいか学習ノートに書き出す 

第１１回 

・実習配属先について理解を深める 

：配属先実習施設に関する情報収集 
：施設の概要、実習計画の作成について理解する 

事前学習 
『学習の手引き』の実習施設の概要、実習プログ

ラム（案）見本に目を通す 

事後学習 
配属先実習施設についてホームページ等を利用

して情報を収集する 

第１２回 

・実習施設の概要、実習プログラム（案）の作成 

：自己の実習の意義、目的を再確認する 
：実習施設の概要、実習プログラム（案）の記入と添
削・確認 

事前学習 
実習施設の概要、実習プログラム（案）を作成す
る 

事後学習 
施設の概要、実習計画について、添削された箇所
を再度修正する 

第１３回 

・スーパービジョンと巡回指導の理解 
：スーパービジョンについて理解する 
：巡回指導の目的と内容を理解する 

・実習計画の完成 
：スーパーバイザーとの協議に関する説明と確認 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 
実習巡回教員への挨拶用紙の記入をし、各自実習
巡回教員に挨拶に行く 

第１４回 

・事前訪問に向けた準備 
：事前訪問の目的と意義の確認 

：実習計画においてスーパーバイザーと協議したい点
の確認 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 
見学実習の目的と意義をまとめる 

見学実習の日程調整を各自行う 

第１５回 

・学習のまとめ 
・実習における契約構造の説明と実習生の義務、権利

について確認 
・SW基礎実習／精神保健福祉援助実習第一段階に向け
て最終確認 

事前学習 施設実習までの課題を書きだす 

事後学習 
実習記録への記名等実習に向けての最終的な準
備を行う 

 

 

実習及び実習コンピテンス関係の流れ ※編入生の状況により異なる 

実習コンピテンス確認テストⅠ・Ⅱの実施 授業初期～中盤 

ソーシャルワーク基礎実習 配属先決定 10～11月頃 

実習施設・機関の概要レポート作成 配属先決定後 

セルフアセスメントシートの実施 授業初期～中盤 

ソーシャルワーク基礎実習事前訪問 授業終盤 

ソーシャルワーク基礎実習 春休み期間 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（C） （2 単位） 

３．科目番号 SCMP3185 

２．授業担当教員 藤島 薫・森田 和美 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実習

事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲは、精神保健福祉援助実習第一段階の帰校指導の役割りも兼ね、実習の振り返 

りを行い、実習における学びを深める。また、精神保健福祉援助実習第指導Ⅱに向けての準備、事後学習も

行い、終了した時点で次のことを達成していることが期待される。 

１）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

２）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 

３）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 

４）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

５）実習中に行う事例について検討し、支援計画の立案を実践的に理解する 

６）実習中の利用者との関わりを振り返り、自己覚知を深める 

７）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 

８）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことができ

る能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第1回目に、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１．実習体験における事例  

２．第一段階実習の進捗状況（帰校指導報告書の作成２回） 

３．第一段階実習の総括レポート（実習報告書） 

４．第二段階実習の総括レポート（実習報告書） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新版精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『新版精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．２種の実習の振り返りから学びと課題を整理、言語化できる。 

２．実習に際して必要な提出物（帰校指導記録その他）を期限を守り提出できる。 

３．実習に向けての準備を行える。 

○評定の方法 

１．授業時の提出物 20％ 

２．レポート（実習総括レポート）50％ 

３．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、実習と連動して精神保健福祉士としての実践力の向上に焦点を置いて授業を進める。学生の

積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 別途、連絡する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・本講義内容、進め方の説明 

・援助実習開始に向けて 

：援助実習の目的、課題を再度確認する 

：実習プログラムの確認 

事前学習 
精神保健福祉援助実習第一段階に必要な事柄

を整える 

事後学習 
実習の手引き「精神保健福祉援助実習第一段

階」の項目を熟読し、理解を深める 

第２回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：ケース記録の意義を理解する 

：ケース記録の全体を把握する 

事前学習 実習において課題を抱えている点を書きだす 

事後学習 
『学習の手引き』にあるソーシャルワークケー

ス記録に目を通す 



 

 

第３回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：アセスメントについて 

：ジェノグラムとエコマップについて 

事前学習 実習において課題を抱えている点を書きだす 

事後学習 
実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入する 

第４回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

：帰校指導記録の作成 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：プランニング・インターベンションと評価について 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

帰校指導記録用紙に実習の進捗状況を記入す

る 

事後学習 

実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入し、アセスメ

ントのうえ、支援計画について考える 

帰校指導記録用紙のまとめを記入する 

第５回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の理解 

：インターベンションと評価について 

・社会福祉専門職についての理解 

：実習施設・機関で行われる各種手続きについてまと

める 

：実習施設・機関で行われる相談援助業務についてま

とめる 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

実習中必要となった制度や相談援助業務につ

いてまとめる 

事後学習 

実習で担当しているケースについて収集した

情報をケースワークシートに記入し、アセスメ

ントのうえ、支援計画について考える 

授業を通して、制度や相談援助業務について確

認した事項を追記する 

第６回 

・実習の振り返り 

：実習実施上の問題点等について検討 

：帰校指導記録の作成 

・連携についての理解 

実習施設・機関と社会資源、関係機関との連携につい

てまとめる 

事前学習 

実習において課題を抱えている点を書きだす 

実習中連携をした機関やそれぞれの役割につ

いて気づいた点を書きだす 

帰校指導記録用紙に実習の進捗状況を記入す

る 

事後学習 
授業を通して学んだ点をまとめる 

帰校指導記録用紙のまとめを記入する 

第７回 

・事例検討について 

：事例検討の意義と方法を理解する 

・実践事例の報告と検討 

：担当している事例についての報告と意見交換 

事前学習 体験している事例について報告の準備をする 

事後学習 
報告された事例について学びとなった点をま

とめる 

第８回 

・実践事例の報告と検討 

：担当している事例についての報告と意見交換 

・実習の振り返り 

：実習総括レポート（実習報告書）の作成について説

明 

・実習のまとめに向けて 

：基礎実習から援助実習を通して、学んだことと課題

を振り返る 

：実習終了に向けて必要事項の確認（記録の提出等） 

事前学習 

体験している事例について報告の準備をする。

テキスト第 6 章Ⅲ「課題の整理と総括レポー

ト」Ⅳ「実習報告会および実習報告集」を熟読

する 

事後学習 
実習終了に向けて必要なことを確認する 

実習総括レポートの準備をする 

第９回 

・実習の振り返り 

：実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行

う 

：ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深

める（自己の価値観が実習中利用者とのかかわりにお

いてどのように反映したか考えをまとめる） 

・第二段階実習に向けての準備 

：個人調書の準備 

：配属先に関する情報収集  

事前学習 実習テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 

実習総括レポートを作成する 

第二段階実習先に提出する個人調書を作成す

る 

第１０回 

・第二段階実習に向けての準備 

：第二段階実習における実習課題の説明 

：実習施設概要の作成 

：実習プログラム（案）の作成  

事前学習 

実習の手引き「第二段階実習」について目を通

す 

第一段階実習を振り返り、第二段階実習に向け

ての自己の課題を明確にする 

事後学習 実習施設概要、実習プログラム（案）の作成 

第１１回 

・第二段階実習に向けての準備 

：実習施設概要、実習プログラム（案）完成  

・事前訪問に向けた準備 

：事前訪問の目的と意義の再確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の再確認 

：スーパーバイザーと協議したい事柄を明確にする 

事前学習 実習施設概要、実習プログラム（案）の手直し 

事後学習 

実習施設の概要の完成 

事前訪問時にスーパーバイザーと協議したい

事柄をまとめる  



 

 

第１２回 

・事前訪問の総括 

：実習計画に関するスーパーバイザーとの協議事項の

確認とそれを踏まえての計画書の完成 

・第二段階実習における最終確認 

：学習のまとめと、第二段階実習に向けての課題整理 

・第二段階に向けた事前学習まとめ 

：精神科医療機関における制度（入院制度、保険制度

等）及びワーカーの役割を確認する 

：社会復帰施設や就労支援に関する制度（障害者総合

支援法、障害者雇用促進法等）、ワーカーの役割を確認

する 

事前学習 

事前訪問報告書を作成する 

精神保健福祉法、障害者総合支援法等必要な事

柄を箇条書きにする 

事後学習 

実習プログラム（案）を完成させる 

実習施設概要、実習プログラム（案）を実習施

設に持参し、指導者と協議する。 

配属先に即した実習中必要となる制度につい

てまとめ、実習に備える 

第１３～

１５回 

※ 第二段階実習の事後学習として、実習終了後実施

します。日程については後日通知します。 

第二段階実習事後学習 

：実習の振り返り 

：実習総括レポート（実習報告書）の作成 

：実習報告 

事前学習 
第二段階実習で学んだことを振り返る 

実習総括レポート及び発表の準備をする 

事後学習 
実習報告を通して、再度自己の実習での学びを

振り返りまとめる 

 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習/実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連 ＊おおよその目安、変動あり 

第一段階実習開始 10月第１週より 第１回の週に開始 

帰校日指導 
10月～12月に 

２回実施 
第４回、第 6回あたりに実施 

第一段階実習終了 12月中旬 第 8回～第 9回あたりで終了 

第二段階実習先決定・発表 12月初旬 第 6回～第 8回あたりで発表 

★実習先「施設概要」下書き提出 １月初め 第 10～第 12回あたり、１月最初の授業で持参する 

セルフアセスメントの実地 １月後半 第二段階実習前に実施 

第二段階実習先事前訪問 2月初め ２月初めの授業補講期間等を利用して学生個別に実施 

第二段階実習事後指導 3月下旬 第 13回～第 15回 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
精神保健福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 堀 肇・荒野 多門・河野 等・佐藤 広崇・小西 洋平・崔 允姫 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

 

 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄

与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格するこ
とが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この講義で
はより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を中心に徹

底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着させるととも
に、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を行います。 
また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、そ

の後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 
(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基
礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分野の

問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習の形成
的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は必ず徹底
して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、

事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 
『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 

【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 
『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 

『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【権利擁護と成年後見制度①】【社会理論と社会システ

ム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第４回 【現代社会と福祉①】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【福祉行財政と福祉計画①】【社会保障①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度①】【精神疾患

とその治療①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【精神保健の課題と支援①】【精神保健福祉相談援助の

基盤①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 



 

 

第９回 
【精神保健福祉に関する制度とサービス②】【精神障害

者の生活支援システム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 
【人体の構造と機能及び疾病②】【心理学理論と心理的

支援②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度②】【保健

医療サービス②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 
【権利擁護と成年後見制度②】【社会理論と社会システ

ム②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【現代社会と福祉②】【地域福祉の理論と方法③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【地域福祉の理論と方法④】【福祉行財政と福祉計画

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 
【社会保障②】【低所得者に対する支援と生活保護制度

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【精神疾患とその治療②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 【精神疾患とその治療③】【精神保健の課題と支援②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 
【精神保健福祉相談援助の基盤②】【精神保健福祉の理

論と相談援助の展開③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 【精神保健福祉に関する制度とサービス②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【精神障害者の生活支援システム②】【専門科目復習模

試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う。 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門科目）：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究

１ 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 

2 

第 21 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉論Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2128 

２．授業担当教員 大山 勉 

４．授業形態 講義、課題の発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神障害者の生活支援の意義と特徴及び精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動につい

て理解する。加えて、 職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談

援助活動（その他の日中活動 支援を含む）、 行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について理解

することを目的とする。 

８．学習目標 

以下について理解し、説明できるようになることを求める。 

①  精神障害者の概念について理解する 

②  精神障害者の生活の実際について理解する 

③  精神障害者の生活と人権について理解する 

④  精神障害者の居住支援について理解する 

⑤  精神障害者の就労支援について理解する 

⑥  精神障害者の生活支援システムについて理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

割り当てられた範囲について調査及びディスカッションを行い、レポート等を作成・提出及び発表をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福祉臨床シリーズ編集委員会 編『精神保健福祉士シリーズ 8 精神障害者の生活支援システム <第 3版>』,

弘文堂.  

【参考書】 

必要に応じて授業の中で通知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

精神障害者の生活支援の意義と特徴及び精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動につい

て理解する。加えて、 職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談

援助活動（その他の日中活動 支援を含む）、 行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動についての、

基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題提出・発表、期末試験を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題提出・発表     総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

初回授業で受講ルールの詳細を説明する。したがって受講希望者は必ず第 1回の授業に出席すること。 

精神保健福祉士の倫理・技術等を含むその存在意義は、精神障害のある人たちのためにある。したがって、

倫理・技術が単独で存在することはない。つまり、精神障害のある人たちの生活実態や状況を知り、その支

援を如何に良いものとしていくかという志向が必要となる。本講義は精神障害のある人たちのおかれた、お

かれている状況を理解することから始める。そして受講生諸君が「精神障害がある人たちへの支援が如何に

あるべきか」を考える起点としていただきたい。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業概要について 

事前学習 シラバス、教科書の通読 

事後学習 精神保健福祉とは何かについて調べてくる 

第２回 

精神障碍者の生活支援とは何か 

 ・精神障害とは 

 ・障害の概念 

 ・生活支援の意味を考える 

 ・地域生活支援活動の経過と現状 

  ・今後の課題 

事前学習 
教科書 pp.2～13を読み、精神障碍者の生活支援について

調べる。 

事後学習 
教科書 pp.2～13を読み、精神障碍者の生活支援に関する

国試過去問を解いて理解を深める。 

第３回 
精神障害者の基本的理解―１ 

 ・精神障害者の定義と特性 

事前学習 
教科書 pp.16～20 を読み、精神障害者の定義と特性の主

な内容について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.16～20 を読み、精神障害者の定義と特性に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第４回 

精神障害者の基本的理解―２ 

 ・人間存在としての精神障害者 

 ・生活者としての精神障害者 

事前学習 
教科書 pp.20～29 を読み、生活者としての精神障害者に

ついて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.20～29を読み、生活者としての精神障害者（事

例問題等）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第５回 

精神障害者の生活 

 ・精神障害者の生活実態 

 ・生活状況の事例 

 ・精神障害者と家族の関係 

事前学習 
教科書 pp.32～52 を読み、精神障害者の生活について調

べる。 

事後学習 
教科書 pp.32～52 を読み、精神障害者の生活（事例問題

等）に関する国試過去問を解いて理解を深める。 



 

 

第６回 

精神障害者の生活と人権―１ 

 ・精神障害のある人の権利をめぐる状況 

 ・地域生活における精神障害者の人権 

事前学習 
教科書 pp.54～65 を読み、精神障害者の生活と人権につ

いて調べる。 

事後学習 

教科書 pp. 54～65を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第７回 

精神障害者の生活と人権―2 

 ・精神保健福祉士に求められる権利擁護の

視点と役割 

 ・精神障害のある人の権利を護るシステム 

事前学習 
教科書 pp.66～78 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.66～78 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の生活と人権）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第８回 

精神障害者の居住支援―１ 

 ・精神障害者にとっての住生活の意味 

 ・居住支援制度の概要 

・居住支援における専門職の役割と機能 

事前学習 
教科書 pp.80～94 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.80～94 を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）に関する国試過去問を解い

て理解を深める。 

第９回 

精神障害者の居住支援―2 

 ・住居支援事例 

 ・住居支援における近年の動向と課題 

 ・住居支援の担い手と連携・協働 

事前学習 
教科書 pp.94～109を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.94～109を読み、精神障害者の生活支援システ

ム（精神障害者の居住支援）に関する国試過去問を解い

て理解を深める。 

第１０回 

精神障害者の就労支援―１ 

 ・精神障害者にとっての就労の意味 

 ・就労支援制度の概要 

 ・就労支援にかかわる専門機関・専門職の

役割と機能 

事前学習 
教科書 pp.112～131 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.112～131 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１１回 

精神障害者の就労支援―2 

 ・就労支援―連携と支援システムづくり 

 ・就労・雇用支援事例 

 ・就労支援における近年の動向と課題 

事前学習 
教科書 pp.131～144 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.131～144 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（精神障害者の就労支援）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１２回 

地域社会における生活支援システム 

 ・地域支援システム構築の意味 

 ・精神障碍者のピア活動 

 ・家族の動向 

 ・地域生活支援事業とは 

 ・医療機関の役割と機能 

 ・行政機関の役割と機能 

 ・相談支援の成り立ち 

 ・生活支援づくりの事例 

 ・ソーシャルサポート・ネットワークの今

後の課題 

事前学習 

教科書 pp.146～198 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（地域社会における生活支援システム）について調

べる。 

事後学習 

教科書 pp.146～198 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（地域社会における生活支援システム）に関する国

試過去問を解いて理解を深める。 

第１３回 

行政における相談援助 

 ・市町村における相談援助の担い手 

 ・市町村における相談援助の事例 

 ・広域行政機関 

 ・広域行政機関における事例 

事前学習 
教科書 pp.200～221 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（行政における相談援助について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.200～221 を読み、精神障害者の生活支援シス

テム（行政における相談援助）に関する国試過去問を解

いて理解を深める。 

第１４回 

精神障害者と現代社会 

 ・あたりまえの生活を目指して 

 ・市民としていきる 

 ・ソーシャルインクルージョンの 

理念と現代社会 

事前学習 
教科書 pp.224～240を読み、社精神障害者と現代社会 

について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.224～240 を読み、精神障害者と現代社会に関

する国試過去問を解いて理解を深める。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直

し、理解不足な点がないか調べる。 

事後学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直

し、理解不足な点がないか確認する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
世界史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1328 

GELA1348 
２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

歴史を学ぶということは過去を記憶することのみにとどまるものではない。それを踏まえ、現在をどのよ

うに生き、さらに未来をどう構築していくのかについて主体的に考えることである。つまり、現存の社会、

経済、政治制度、文化、思想、技術などがどのように形成されてきたのか、それを今後どのようにしていく

のかについて、総体的に捉えることが必要である。各地域の歴史、文化、民族などは共通する部分もあるが、

基本的にはそれぞれが異質な存在であるととらえた方がそれらに対し真摯である。世界史の授業では、様々

な地域の歴史を学ぶことを通して、各地域の文化や民族の特質を理解し、多文化共生社会の実現に向けて必

要となる知識や教養を身に付けることを目的とし、 

受講生の興味・関心のある課題を取り入れながら授業を進めていくことにしたい。 

８．学習目標 

大きな目標は４点である。 

１ 平和を維持するため、戦争を起こさないための強い気持と行動力を形成し、実践に活かすことができる。 

２ 現代にいたる歴史の概要を理解し、説明することができる。 

３ それぞれの地域、文化、民族の特質を理解し、説明することができる。 

４ 多文化が共生するためには相互理解が必要であることを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 各授業において課題を設定し、次回授業時に提出を求める 

2 中間レポート：第6回、第11回授業時にそれまでの内容に応じた課題でレポートの提出を求める 

3 期末レポート：全授業終了後に課題を発表し期末レポートの提出を求める 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

「世界の歴史」編集委員会編「新もういちど読む山川世界史」山川出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

１．世界史に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の５０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：シラバス解説、序論 

事前学習 

今まで学習してきた世界史で疑問に思った

ことを整理しておく。教科書の PP.1～12 を

読んでおく。 

事後学習 
授業での重要ポイントをノートに整理して

おく 

第２回 古代Ⅰ：オリエント、ギリシア・ローマ 

事前学習 
教科書の pp.17～35 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
古代オリエント、ギリシア・ローマの文明が

その後の世界に与えた影響をまとめておく 

第３回 古代Ⅱ：古代中国（商～漢） 

事前学習 
教科書の pp.43～54 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
中国の伝統思想、儒家、法家、道家などにつ

いてその特徴をまとめておく 

第４回 中世Ⅰ：中世東アジア① 三国～宋 

事前学習 
教科書の pp.61～73 を読み、不明な用語等を

調べておく 

事後学習 
魏晋南北朝から宋代に至る政治・社会の変化

をまとめておく 

第５回 中世Ⅱ：中世東アジア② 元～清 

事前学習 教科書 pp.73～88 を読んでおく 

事後学習 
元から清王朝までの変遷と、完成した中華帝

国の特徴をまとめておく 

第６回 
中世Ⅲ：イスラム世界 

中間レポート①提出 

事前学習 
教科書の pp.89～103 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
イスラム世界拡大の概要を整理し、イスラム

教の特徴をまとめておく 

  



 

 

第７回 中世Ⅳ：中世ヨーロッパ：カトリック教会と十字軍 

事前学習 
教科書の pp.104～124 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

中世ヨーロッパにおけるカトリック教会の

意義と十字軍運動の影響についてまとめて

おく 

第８回 近代Ⅰ：大航海時代、ルネサンス 

事前学習 
教科書の pp.129～140 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
大航海時代とルネサンスが残した影響につ

いてまとめておく 

第９回 近代Ⅱ：宗教改革、絶対王政 

事前学習 
教科書の pp.140～158 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

プロテスタント各派とカトリック側の対抗

措置を整理しておく。主要国の絶対王政につ

いてまとめておく 

第１０回 近代Ⅲ：市民革命、産業革命 

事前学習 
教科書の pp.159～193 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

18 世紀～19 世紀の各国の革命の重要点をま

とめておく。産業革命について、その後の政

界に与えた影響を整理しておく 

第１１回 
近代Ⅳ：欧米列強の進出とアジア 

中間レポート②提出 

事前学習 
教科書の pp.194～212 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
オスマン帝国、インド、清朝を中心に欧米列

強の進出の概要をまとめておく 

第１２回 現代Ⅰ：帝国主義と第一次世界大戦 

事前学習 
教科書の pp.217～240 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
アジアの民族運動と第 1次世界大戦について

まとめておく 

第１３回 現代Ⅱ：ベルサイユ体制から第 2 次世界大戦 

事前学習 
教科書の pp.241～268 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 

第 2 次世界大戦の原因と結果についてまと

め、再び繰り返さないためには何が重要か、

自分の考えを整理する 

第１４回 現代Ⅲ：戦後世界 

事前学習 
教科書の pp.269～300 を読み、不明な用語等

を調べておく 

事後学習 
セイン伍の世界構造の構築とその変容につ

いてまとめておく 

第１５回 
現代Ⅳ：21 世紀の世界 

期末レポート提出 

事前学習 
今まで学習した内容を振り返り、世界史学習

の意義について考えておく 

事後学習 
これからの世界の歴史をどう構築していき

たいか、自分の理想をまとめておく 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
総合的な学習の時間の指導法（中等）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2465 

SCMP2465 

SBMP2465 

SPMP2465 

EDTS2311 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義・グループ協議・発表・レポート作成など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

「総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、実
社会・実生活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す」学習
であることを理解し、生徒に指導できるようにするための探究学習に関する基礎的な知識・技能を身に付け

るとともに、学校において編成する指導計画や指導方法のあり方、考え方を習得し、実践できる資質･能力を
身に付けるようにする。 

８．学習目標 

1. 総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

2. 総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付け
る。 

3. 総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題レポート  

①第5回までに学んだ内容に関するレポートを課します。（具体的課題については授業内で示します） 

②課題ごとのレポートを課します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

文部科学省『学習指導要領解説編 総合的な学習の時間』東洋館出版 

【参考書】 

文部科学省「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」教育出版社 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方、指導計画作成の考え方 

指導と評価の考え方などについて、説明できるとともに、実践上の留意点を身に付ける。 

○評定の方法 

各時間の学習記録･レポート ５０％、授業に臨む態度（発言･発表）３０％  演習課題 ２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 総合的な学習の時間は、新学習指導要領の意図が反映されています。総合的な学習の時間を通して、中学

生にどのような資質能力を育成していくか、新しい視点をもって学んでいきましょう。 

13．オフィスアワー  初回授業時に伝えます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテェーション 
・総合的な学習の時間の学習経験を基に、学習からどの
ようなことを学び，身に付けたのか、相互に発表し合い、
総合的な学習の時間の指導における、教員の役割を考え
る。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。過去の｢総合的な学
習の時間｣の学習経験を思い出す。 

事後学習 
総合的な学習の時間の指導における教員の
役割をまとめる。 

第２回 

総合的な学習の時間の意義 
・前時で考えた教員の役割が、総合的な学習の時間の目
的に照らして望ましいものになっているか，資料を調
べ、グループで話し合い、発表し合う。 

事前学習 
今、求められる力について，参考書を基に考
えてくる。 

事後学習 

総合的な学習の時間の指導で、実社会・実生
活の課題をよりよく解決し、自己の生き方を
考えていくための資質・能力の育成を目指す
学習にすることについて，考えをまとめる。 

第３回 

総合的な学習の時間の目標 
・総合的な学習の時間の意義を実現するために、どのよ
うな資質･能力を育成すれば良いのかについて、資料を
調べ、グループで話し合い、考えを発表し合う。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え
方を働かせ、横断的・総合的な学習を行う学
習であることを、参考書を読み、まとめる。 

第４回 

教育課程において果たす役割 
・各教科で身に付けた力を活用して、実社会･実生活の
課題を探究する汎用的な資質･能力を育てる学習として
位置付いているか、資料を基に調べ、どのように学習を
進めればよいのか話し合い、発表し合う。 

事前学習 
各教科で身に付ける見方･考え方と総合的な
時間で身に付ける資質･能力について、学習
指導要領を基に調べておく。 

事後学習 
各教科で身に付けた力を活用して、実社会･
実生活の課題を探究する汎用的な資質･能力
を育てる学習であることまとめる。 

第５回 

総合的な学習の時間で育てる資質･能力 
・総合的な学習の時間は、実生活や実社会の課題を生徒
の探究能力に合わせ、課題解決を図る学習であることを
調べ、探究の学習過程を身に付けさせるための能力や方
策について考え合い、発表する。 

事前学習 
各教科を越えて必要となる基礎的な能力と
は何かについて教科書を読んでおく。 

事後学習 
探究過程で、必要な興味関心、学習意欲、追
究の方法などについて、学習結果を基にまと
める。 

第６回 

各学校が定める総合的な学習の目標 
・各学校の教育課程の目標をどのように実現したら良
いか、教育課程論で学んだカリキュラムマネジメントを
想起させる資料を活用し、総合的な学習にふさわしい目
標設定ができるよう，グループで話し合い、目標作りを
行って、発表し合う。 

事前学習 
学校で総合的な学習の目標や内容を定める
歳の考え方について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
カリキュラムマネジメントの考え方を復習
し、目標設定で話し合われたことについて整
理しておく。 

第７回 

各学校で定める学習内容 
・総合的な学習の時間の内容は、学校の 教育目標･地
域の環境・生徒の実態等を考慮して定める必要があるこ
とを教科書や参考書を調べ、理解するとともに、どのよ
うな内容が生徒の発達について望ましいのか話し合い、
発表する。 

事前学習 
総合的な学習としてふさわしい内容につい
て、教科書で扱われている内容について読ん
でおく。 

事後学習 
内容を定める条件を整理するとともに、学習
対象となる内容について教科書や話し合い
を基に，まとめる。 



 

 

第８回 

総合的な学習の時間の学習指導 
・総合的な学習の時間において、どのような学習指導を
行うことが求められているかについて、教科書を調べ、
主体的・対話的で深い学びになるようにするにはどうし
たらよいか話し合い、意見をまとめて発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の学習指導について、教
科書を読んでおく。 

事後学習 
総合的な学習の時間の学習指導に必要な条
件を整理し、主体的・対話的で深い学びにす
るための話し合いの結果をまとめる。 

第９回 

総合的な学習の時間の評価 
・教科書「探究学習の指導のポイント」をもとに、学習
の成果の取り上げ方をしらべ、目標に準拠した評価規準
をどのように考えるかを話し合い、発表し合う。 

事前学習 
総合的な学習の時間の評価の在り方につい
て，教科書を読んでおく。 

事後学習 

探究学習の指導のポイントの中に評価の観
点があることに気づき、目標に準拠した評価
規準が作成できるように、話し合いを基にま
とめる 

第１０回 

総合的な学習の指導計画 
・総合的な学習の時間の指導計画の考え方を調べ、年間
計画、単元計画について教科書を調べ、ポイントを理解
する。 

事前学習 
探総合的な学習の指導計画の作成に向け、作
成の仕方を教科書で学んでおく。 

事後学習 
年間計画、単元計画について教科書を調べ、
わかったことを整理しておく。 

第１１回 

総合的な学習の指導計画の作成 
・総合的な学習の目標･内容を想起させ、内容ごとにグ
ループをつくり、課題追究のための指導計画を協働で作
成する。 

事前学習 
指導計画作成に向けて、参考書をよんで、学
習対象を探しておく。 

事後学習 
自分のグループで追究しようとしている課
題についてまとめておく。 

第１２回 

総合的な学習の時間の学習計画の作成 
・グループのメンバーが考えてきた指導内容について
話し合い、学習展開ができるまでに高め，指導案に構成
する。 

事前学習 
自分のグループで決めた内容を生徒に追究
させるための、教材や教具など、学習過程の
組み立てを行っておく。 

事後学習 
話し合いでまとまった指導の仕方について
各自まとめさせる。 

第１３回 
指導計画の発表と模擬授業 
・各グループで作成した指導計画を発表すると同時に、
生徒に投げかける課題について模擬授業を行う。 

事前学習 
グループの指導計画について、全体の場で発
表できるように資料作成を行う。 

事後学習 各グループの指導計画について、整理する。 

第１４回 

指導計画に見る具体事例について 
・各グループで作成した指導計画を発表すると同時に、
生徒に投げかける課題について模擬授業を行う。 
・各グループが提案した事例を基に，指導計画作成の課
題を話し合う。 

事前学習 
具体事例の取扱について、各人評価してお
く。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びを実現するような
計画の作成であったかについてまとめを行
う。 

第１５回 

総合的な学習の時間の指導のポイント 
・１５回の学習から得られた知見について、目標･内容
の設定、探究活動のポイントなど、視点ごとに振り返り、
この学習のまとめを行う。 

事前学習 学びの過程を振り返っておく。 

事後学習 
「総合的な学習の時間」の学習を通して、学
んだこととこれからの課題についてレポー
トを書く。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
相談援助演習 （2 単位） 

３．科目番号  

２．授業担当教員 西村 彩恵 

４．授業形態 
講義、ゼミナール形式、グループ活動、ディスカッション、演習、

プレゼンテーション 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークの基本的な考え方、理論、目的・原理・原則、構成要素と機能について講義するととも

に、保育士の役割と相談援助の関係、子どもへのケア、関連する技法、相談援助の対象・過程・計画、関係機

関との協働、専門職間の連携、社会資源の活用などについては、グループでの討議とまとめ、発表を経て学

んでいく。身近に迫った実習も考慮して、現場に対応できるスキルも学習できるようにする。 

授業の進め方は、講義を基本にゼミナール方式とグループ活動の形態を導入し、ディスカッション、演習

等を多く取り入れたものにする。 

８．学習目標 

・日本社会の変化に伴い、家族や子どもたちの育ちの状況について理解し、説明することができる。 

・ソーシャルワークの基本的な考え方、視点、体系について理解し、説明することができる。 

・相談援助の目的と原理・原則について理解し、説明することができる。 

・相談援助の構成要素、機能、実践上の役割について理解し、説明することができる。 

・相談援助が求められる背景と目的、家族支援と保育士の役割について理解し、説明することができる。 

・相談援助の視点、関連する援助技術について理解し、説明することができる。 

・相談援助の対象、援助過程、技法等について理解し、活用することができる。 

・その他、相談援助の計画、関連機関との協働、専門職との連携、社会資源の活用などについて理解し、応

用できるセンスを養う。 

相談援助について基本的なことを理解するとともに、社会に出た時に活用できる発想法や分析方法、スピ

ーチ・プレゼンテーションなど具体的手法、スキルを授業の中で身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．グループでの討議又は制作を行い、それを踏まえて考察した課題を作成・提出する(適宜実施予定)。  

２．授業内容について小レポートを作成し、授業内容に対する理解を深める。 

３．授業内容を踏まえて、まとめのレポートを作成する(「自分が考える子ども家庭福祉専門職像と相談援助

について」)。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】倉石哲也・大竹智編著「相談援助」ミネルヴァ書房、2017 

【参考書】田中利則・小野澤昇・大塚良一編著「子どもの生活を支える 相談援助」ミネルヴァ書房、2015 

配布資料はファイリングして、予習・復習の際に各自で活用すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．相談援助の全体像を講義やグループ討議、レポート作成を通して理解し、説明ができるようになる。 

２．ソーシャルワークの考え方、視点、体系と相談援助における個別課題について理解し、説明することが

できる。 

３．発想法や分析法など具体的な手法を活用することができる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加（デスカッション・発表）   総合点の２０％ 

２．日常の学習状況 （小テスト・小レポート・学外調査・提出物） 総合点の３０％ 

３．課題レポート                  総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保育現場では、入所している子どもとその保護者への支援のほかに、地域の子育て家庭への支援を行うこ

とも求められている。保育士をはじめ子ども家庭福祉専門職が子育て家庭への支援を行う際、相談援助の原

理・原則や技術等を理解すると同時に、自分自身の強みや特性を理解することも重要となる。 

本授業では、課題作成のほか、グループディスカッション・発表を適宜行うため、真摯且つ地道に学ぶ姿

勢と主体的な参加が求められる。そのため、グループディスカッション・発表での姿勢も含め授業への貢献

度として加味する。授業を進めるにあたり、下記の 3 つの項目に留意すること。なお、授業の進捗状況・理

解度、受講者数に応じて授業内容等を変更する場合がある。授業に関する相談は、早めに連絡すること。 

１．遅刻・欠席に注意し、やむを得ず欠席する（した）場合は、書面又はメールで教員に届け出ること。遅延

の累積回数が多い場合は、遅延を認めない可能性もある。 

２．レポート等の提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３．私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、不適切な態度、その他授業を妨げる行為は慎むこと。減点の対

象となる。 

13．オフィスアワー 事前にメールでアポイントメントを取って下さい。メールアドレス：sanishim@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

相談援助の意義 

事前学習 

シラバスを通読する。また、教科書 pp.2～11、

pp.21～23 を事前に読み、相談援助の意義に

ついて整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の意義につい

て要約し、自分の考えをまとめる。 

第２回 相談援助の視点と基盤となる理論 

事前学習 

教科書 pp.12～13、pp.37～41 を事前に読み、

相談援助の視点と基盤となる理論について

整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の視点と基盤

となる理論について要約し、自分の考えをま



 

 

とめる。 

第３回 ソーシャルワークの源流と展開 

事前学習 

教科書 pp.13～14、p.21、pp.31～34 を事前

に読み、ソーシャルワークの源流と展開につ

いて整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、ソーシャルワークの源

流と展開について要約し、自分の考えをまと

める。 

第４回 相談援助とソーシャルワーク 

事前学習 
教科書 p.30、pp.34～41 を事前に読み、相談

援助とソーシャルワークについて整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、相談援助とソーシャル

ワークについて要約し、自分の考えをまとめ

る。 

第５回 保育とソーシャルワーク 

事前学習 
教科書 pp.24～29、pp.42～55 を事前に読み、

保育とソーシャルワークについて整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、保育とソーシャルワー

クについて要約し、自分の考えをまとめる。 

第６回 相談援助の対象 

事前学習 
教科書 pp.58～73 を事前に読み、相談援助の

対象について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の対象につい

て要約し、自分の考えをまとめる。 

第７回 相談援助の展開過程 

事前学習 
教科書 pp.74～91 を事前に読み、相談援助の

展開過程について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の展開過程に

ついて要約し、自分の考えをまとめる。 

第８回 相談援助の方法と技術① 

事前学習 

教科書 pp.14～21、pp.92～108 を事前に読

み、相談援助の方法と技術について整理す

る。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の方法と技術

について要約し、自分の考えをまとめる。 

第９回 相談援助の方法と技術② 

事前学習 
教科書 pp.108～115 を事前に読み、相談援助

方法と技術について整理する。 

事後学習 
授業内容をふり返り、相談援助の方法と技術

について要約し、自分の考えをまとめる。 

第１０回 相談援助の計画・記録・評価 

事前学習 
教科書 pp.118～127 を事前に読み、相談援助

の計画・記録・評価について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、相談援助の計画・記録・

評価について要約し、自分の考えをまとめ

る。 

第１１回 関係機関との協働と多様な専門職との連携 

事前学習 

教科書 pp.128～143 を事前に読み、関係機関

との協働と多様な専門職との連携について

整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、関係機関との協働と多

様な専門職との連携について要約し、自分の

考えをまとめる。 

第１２回 社会資源の活用・調整・開発 

事前学習 
教科書 pp.144～154 を事前に読み、社会資源

の活用・調整・開発について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、社会資源の活用・調整・

開発について要約し、自分の考えをまとめ

る。 

第１３回 虐待・ネグレクトへの支援の理解 

事前学習 
教科書 pp.156～168 を事前に読み、虐待・ネ

グレクトへの支援について整理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、虐待・ネグレクトへの

支援について要約し、自分の考えをまとめ

る。 

第１４回 発達に課題のある子ども・保護者への支援の理解 

事前学習 

教科書 pp.169～181 を事前に読み、発達に課

題のある子ども・保護者への支援について整

理する。 

事後学習 

授業内容をふり返り、発達に課題のある子ど

も・保護者への支援について要約し、自分の

考えをまとめる。 

第１５回 全体の総括 

事前学習 
第 1 回～第 14 回までの内容をふり返り、レ

ポートの作成に備える。 

事後学習 

第 15 回を含めた講義内容をふり返り、自分

が考える子ども家庭福祉専門職像と相談援

助について、自分の考えをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP2155 

SCMP2355 

SBMP2155 ２．授業担当教員 熊谷 大輔 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門

職の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義につい
て学ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理
解し説明できる。 
・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

（レポート課題） 

『社会構造の変化及び個人の変化が顕著となる中で社会福祉士に求められる役割は日々変化している。 

このような中で、新たな時代に求められる社会福祉士像について整理したうえで社会福祉士の倫理綱領及

び行動規範における困難性について考察しなさい』（提出期限等については講義内にて通知する） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法
規出版、2015。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.受講態度・参加姿勢 40％（全授業の 3/4以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3回で 1回休みと 

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。 

履修者は社会福祉士になるための知識や技術の習得及び実践に向けた考え方の定着など、社会福祉士及び

社会福祉の専門職になるための基礎的科目であることを理解する。 

履修者には主体的な講義への参加を期待する。なお、これらすべての講義内容については授業の理解度や

進捗状況により学生への配慮を行う。 

13．オフィスアワー 初回講義時に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：授業内容と進め方について 

（シラバス／講義概要／試験及びレポート説明など） 

事前学習 事前にシラバスについて目を通しておく。 

事後学習 説明された内容について整理する。 

第２回 
社会福祉士の役割と意義①：社会福祉士及び介護福祉士

法、社会福祉士の専門性について 

事前学習 教科書の第 1章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門性とは何かについて

個人の見解をまとめておく。 

第３回 
社会福祉士の役割と意義②：現代社会に求められる専門

職像と地域や家庭で起きていること 

事前学習 
新聞、その他資料により、現代の社会生活の

なかで抱える困難についてまとめる。 

事後学習 
講義の中で学んだ福祉的課題を整理した上

で専門職像を考察し、まとめる。 

第４回 
相談援助の定義と構成要素①：ソーシャルワークに係る

定義及び国際的定義について 

事前学習 教科書第 2章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの定義

について整理し、要点をまとめる。 

第５回 
相談援助の定義と構成要素②：ソーシャルワークの構成

要素と各種システムについて 

事前学習 教科書第 2章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ構成要素とシステムにつ

いて整理し、要点をまとめる。 



 

 

第６回 
相談援助の定義と構成要素③：ソーシャルワーカーに求

められるもの（知識／スキル／ものの捉え方／その他） 

事前学習 
「知識」「スキル」「ものの捉え方」の３つに

分けた各グループにて情報収集をする。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職としての技術につ

いて要点をまとめる。 

第７回 
相談援助の形成過程①： 

ソーシャルワークの源流について 

事前学習 教科書の第 3章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの源流

について整理し、要点をまとめる。 

第８回 
相談援助の形成過程②： 

ソーシャルワークの基礎確立期について 

事前学習 教科書の第 3章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの基礎

確立期について整理し、要点をまとめる。 

第９回 
相談援助の形成過程③： 

ソーシャルワークの発展期について 

事前学習 教科書の第 4章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの発展

期について整理し、要点をまとめる。 

第１０回 
相談援助の形成過程④： 

ソーシャルワークの展開期について 

事前学習 教科書の第 4章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだソーシャルワークの展開

期について整理し、要点をまとめる。 

第１１回 
相談援助の形成過程に関するまとめ： 

（ディスカッション） 

事前学習 
事前に与えられた「テーマ」について情報収

集をしておく。 

事後学習 
他者とのディスカッションを通して得たも

のをまとめる。 

第１２回 
相談援助の理念①：自己価値の理解 

（ソーシャルワーク実践と価値） 

事前学習 
現代社会の課題に関する資料を新聞、その他

資料より収集しておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職の価値について要

点をまとめる。 

第１３回 
相談援助の理念②：誰のための権利擁護か 

（ソーシャルワーク実践と権利擁護） 

事前学習 
成年後見制度に関する資料を新聞、その他資

料より収集しておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職が対峙する権利擁

護について要点をまとめる。 

第１４回 
相談援助の理念③：本当の自立支援とは 

（社会的包摂・ノーマライゼーション） 

事前学習 
現代社会における差別に関する資料を新聞、

その他資料より収集しておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職が実践する自立支

援について要点をまとめる。 

第１５回 複数の事例による検討：専門性とものの見方 
事前学習 

事前に与えられた事例について関連する機

関及び職種等について理解を深めておく。 

事後学習 実施した事例検討内容をまとめておく。 

第１６回 これまでの振り返りと中間試験の実施 
事前学習 

第 2 回～第 15 回までの重要な項目について

整理する。 

事後学習 中間試験の内容について振り返る。 

第１７回 
専門職倫理と倫理的ジレンマ①：専門職という枠組み 

（専門職倫理の概念理解／倫理綱領と行動規範の理解） 

事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職倫理について整理
し、要点をまとめる。 

第１８回 
専門職倫理と倫理的ジレンマ②：専門職からの脱出 

（実践における倫理的ジレンマとその判断） 

事前学習 教科書の第 7章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ専門職にみる倫理的ジレ
ンマについて整理し、要点をまとめる。 

第１９回 
総合的かつ包括的な相談援助の全体像①：何をするか 

（現代社会に求められる相談援助とその背景） 

事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助技術について整
理し、要点をまとめる。 

第２０回 
総合的かつ包括的な相談援助の全体像②：何を見るか 

（地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座） 

事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ基本的視座について整理
し、要点をまとめる。 

第２１回 
総合的かつ包括的な相談援助の全体像③：何を知るか 

（ソーシャルワーク事例における支援内容の発表） 

事前学習 教科書の第 8章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で実施した発表内容についてまと
める。 

第２２回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理論①： 

（ケースワーク／グループワーク／コミュニティワーク

／ジェネラリストソーシャルワーク／その他） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助技術の種類につ
いて整理し、要点をまとめる。 

第２３回 
総合的かつ包括的な相談援助を支える理論②： 

（システム思考とエコシステム） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだシステム思考・エコシステ
ムについて整理し、要点をまとめる。 

第２４回 
総合的かつ包括的な相談援助を支える理論③： 

（ストレングス／パースペクティブ／マルチシステム） 

事前学習 教科書の第 9章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ各種理論を整理し、要点を
まとめる。 

第２５回 
相談援助に関連した専門職の概念と範囲①： 

（相談援助専門職の概念） 

事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ相談援助専門職の概念に

ついて考察した上で要点をまとめる。 



 

 

第２６回 
相談援助に関連した専門職の概念と範囲②： 

（相談援助専門職の範囲／諸外国の動向／その他） 

事前学習 教科書の第 10章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ諸外国の動向について整
理し、要点をまとめる。 

第２７回 
総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能①： 

（予防機能／ニーズ対応） 

事前学習 教科書の第 11章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ予防機能・ニーズ対応につ
いて整理し、要点をまとめる。 

第２８回 
総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能②： 

（社会資源の開発と活用） 

事前学習 教科書の第 11章を読み、理解を深めておく。 

事後学習 
講義の中で学んだ社会資源の開発・活用につ
いて整理し、要点をまとめる。 

第２９回 これまでの振り返りと中間試験の実施 
事前学習 

第 17回から第 28回までの重要な項目につい

て整理する。 

事後学習 中間試験内容を振り返る。 

第３０回 
全体のまとめと提案：新たな時代に求められる専門職 

（専門職の考え方／捉え方／実践の仕方／その他） 

事前学習 
新聞やその他資料を参考に今後、求められる

専門職像をイメージしておく。 

事後学習 
今後、求められる専門職像を個人の中で確立

する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2155 

２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

・学習の理解度をみる課題を授業内で複数回行う。 

＊その他授業の進行状況に応じて指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版、2015。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.受講態度・参加姿勢 40％（全授業の 3/4以上の出席が必要）遅刻（10分程度迄）は 3回で 1回休みと 

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

 ソーシャルワークⅠはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論習得の基礎となる
科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作成などへの積極
的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあります。 

13．オフィスアワー  授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメージ

をつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２回 第 1 章 社会福祉士の役割と意義 

事前学習 教科書の第 1 章（pp.1～17）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第３回 
第 2 章 相談援助の定義と構成要素① 

ソーシャルワークの定義 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.19～41）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 
第 2 章 相談援助の定義と構成要素② 

相談援助における基本的用語の理解 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.19～41）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第５回 
第 5・6 章 相談援助の理念ⅠⅡ① 

ソーシャルワークの価値と実践 

事前学習 教科書の第 5/6 章（pp.83～118）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第６回 
第 5・6 章 相談援助の理念ⅠⅡ② 

クライエントの尊厳と自己決定 

事前学習 教科書の第 5/6 章（pp.83～118）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ① 

専門職倫理の概念 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第８回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ② 

倫理綱領の意義と内容 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第９回 
第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ③ 

ソーシャルワーク実践におけるジレンマ 

事前学習 教科書の第 7 章（pp.119～140）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１０回 中間まとめ１（課題①作成） 
事前学習 教科書の第 1/2/5/6/7 章を読み、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第１1 回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ① 

ソーシャルワークの源流／日本 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ② 

ソーシャルワークの源流／諸外国 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１３回 

第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ③ 

ソーシャルワークの基礎確立期（ケース

ワークの確立） 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１４回 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ④ 

ソーシャルワークの専門性の確立 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.43～59）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ① 

診断主義学派と機能主義学派 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ② 

グループワークの形成 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ③ 

コミュニティ・オーガニゼーション 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ④ 

ソーシャルワークモデルの形成 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 
第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ⑤ 

ジェネラリストソーシャルワーク 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.61～82）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２０回 中間まとめ２（課題②作成） 
事前学習 

教科書の第 3 章～第 4 章（pp.43～82）を読み、重要な点の再

確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

第２１回 
第 8 章 総合的かつ包括的な相談援助の

全体像①  

事前学習 教科書の第 8 章（pp.141～154）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 
第 8 章 総合的かつ包括的な相談援助の

全体像① 

事前学習 
教科書の第 8 章（pp.141～154）を読み、重要な点の再確認を
しておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２３回 

第 9 章  総合的かつ包括的な相談援助
を支える理論① ジェネラリストソーシ
ャルワーク実践とその理論 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.155～167）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 

第 9 章  総合的かつ包括的な相談援助
を支える理論② ストレングスモデル実

践とその理論 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.155～167）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２５回 
第 10 章 相談援助にかかる専門職の概
念と範囲① 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.169～188）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２６回 
第 10 章 相談援助にかかる専門職の概

念と範囲① 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.169～188）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２７回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助
における専門的機能① ミクロでのソー

シャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２８回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助

における専門的機能② メゾでのソーシ
ャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２９回 

第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助
における専門的機能③ マクロでのソー
シャルワーク事例 

事前学習 教科書の第 11 章（pp.189～237）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３０回 総まとめ（課題③作成） 
事前学習 

教科書の第 8 章～11 章（pp.141～237）を読み、重要な点の
再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容ついて整理し、理解を深める。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SPMP2156 

PSMP2456 
２．授業担当教員 三田 真外 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）と確認テストを数回実施する。レポートの作成方法・構成

等の詳細については授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、相談援助の理解に必要なクライエント・システムやネットワーク、相談援助の過程を体系的

に身につけることを目的としています。具体的には、クライエントの見方、アセスメントの方法や支援計画

の立案、評価および修正までの流れを把握し、実践の場で応用でき、利用者１人ひとりについて判断できる

ようになることを目的とするものです。本授業を通して、実習や演習につなげられるように学んで欲しいと

思っています。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反者

は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

シラバス、講義概要、試験・レポート課

題についての説明 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラバスについて

目を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅡのねらいについて講義用ノートにまと

める。 

第２回 
相談援助とは 

ソーシャルワークの定義 

事前学習 教科書の pp.1～26を読んでくること。 

事後学習 

ソーシャルワークの定義についてまとめる。 

ソーシャルワークの方法・技能について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第３回 
相談援助の構造と機能（１） 

 人・家族・組織・地域社会の理解 

事前学習 教科書の pp.28～43を読んでくること。 

事後学習 
社会資源の枠組みについて、講義の要点をノートにまとめ

る。 

第４回 
相談援助の構造と機能（２） 

 ソーシャルワークの枠組み 

事前学習 教科書の pp.44～51を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの機能について、講義の要点をノートに

まとめる。 

第５回 
人と環境との交互作用（１） 

 相互作用と交互作用の理解 

事前学習 教科書の pp.54～58を読んでくること。 

事後学習 人にとって環境について、講義の要点をノートにまとめる。 



 

 

第６回 
人と環境との交互作用（２） 

 システム理論の理解 

事前学習 教科書の pp.58～67を読んでくること。 

事後学習 
システム理論からのソーシャルワークについて、講義の要

点をノートにまとめる。 

第７回 
相談援助における援助関係（１） 

 ソーシャルワーク実践領域 

事前学習 教科書の pp.70～80を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークと社会福祉の 3次元について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第８回 
相談援助における援助関係（２） 

 援助関係と自己覚知 

事前学習 教科書の pp.81～93を読んでくること。 

事後学習 
援助関係の効用と限界について、講義の要点をノートにま

とめる。 

第９回 
中間まとめ 1 

確認テスト・グループディスカッション 

事前学習 
第 1回から第 8回まのでの講義要点の再確認をしておくこ

と。 

事後学習 ここまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

第１０回 
相談援助の展開過程Ⅰ（１） 

 インテーク 

事前学習 教科書の pp.96～121 を読んでくること。 

事後学習 二つの不安について、講義の要点をノートにまとめる。 

第１１回 
相談援助の展開過程Ⅰ（２） 

 アセスメント・プランニング 

事前学習 教科書の pp.122～136を読んでくること。 

事後学習 
ニーズの確定と支援計画について、講義の要点をノートに

まとめる。 

第１２回 
相談援助の展開過程Ⅱ（１） 

 介入・モニタリング 

事前学習 
教科書の pp.138～145を熟読し、モニタリングについて理

解する。 

事後学習 再アセスメントについて、講義の要点をノートにまとめる。 

第１３回 
相談援助の展開過程Ⅱ（２） 

 終結 

事前学習 教科書の pp.146～153を読んでくること。 

事後学習 予防的対応について、講義の要点をノートにまとめる。 

第１４回 アウトリーチの意義と目的 

事前学習 教科書の pp156～160を読んでくること。 

事後学習 
アウトリーチの機能について、講義の要点をノートにまと

める。 

第１５回 アウトリーチの方法と留意点 

事前学習 教科書の pp.161～165を読んでくること。 

事後学習 
アウトリーチを行うための留意点について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第１６回 
中間まとめ 2 

確認テスト・グループディスカッション 

事前学習 
第 9 回から第 15 回まのでの講義要点の再確認をしておく

こと。 

事後学習 ここまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

第１７回 契約の意義と目的 

事前学習 教科書の pp.168～172を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークにおける契約の意義について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第１８回 契約の方法と留意点 

事前学習 教科書の pp.173～179を読んでくること。 

事後学習 
事例に基づいて文書による契約書の留意点について、講義

の要点をノートにまとめる。 

第１９回 

相談援助のためのアセスメントの技術

（１） 

 援助的関係 

事前学習 教科書の pp.182～188を読んでくること。 

事後学習 
アセスメント面接における言語反応について、講義の要点

をノートにまとめる。 

第２０回 

相談援助のためのアセスメントの技術

（２） 

 ジェネラリストソーシャルワーク 

事前学習 教科書の pp.189～204を読んでくること。 

事後学習 
アセスメントで得るべき情報について、講義の要点をノー

トにまとめる。 

第２１回 介入の意義と目的 

事前学習 教科書の pp206～212を読んでくること。 

事後学習 
介入のターゲットについて、講義の要点をノートにまとめ

る。 

  



 

 

第２２回 介入の方法と留意点 

事前学習 教科書の pp213～221を読んでくること。 

事後学習 
介入の技術や技法について、講義の要点をノートにまとめ

る。 

第２３回 
相談援助のための経過観察（１） 

再アセスメント、効果測定、評価の技術 

事前学習 教科書の pp.224～238を読んでくること。 

事後学習 
再アセスメントの手順について、講義の要点をノートにま

とめる。 

第２４回 
相談援助のための経過観察（２） 

再アセスメント、効果測定、評価の技術 

事前学習 教科書の pp.239～248を読んでくること。 

事後学習 サービス開発について、講義の要点をノートにまとめる。 

第２５回 

相談援助のための面接・記録・交渉の技術

（１） 

 面接の目的と展開 

事前学習 教科書の pp.250～260を読んでくること。 

事後学習 
面接においてワーカーが行うことについて、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第２６回 

相談援助のための面接・記録・交渉の技術

（２） 

 面接におけるコミュニケーション 

事前学習 教科書の pp.261～268を読んでくること。 

事後学習 面接の技術について、講義の要点をノートにまとめる。 

第２７回 

相談援助のための面接・記録・交渉の技術

（３） 

 記録の意義と活用目的 

事前学習 教科書の pp.270～283を読んでくること。 

事後学習 
記録業務の 4つのステップについて、講義の要点をノート

にまとめる。 

第２８回 

相談援助のための面接・記録・交渉の技術

（４） 

 記録と倫理的配慮 

事前学習 教科書の pp.284～293を読んでくること。 

事後学習 記録の方法について、講義の要点をノートにまとめる。 

第２９回 

相談援助のための面接・記録・交渉の技術

（５） 

 交渉の目的と留意点 

事前学習 教科書の pp.296～315を読んでくること。 

事後学習 他機関との交渉について、講義の要点をノートにまとめる。 

第３０回 まとめ 
事前学習 

第 16回から第 30回まのでの講義要点の再確認をしておく

こと。 

事後学習 これまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワークⅡ （4単位） 

３．科目番号 SBMP2156 

２．授業担当教員 青木 正 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠの単位を修得した後に履修することが望ましい 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1.毎回授業の初めに、前回の復習を兼ねた、小テストを実施する。 

2.授業中の課題プリントを授業終了時に、提出を求める。 

3.前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については授

業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を培う 

ように努めること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は相談援助の理解に必要なクライエント・システムやネットワーク、相談援助の過程を体系的に

身につけることを目的としています。具体的には、クライエントの見方、アセスメントの方法や支援計画の

立案、評価および修正までの流れを把握し、実践の場で応用でき、利用者１人ひとりについて判断できるよ

うになることを目的とするものです。本授業を通して、実習や演習につなげられるように学んでいただきた

いと思います。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義内容、講師紹介等） 

相談援助とは①（ソーシャルワーカーの具体

的な事例、仕事からとらえたソーシャルワー

クの定義と枠組み） 

事前学習 教科書を準備し、シラバスを確認して講義へ臨むこと。 

事後学習 ソーシャルワークの定義についてまとめる。 

第２回 

相談援助とは②（ソーシャルワークを構成す

る要素、ソーシャルワークの職場、ソーシャ

ルワーカーが所属する組織） 

事前学習 
教科書の pp.9～26を熟読し、ソーシャルワーカーの仕事

について理解する。 

事後学習 ソーシャルワークの方法・技能についてまとめる。 

第３回 
相談援助の構造と機能①（ソーシャルワーク

の構造） 

事前学習 
教科書の pp.28～37 を熟読し、人と環境との交互作用に

ついて理解する。 

事後学習 社会資源の枠組みについてまとめる。 

第４回 
相談援助の構造と機能②（ソーシャルワーク

におけるニーズ、ソーシャルワークの機能） 

事前学習 
教科書の pp.38～51 を熟読し、ソーシャルワークにおけ

るニーズについて理解する。 

事後学習 ソーシャルワークの機能についてまとめる。 

第５回 
人と環境との交互作用①（実践における人と

環境、人にとっての環境の意味） 

事前学習 
教科書の pp.54～58 を熟読し、人と環境について理解す

る。 

事後学習 人にとって環境についてまとめる。 

  



 

 

第６回 

人と環境との交互作用②（人と環境の全体

性、システムの作動とサイバネティックス、

システム理論による一つのソーシャルワー

ク論） 

事前学習 
教科書の pp.58～67 を熟読し、システム理論について理

解する。 

事後学習 システム理論からのソーシャルワークについてまとめる 

第７回 

相談援助における援助関係①（援助関係の意

義、援助関係の形成プロセスに影響する要

因） 

事前学習 
教科書の pp.70～80 を熟読し、ソーシャルワークのミク

ロ、メゾ、マクロについて理解する。 

事後学習 ソーシャルワーカーが準ずる原則についてまとめる。 

第８回 

相談援助における援助関係②（援助構造と援

助関係、援助関係の質と自己覚知、援助関係

とミクロからマクロ実践領域） 

事前学習 
教科書の pp.81～93 を熟読し、援助の構造について理解

する。 

事後学習 援助関係の効用と限界についてまとめる。 

第９回 
相談援助の展開過程Ⅰ①（相談援助の展開過

程の流れ、ケース発見） 

事前学習 
教科書の pp.96～106を熟読し、相談援助のプロセスにつ

いて理解する。 

事後学習 ケースの発見についてまとめる。 

第１０回 

相談援助の展開過程Ⅰ②（受理面接、問題把

握からニーズ確定まで、ニーズ確定から事前

評価まで） 

事前学習 
教科書の pp.107～121を熟読し、インテークの段階につ

いて理解する。 

事後学習 ニーズの確定についてまとめる。 

第１１回 

相談援助の展開過程Ⅰ③（事前評価から支援

標的・目標設定まで、支援標的・目標設定か

ら支援の計画まで、支援の計画から支援の実

施まで） 

事前学習 
教科書の pp.122～136を熟読し、支援目標の設定につい

て理解する。 

事後学習 教科書の事例における支援計画を完成させる。 

第１２回 
相談援助の展開過程Ⅱ①（経過観察、再アセ

スメントと支援の強化） 

事前学習 
教科書の pp.138～145を熟読し、モニタリングについて

理解する。 

事後学習 再アセスメントについてまとめる。 

第１３回 

相談援助の展開過程Ⅱ②（支援の終結と効果

測定、評価、アフターケア、予防的対応とサ

ービス開発） 

事前学習 
教科書の pp.146～153を熟読し、支援の終結について理

解する。 

事後学習 予防的対応についてまとめる。 

第１４回 アウトリーチの意義と目的 

事前学習 
教科書の pp156～160 を熟読し、アウトリーチについて

理解する。 

事後学習 アウトリーチの機能についてまとめる。 

第１５回 アウトリーチの方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp.161～165を熟読し、アウトリーチの具体的

方法について理解する。 

事後学習 アウトリーチを行うための留意点についてまとめる。 

第１６回 契約の意義と目的 

事前学習 教科書の pp.168～172を熟読し、契約について理解する。 

事後学習 
ソーシャルワークにおける契約の意義についてまとめ

る。 

第１７回 契約の方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp.173～179を熟読し、契約の留意点について

理解する。 

事後学習 事例に基づいて文書による契約書を作成する。 

第１８回 

相談援助のためのアセスメントの技術①（ソ

ーシャルワークにおけるアセスメントの特

性、援助的関係、面接…） 

事前学習 
教科書の pp.182～188を熟読し、アセスメントの特性に

ついて理解する。 

事後学習 
アセスメント面接における言語反応について、ロールプ

レイの結果をまとめる。 

第１９回 

相談援助のためのアセスメントの技術②（ア

セスメントで得るべき情報 16 項目と視覚化

できるアセスメントツール、アセスメント面

接で得た情報の使い） 

事前学習 
教科書の pp.189～204を熟読し、アセスメントで得るべ

き情報について理解する。 

事後学習 教科書の事例についてまとめる。 

第２０回 介入の意義と目的 

事前学習 
教科書の pp206～212 熟読し、介入の意義について理解

する。 

事後学習 介入のターゲットについてまとめる。 

第２１回 介入の方法と留意点 

事前学習 
教科書の pp213～221 を熟読し、介入の方法について理

解する。 

事後学習 介入の技術や技法についてまとめる。 



 

 

第２２回 
相談援助のための経過観察①（モニタリン

グ）、再アセスメント） 

事前学習 
教科書の pp.224～238を熟読し、モニタリングについて

理解する。 

事後学習 再アセスメントの手順についてまとめる。 

第２３回 
相談援助のための経過観察②（効果測定、評

価の技術） 

事前学習 
教科書の pp.239～248を熟読し、効果測定について理解

する。 

事後学習 サービス開発についてまとめる。 

第２４回 

相談援助のための面接の技術①（相談援助に

おける面接の目的、相談援助における面接の

展開） 

事前学習 
教科書の pp.250～260を熟読し、面接の目的について理

解する。 

事後学習 面接においてワーカーが行うことについてまとめる。 

第２５回 

相談援助のための面接の技術②（面接におい

て用いる技術とコミュニケーション、相談援

助における面接の形態） 

事前学習 
教科書の pp.261～268を熟読し、面接に用いる技術につ

いて理解する。 

事後学習 面接の形態についてまとめる。 

第２６回 
相談援助のための記録の技術①（記録の意義

とその活用目的、記録の種類と活用） 

事前学習 
教科書の pp.270～283を熟読し、記録の意義について理

解する。 

事後学習 記録業務の 4つのステップについてまとめる。 

第２７回 
相談援助のための記録の技術②（記録の方法

と IT化、記録の技術の実際例と今後の課題） 

事前学習 
教科書の pp.284～293を熟読し、記録の方法について理

解する。 

事後学習 事例に基づいて記録を作成する。 

第２８回 
相談援助のための交渉の技術①（交渉の意義

と目的） 

事前学習 教科書の pp.296～303を熟読し、交渉について理解する。 

事後学習 交渉の成果を最大にするための工夫についてまとめる。 

第２９回 
相談援助のための交渉の技術②（交渉の方法

と留意点、プレゼンテーションの技術） 

事前学習 
教科書の pp.304～315を熟読し、交渉の技術について理

解する。 

事後学習 他機関との交渉についてまとめる。 

第３０回 これまでのまとめ、国家試験について 
事前学習 

教科書やこれまでの講義資料を熟読し、これまでの内容

を復習する。 

事後学習 国家試験過去問題を復習する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 SSMP2156 

２．授業担当教員 小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理

などを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉

士がソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉と

いった専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」

に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

前半期と後半期にそれぞれ1回ずつ（計2回）レポートを課す。レポートの題目及び執筆規定については

授業の中で指示する。 

予習や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決力を

培うように努めること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅡはこれから社会福祉士・社会福祉の専門職になるために必要な理論や実践技術修得

の基礎となる科目です。そのため、授業への出席、熱意ある参加、ディスカッション・作業、レポート作

成などへの積極的な取組みを望みます。授業の進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もあり

ます。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業内容と進め方について、第１章 相談

援助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ① 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ② 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ③ 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第５回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ① 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第６回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ② 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第７回 第２章 相談援助の構造と機能① 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第８回 第２章 相談援助の構造と機能② 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 



 

 

第９回 中間まとめ１ 
事前学習 

教科書の第 1章、第 2章、第 5章、第 6章を読み、重要な点
の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１０回 第３章 人と環境の相互作用① 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１１回 第３章 人と環境の相互作用② 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 第４章 相談援助における援助関係① 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１３回 第４章 相談援助における援助関係② 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１４回 第４章 相談援助における援助関係③ 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第７章 相談援助のためのリサーチ技術

① 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 
第７章 相談援助のためのリサーチ技術
② 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 第８章 相談援助のための契約の技術① 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 第８章 相談援助のための契約の技術② 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 
第９章 相談援助のためのアセスメント
技術① 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２０回 
第９章 相談援助のためのアセスメント
技術② 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２１回 
第９章 相談援助のためのアセスメント

技術③ 

事前学習 教科書の第 9章（pp.175～198）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 中間まとめ２（課題②作成） 
事前学習 

教科書の第 5章～第 9章（pp.91～215）を読み、重要な点の
再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第２３回 
第１０章 相談援助のための介入の技術
① 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 
第１０章 相談援助のための介入の技術

② 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２５回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再
アセスメント・効果測定・評価①  

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２６回 
第１１章 相談援助のための経過観察・再
アセスメント・効果測定・評価② 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２７回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術① 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２８回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術② 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め

ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２９回 
第１２章～１４章 相談援助のための面

接・記録・交渉の技術③ 

事前学習 
教科書の第 12章～14章（pp.243～310）を読み、理解を進め
ておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３０回 総まとめ（課題③作成） 
事前学習 

教科書の第 10章～14章（pp.199～310）を読み、重要な点の
再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2156 

２．授業担当教員 田中 喜美子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート・プリゼンテーション課題、作成方法・構成等の詳細については授業にて説明する。 

また、授業（教科書）の内容に関する確認テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 
メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講生

は上記の目的のため、下記の事を守ることが期待されている。 

1.授業中はつねに集中力を保って受講すること。純粋に自主的・積極的な態度で授業に参加することを最も

評価する 

2.授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。その他授業の進行に

妨げとなるいかなる行為・発言・態度は、授業態度として減点の対象となる。 

3.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由    

を必ず指定された書面に記録しておき、教師に学期末にその書面を提出すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。名前がないと 0点にするしかないので注意する。 

5. 授業展開については、進捗状況・理解度にあわせ、順番等を変更する場合もある。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業内容と進め方について 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体的なイメージ

をつかんでおく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２回 第１章 相談援助とは 

事前学習 教科書の第 1章（pp.1～25）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第３回 第２章 相談援助の構造 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第４回 第２章 相談援助の機能 

事前学習 教科書の第 2章（pp.27～51）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第５回 第３章 人と環境とは 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第６回 第３章 人と環境の相互作用 

事前学習 教科書の第 3章（pp.53～66）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第７回 第４章 相談援助における援助関係とは 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第８回 
第４章 相談援助における援助関係ー技
術― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第９回 
第４章 相談援助における援助関係―実
践― 

事前学習 教科書の第 4章（pp.67～90）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１０回 中間まとめ１（課題①作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第１１回 第５章 相談援助の展開過程Ⅰ 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１２回 相談援助の展開過程①(ケースの発見) 

事前学習 教科書の第 5章（pp.91～130）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１３回 
第７章 相談援助のためのアウトリーチ
の技術 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１４回 相談援助の展開過程②（インテーク） 

事前学習 教科書の第 7章（pp.149～159）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１５回 
第９章 相談援助のためのアセスメント

技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１６回 相談援助の展開過程③(アセスメント) 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第１７回 
第１２章～１４章 相談援助のための面
接・記録・交渉の技術 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）

を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１８回 相談援助の展開過程③（マッピング） 

事前学習 
教科書の第 9章（pp.175～198）12章～14章（pp.243～310）
を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第１９回 第８章 相談援助のための契約の技術 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２０回 相談援助の展開過程④（プランニング） 

事前学習 教科書の第 8章（pp.161～173）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２１回 

第１０章 相談援助のための介入の技術

―相談援助の展開過程⑤(インターベン
ション) 

事前学習 教科書の第 10章（pp.199～215）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２２回 中間まとめ２（課題②作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

第２３回 第６章 相談援助の展開過程Ⅱ 

事前学習 教科書の第 6章（pp.131～147）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２４回 
第１１章 相談援助のための経過観察・
再アセスメント 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２５回 相談援助の展開過程⑥（モニタリング） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２６回 
第１１章 相談援助のための効果測定・

評価 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２７回 
相談援助の展開過程⑦（エヴァリュエー
ション） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点

をまとめる。 

第２８回 
相談援助の展開過程⑧（ターミネーショ
ン） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

第２９回 相談援助の展開過程⑨(アフターケア） 

事前学習 教科書の第 11章（pp.217～242）を読み、理解を進めておく。 

事後学習 
授業中に読解した内容や行った作業・演習等についての要点
をまとめる。 

  



 

 

第３０回 総まとめ（課題③作成） 
事前学習 これまでの内容について、重要な点の再確認をしておく。 

事後学習 ここまでの内容について整理し、理解を深める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1102 

２．授業担当教員 
大嶋 泰子・茅野 由紀・髙橋 登志子・鄭 春姫 

久次 奈美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、地域調査報告についての考察をまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・7 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・7 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの
学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について

まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を

促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや

ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ
いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ
ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと
める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ

ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ
スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ

ットとデメリットについて自らの考えをまと
める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能

についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す

る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確

認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに
ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と

のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を
確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内

容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方
法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 

地域調査(2) 

：第 12 回にて調査した内容をまとめるとともに、プレ
ゼンテーションの準備を行う 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 
プレゼンテーションの方法について振り返り、
プレゼンテーションの準備を行う。 

第１４回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 

：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰで学習できたことを

まとめるとともに、ソーシャルワーク演習Ⅱの
実施に向けた自己課題を明確化する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位） ※JPBPW2／編 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SBMP2305 

GEBS2103 
２．授業担当教員 星野 弘美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクライ
エントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用され

る面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 
2）基本的な面接技術について実践できる。 
3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 
5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 
6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術に

ついてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2回～第 5回の演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセスと必要な面接技術について学んだこ

とをまとめなさい。 

課題 2.第 6回～第 9回の演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスとそれぞれの局面でのワーカーの

役割、また必要とされる技術について学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10回～第 14回の演習内容を踏まえて、「アウトリーチ」「チームアプローチ」「ネットワーキング」

について学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4用紙 2枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ
れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習（仮）」ミネルヴァ書房、2019 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・6つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・6つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 
2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 
5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 
2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅰの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの
学習内容について確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 

第２回 ケースワークのプロセス 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセス

についてまとめる。 

第３回 面接技法①（姿勢と態度） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 面接技法②（トータル・コミュニケーション） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 面接技法③（応答技法） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1の作成 

第６回 グループワークのプロセス 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、グループワークのプロセ
スについてまとめる。 

第７回 グループワークにおけるワーカーの役割 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割

についてまとめる。 

第８回 グループワーク技法①（準備期・開始期） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要
となる技術についてまとめる。 

第９回 グループワーク技法②（作業期・終結期） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2の作成 

第１０回 コミュニティワークのプロセス 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、コミュニティワークのプ
ロセスについてまとめる。 

第１１回 アウトリーチ 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アウトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１２回 チームアプローチ 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１３回 ネットワーキング 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと
める。 

第１４回 社会資源の活用・調整・開発 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3の作成 

第１５回 まとめ 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱで使用したテキスト
（プリント）の該当箇所を確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びを振り返り、
ソーシャルワーク演習Ⅲに向けた自己課題を
まとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） ※S2・C3 

３．科目番号 
SSMP3160 

SCMP3460 
２．授業担当教員 

安齋 多香子・大嶋 泰子・星野 弘美・久次 奈美・水島 

正浩 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロー

ルプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的と
している。 

演習Ⅲでは、ケースワークの基本技術として、他者理解と自己理解について考えることから、人間関係形

成に必要な技術、また基本的な面接技術とコミュニケーションに焦点をあてて、必要な専門知識と技術を学
習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標達成をすることが期待される。 

1）人間行動に関する心理学理論について理解を深め、その概要を説明することができる。。 

2）クライエントに対する姿勢について理解を深め、実践することができる。 

3）基本的コミュニケーション技法について理解し、実践することができる。 

4）基本的応答技法について理解し、実践することができる。 

5）面接技法について理解し、それを用いてクライエントの問題や課題をアセスメントすることができる。 

6）以上のことを総合的に理解し、ソーシャルワークにおける面接を展開することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

 
課題 1：個人（人）を理解する上で必要となる精神分析理論について、その主要概念について説明しなさい。 
課題 2：面接における基本的応答技法について、技法がもたらす効果について簡潔に説明しなさい（第 9・10

回の学習をまとめる） 
課題 3：事例を用いて面接を実施し、自らの面接技術に関し他者からの評価を受け、また自己評価を行う 
まとめレポート：ソーシャルワークⅢにて学習したことに関するまとめレポートの作成を課す。詳細につい

ては授業内にて提示する。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004。 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 第 7 巻）』中央法規、2014。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

 
○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、社会福祉士・精神保健福祉士として専門的なケースワーク、
面接が提供できるか。またそのために設定された具体的な目標 6つを達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 
2. まとめレポート  40％ 
なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

 

12．受講生への 

メッセージ 

 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 
教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 
3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの振り返り 

ソーシャルワーク演習Ⅲのねらいと単元の解説 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びをレポートにまとめ
る。 

事後学習 参考書『人間行動と社会環境』第 2 章（pp.10～33）を



 

 

熟読し、その内容をまとめる。 

第２回 

人を理解する（1） 
精神分析理論について学習する：精神分析理論

の主要概念について理解を深める 
行動理論と学習理論について学習する：行動理
論と学習理論の主要概念について理解を深める 

学んだ人間行動に関する心理学理論が、どのよ
うに人間行動の理解に用いられるのかを事例を
もとに検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社会環境』第 3 章 1（pp.35～38）
を熟読し、その内容をまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守） 

第３回 

人を理解する（2） 
心理社会理論について学習する：心理社会理論

の主要概念について理解を深める 
人間の発達過程について理解を深める 
事例を用いて人間行動に関して心理社会理論を

使用して分析・検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社環境』第 4 章（pp.64～88）を熟
読し、その要点をノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会理論について口頭で説明ができるよう、その
内容を確認する。 

第４回 

ソーシャルワークにおける面接の目的・特性理
解 

「会話」と「面接」の相違点について理解し、面
接の形態（構造化面接と生活場面面接）、面接実
施の基盤となる考え方について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.100～111 を読みその内容をまとめる。 

事後学習 
「会話」と「面接」の相違点について口頭で説明できる
よう、学習内容をノートにまとめる。 

第５回 

クライエントに対する姿勢：距離について考え
る 
人と人が話をする際の距離についてロールプレ

イを通じて学習する 

事前学習 

自分自身の日常生活を振り返り、人と接する際の距離
について考え、どのような距離感をもっているかをノ

ートにまとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり適切な距離とは何か演習を
通じて学んだことをレポートにまとめ提出する。 

第６回 

クライエントに対する姿勢：バイスティックの
7原則の実践 

専門的対人援助関係形成のための原則について
再確認する 

事前学習 
バイスティックの 7 つの原則について、その内容を調
べ、まとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり、その人間関係形成とバイ
スティックの 7 原則との関係性をノートにまとめる。 

第７回 

面接における技術：面接におけるコミュニケー

ションについて理解する 
基本的コミュニケーション技法について、その
原則について理解を深め、ロールプレイを用い

て習得する 

事前学習 

自分自身の日常を振り返り、コミュニケーションの特
質（癖や傾向）について気づいたことをノートにまと
める。 

事後学習 

基本的コミュニケーション技法について、ロールプレ
イを通じて自覚した自身の課題についてレポートにま
とめ提出する。 

第８回 

面接における技術：言語的コミュニケーション
と非言語的コミュニケーション 

言語・非言語的コミュニケーションの意義を理
解し、その活用方法についてロールプレイを用
いて実践する 

事前学習 
自分自身の日常を振り返り、非言語的コミュニケーシ
ョンについて気づいた事をノートにまとめる。 

事後学習 

言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーシ
ョンについて、ロールプレイを通じて自覚した自身の
課題についてノートにまとめる。 

第９回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（1） 

「反射」について理解し、技術を習得する 
単純な反射、言い換え、要約、明確化についてロ
ールプレイを用いて技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.112 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 
ロールプレイを通じて確認できた「反射」に関する自

己評価（できた点と課題点）をノートにまとめる。 

第１０回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（2） 
「感情の反射」「適切な質問」について理解し、

技術を習得する 
感情の反射、開かれた質問と閉ざされた質問、
状況に即した質問についてロールプレイを用い

て技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.92 表 2-2

の該当技術について確認する。 

事後学習 

ロールプレイを通じて確認できた「感情の反射」「開か
れた質問と閉ざされた質問」に関する自己評価（でき
た点と課題点）をノートにまとめる。 

第１１回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 10 回までに学んだことを振り返り、コミュニケーシ

ョンと応答技法についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１２回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（2） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 9 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身
の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１３回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン
グの実施（1） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
面接のロールプレイを実施し、明らかとなった自己の
課題について明確にし、ノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１４回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン

グの実施（2） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
第 13 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身

の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１５回 

まとめ 

評価：教員と学生がソーシャルワーク演習Ⅲで
学んだこと、学習目標の達成度を評価する 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅲを通じて学んだこと、課題と
なったことをノートにまとめる。 

事後学習 

コミュニケーションと面接技法に関し、実習及び実践
を行う上で自身の評価できる点と改善点をレポートに
まとめ提出する（まとめレポート）。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1102 

２．授業担当教員 
青木 正・上野 義光・大嶋 泰子・中里 哲也・久次 奈

美・藤島 薫 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1年次から 4年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4用紙 40文字×30行×2枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2版、中央法規出版、2015。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3版、中央法規出版、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

2． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

3． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意して下さい。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明します。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳのね

らいと単元の解説、授業の進め方について解説し

ます） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認

する。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 

テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必

要な用語や法制度について調べ、ノートにまとめ

る。 

事後学習 
生活モデルのポイントについてノートにまとめ

る。 

第３回 

ストレングスモデル 

（事例を通して、クライエントに考え方と感情の関

係について教えることを学びます） 

事前学習 
テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
ストレングスモデルのポイントについてノートに

まとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第５回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第７回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第８回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第９回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１１回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１２回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

ナラティブアプローチ② 

（ビネットを通してナラティブアプローチのドミ

ナントストーリーの弊害とオルタナティブスト

ーリー可能性について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.220～225 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
ナラティブアプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第１４回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につ

いてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１５回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅴ （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP4462 

SSMP4162 

SCMP4462 ２．授業担当教員 上野 義光・大嶋 泰子・茅野 由紀・久次 奈美 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと、1 年次から 4 年次まで断続的に学習するように構

成されています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技

法、ロールプレイ、モデリング等の多彩な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習すること

を目的としています。 

 演習Ⅴでは、さまざまな事例を用いて、そこにみられる「人間と環境」または「環境の中の人間」への介

入の視点から、エコ・システム論に準拠し、事例における(1)問題認知（問題そのものの理解）、(2)関連する

データの分析（問題背景の理解）、(3)仮説の設定（「～ならば～である」とするワーカーの仮説）、(4)実践理

論及び実践モデルの検討（問題に最適だと考えられる理論及びモデルの検討）、(5)目標、目標計画及び介入

計画（具体的目標や目標達成に向けた計画の策定）(6)介入（相談援助の実践）(7)評価（実践評価）（８）終

結（援助終了）の援助過程から学習します。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した段階で、次の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：授業内容にある事例の相談援助を、エコ・システム論に準拠して理解することができるようになる。 

目標2：授業内容にある事例の中に含まれる、環境の調整（マネジメント）、多職種連携による介入（チーム

アプローチ）、利用者のもつ力（ストレングス）の視点、社会生活モデル等を、具体的に説明できる

ようになる。 

目標3：自らの相談援助の場面を想定して、目標1、目標2を統合した援助方法がイメージできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：前半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

課題 2：後半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

まとめレポート：事例に対する相談援助実践に関するまとめレポートの作成を課す。詳細については授業内

にて提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助演習』第 2版、中央法規、2015。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005。 

障害者相談支援従事者初任研修テキスト編集委員会編 

『改訂 障害者相談支援従事者初任研修テキスト』中央法規。 

恩賜財団母子愛育会子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した時点で、相談援助演習の最終段階として総合的・包括的な支援の在り

方を理解できる。そのために設定された具体的目標（3つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2） 50％ 

2. まとめレポート  50％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。そのため受講生は次の条件を守ってください。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って積極的な態度で受講する。 

2． 自ら進んで教員に質問する。理解できないことはそのまま放っておかない。 

3． 欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報告す

る。 

4． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしない。 

 

教員は以下の方針で授業を行います。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 双方向対話型の学習によりディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言、発表等）

できるよう環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

  



 

 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方等） 
障害者の就労支援に関する相談援助 ① 
※ 障害者の就労支援に関する相談援助事例をもとに、障害者

の就労支援では、職場（環境や集団）や地域環境に対する
調整と本人に向けられた支援とが並行してなされる必要の
あることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 25 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.268～271を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第２回 
障害者の就労支援に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 1回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第３回 

病院からの退院に関する相談援助 ① 
※ 病院からの退院に関する相談援助事例をもとに、 退院計画

では患者の社会環境（介護サービス、医療・保健サービス、
経済状態等）の調整と、本人の身体面・心理面等への支援
とが並行して、専門職がチームを組んで支援する必要のあ
ることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 27 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.276～279を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第４回 
病院からの退院に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 3回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第５回 

家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ① 
※ DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談援助事

例をもとに、DV とはどのようなものか、その特質を理解
し、「DV防止法」をもとに DVが被害者に及ぼす影響と、
被害者が直面する生活問題について学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 28 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.280～283を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第６回 
家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 5回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第７回 

(被)虐待児童への相談援助 ① 
※ 発達障害児童への虐待に関する相談援助事例をもとに、発

達障害とネグレクト（育児放棄）が結びついた児童に対し、
児童養護施設等の受け皿（環境）と児童のもつ力（ストレ
ングス）を調整しながら支援することを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 30 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.288～291を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第８回 
(被)虐待児童への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 7回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第９回 

低所得者への相談援助 ① 
※ 低所得者への相談援助事例をもとに、低所得・貧困問題を

抱えた利用者に対して、利用者自身のもつ能力を引き出す
とともに、各種の社会制度・施策、社会サービスなどの社
会資源（環境）を活用しながら自立に向けた支援展開を学
習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 34 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.312～315を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１０回 
低所得者への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 9回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１１回 

要介護高齢者とその家族への相談援助 ① 
※ 要介護高齢者とその家族への相談援助事例をもとに、要介

護高齢者の介護問題だけでなく、高齢者を抱える家族支援
のあり方について学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 37 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.326～329を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１２回 
要介護高齢者とその家族への相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 11回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１３回 

身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ① 
※ 身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助事例をもと

に、障害者の自立とは何を意味するのかを把握した上で、
自立生活に欠かせない社会資源調整や人々の意識変革に向
けての働きかけの内容を、国際生活機能分類の「社会生活
モデル」に基づいて学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 38 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.330～335を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１４回 
身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ② 
※ 前回宿題の発表とディスカッション 

事前学習 
第 13 回の宿題について内容を精査し、
ディスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

  



 

 

第１５回 
まとめ 
※ 第 1 回～第 14 回授業を振り返り、援助の重要ポイントを

押さえる。 

事前学習 
授業で配布されたレジュメ、事前・事後
学習ノートの内容を整理し、ソーシャル
ワーク演習Ⅴでの学びをまとめる。 

事後学習 援助の重要ポイントについてまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（S） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP2180 

２．授業担当教員 
青木 正・西村 明子・水島 正浩・村本 浄司・山脇 敬
子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実

習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、
文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が
展開されるのかという基本的学習を中心として、次年度に行う実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 
2）実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 
3）資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容について、

まとめなさい。 
課題 2：実習配属施設・機関に関して、その関連法令、規定されたサービス内容等施設・機関の概要につい

てまとめなさい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 
『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 ※講義にて配布 
【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3. 資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4. 個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 

また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4 ．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解説、講
義の進め方についての説明 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導用のノート（もし
くはファイル）を準備し、併せてテキスト「は
じめに」を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実
習の仕組みと内容についてノートにまとめ
る。 

配布物 
『ソーシャルワーク実習の手引き』、『学習の
手引き』、学生調査票 

第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制についての理解 
（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 
 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 
「ソーシャルワーク実習の手引き」を参照に
東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）につ
いてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキスト
pp.2～18）： 
専門職養成において実習を実施することの意味・意義につ
いて理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
「なぜ実習が必要なのか」についてノートに
まとめ提出する。 

  



 

 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学におけ
る実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク
実習）の理解（テキスト pp.19～34 及びソーシャルワー
ク実習の手引き使用）： 
相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習
目標を相互に理解し、実習目標への理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助
実習に求められる内容についてノートにま
とめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、東京福祉
大学の実習（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）の目標についてノー
トにまとめる。 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介と説明（テキ
スト pp.55～64 及び東京福祉大学「ソーシャルワーク実
習の手引き」使用）：法定施設・機関の紹介と希望種別の
選択 
・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68） 

事前学習 
テキスト pp.55～64 を熟読し、実習先施設・
機関の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動
機についてノートにまとめる。 

第６回 

・事前学習として実習先を理解する意義（テキスト
pp103~106）： 
希望種別に関する事前学習レポートをまとめる（課題 1） 
・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別に対す
る動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 

第７回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第８回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第９回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第１０回 
・実習先の配属 
・配属先実習施設・機関に関する情報収集 
・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明文化） 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」を熟読し、実習配属から実習実施までの
流れを再確認する。 

事後学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートに
まとめる。 

配布物 
実習配属通知、個人調査書（実習先提出用） 
実習記録必要書式のコピー（施設概要及び実
習プログラム案下書き用紙） 

第１１回 

・配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法（テキス
ト pp.123~139） 
・個人調書等書類の作成（社会福祉士資格取得の動機の明
文化） 

事前学習 
「社会福祉士を目指す動機」「思い描く社会
福祉士像」について言語化できるようまとめ
る。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートに
まとめる。 

配布物 「事前訪問について」 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

第１５回 
・見学実習（事前訪問）の最終確認 
・学習のまとめ 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
事前訪問日時について実習指導者へ電話連
絡のうえ、訪問日時を明確にする。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャル
ワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題につい
てまとめる。 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
第 1 回セルフアセスメントシートの作成（1
回目） 

配布物 
 
セルフアセスメントシート 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

  



 

 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

配布物 実習コンピテンス確認テストⅠ問題 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（P/B/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3181 

SBMP3481 
２．授業担当教員 姜 壽男・大門 俊樹・中里 哲也・西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必

要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク基礎実習、またその後のソーシャ

ルワーク実習における課題の明確化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習実施上の課題につい

てノートにまとめる。 

  



 

 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク基礎実習における学

ぶべき内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）の作成

（テキスト pp.147～154）：実習計画の意義と作成に

ついての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習 プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設

概要作成 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）

の作成：実習プログムラ（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

  



 

 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（J） （2 単位） 

３．科目番号 SSMP3181 

２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必要な

援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク実習における課題の明確化、また課題

達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4 以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習実施上の課題についてノ

ートにまとめる。 

  



 

 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の

理解 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の

理解 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク実習における学ぶべ

き内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 

実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）

の意義と作成についての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習 施設概要の作成：施設概要

作成 

・ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

  



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
実習プログラム（案）内容を再確認し、口頭で説

明できるように準備する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（S） （2単位） 

３．科目番号 SSMP3182 

２．授業担当教員 
大嶋 泰子・熊谷 大輔・中里 哲也・中土 純子・藤
島 薫・水島 正浩 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実

習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、
文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲは、ソーシャルワーク実習と並行して開講されており実習帰校指導と位置付
けている。（実習）実践を通じて課題となる事項を、本講義内で担当教員からのスーパービジョン、またグル
ープ、報告・発表を用いて学生間で検討し、その結果を再び（実習）実践へと結び付ける。（実習）実践と講

義との相互作用を通じてソーシャルワーク実践に必要な専門技術と知識を統合化する。なお、ソーシャルワ
ーク実習指導Ⅲ講義内での指導内容は、帰校指導記録を用いて実習先指導者へ定期的に報告することとなる。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関の職員の役割、また他職種連携をはじめとする支援にお
けるチームアプローチについて明確に説明できる。 

2）実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明確
に説明できる。 

3）実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関と地域社会との関係性について理解し、地域社会への具

体的なアプローチについて明確に説明できる。 

4）実習先での実践を振り返り、社会福祉士としての職業倫理、職員の就業に関する規定の理解と組織の一員
としての役割と責任について明確に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

・課題 1～5：講義日程にて示す通り 

・実習報告書の作成 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関の職員の役割、また他職種連携をはじめとする支援に

おけるチームアプローチについて明確に説明できる。 

2. 実習先での実践を振り返り、クライエントへの援助実践に必要な技術と知識、また自己課題について明
確に説明できる。 

3. 実習先での実践を振り返り、社会福祉施設・機関と地域社会との関係性について理解し、地域社会への
具体的なアプローチについて明確に説明できる。 

4. 実習先での実践を振り返り、社会福祉士としての職業倫理、職員の就業に関する規定の理解と組織の一

員としての役割と責任について明確に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1～課題 5  30％ 

2. 実習報告書   30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

  



 

 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説明 

・ソーシャルワーク実習 実習計画書の確認 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成、配属
施設実習指導者より確認を得た実習計画
書と照らし合わせ、具体的に実習で行いた

い事をノートにまとめる。 

事後学習 
実習計画をもとに、30回の実習をより具体
的にマネジメントする。 

第２回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

アセスメントについて 

事前学習 

支援過程とアセスメントの方法について
ソーシャルワークⅡのテキストを用いて

復習する。 

事後学習 

ソーシャルケースワーク記録情報収集と
アセスメントについて事例を用いて実際

に記入し、提出する。 

第３回 

・実習の振り返り： 実習実施上の問題点等について検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

ジェノグラムとエコマップについて・プランニングについて 

・帰校指導について説明・理解 

事前学習 

ジェノグラムとエコマップについてソー

シャルワークⅡのテキストを用いて復習
する。 

事後学習 
ジェノグラムとエコマップについて事例

を用いて実際に作成、提出する。 

第４回 

・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

実習実施上の問題点等について帰校指導記録を用いて検討 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

インターベンション・結果と評価 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
帰校指導記録を精査、実習指導者へ提出す

る。 

第５回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・他職種連携とチームアプローチについての理解： 

実習施設・機関の他職種・他職員とのチームアプローチのあ
り方についてまとめる（課題 1） 

事前学習 

実習時に実習先で実践されている他食連
携について指導者より指導を受けその内
容を記録にまとめる。 

事後学習 
課題 1の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第６回 ・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

事前学習 課題 1についてまとめる。 

事後学習 
実習時に課題 2の作成に必要な情報につい

て質問等を通じて収集する。 

第７回 
・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

実習実施上の問題点等について帰校指導記録を用いて検討 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
帰校指導記録を精査、実習指導者へ提出す
る。 

第８回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・地域社会への働きかけについての理解： 

実習施設・機関と関わる社会資源についてまとめたうえで、
その関連性と働きかけの方法についてまとめる（課題 2） 

事前学習 
実習先の社会資源について調べ、記録にま

とめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限

厳守）。 

第９回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・クライエントへの援助実践についての理解： 

クライエントへの支援において適用できる実践アプローチ
について考察する（課題 3） 

事前学習 

担当しているケースについて、情報を整理
する。また、ソーシャルワークの実践アプ

ローチについて内容を確認する。 

事後学習 
課題 3の作成（講義内で示される提出期限

厳守）。 

配布物 
実習報告書について、ソーシャルワーク実
習Ⅱアンケート（Sのみ） 

第１０回 

・実習の振り返り：実習実施上の問題点等について検討 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性についてま

とめる（課題 4） 

事前学習 

実習において実践活動及び職員の行動を
観察のうえ、専門職倫理との関係性につい

て考察し、記録にまとめる。 

事後学習 
課題 4の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第１１回 
・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

事前学習 
担当ケース及び事業について報告用のレ
ジュメを作成、提出する。 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード
バックをまとめる。 

第１２回 
・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

事前学習 
担当ケース及び事業について報告用のレ
ジュメを作成、提出する。 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード

バックをまとめる。 

配布物 
実習終了時の諸注意 

実習記録提出証明書 

第１３回 

・実習の振り返り：帰校指導記録を用いた報告 

・実践事例の報告と検討： 

担当している事例（事業）についての報告と意見交換 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・及
び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価表）： 

実習評価の意義について理解を深め、自己評価を行う 

・実習報告書の作成について（説明） 

事前学習 帰校指導記録の記入 

事後学習 
担当教員、クラスメンバーからのフィード
バックをまとめる。 

第１４回 

・ソーシャルワーカーとしての自分について理解を深める： 

自分の家族背景、交友関係等から、どのような価値観念をも
つようになったか、この価値観念が援助にどのように反映す
ると考えるかまとめる（課題 5） 

事前学習 

実習活動を通じて自己について振り返り、
価値観念と実習行動等の関係性について
考察し、記録にまとめる。 

事後学習 
課題 5の作成（講義内で示される提出期限
厳守）。 

第１５回 
・実習後の学習課題（テキスト p.310）： 

目標と結果の照合、今後の課題について明確化する 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録
にまとめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

 


