
 

 

１．科目名（単位数） 算数（初等・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 

SJMP2392 

SJMP3293 

SJMP2292 

EDEL2312 
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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「算数」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 
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 

【アサイメント】 

・自分の小中学校時代を振り返り、自分にとって算数数学に対する興味関心を高めてくれた良い授業につい

てなるべく具体的にまとめておく。 

【レポート課題】 

・模擬授業学習指導案・・・・模擬授業を行う部分の学習指導案を作成し、模擬授業前日までに提出する。 

・模擬授業いいとこみつけ・・模擬授業を受けた者は、模擬授業終了後速やかに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

①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」で使用したもの。 

②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」で使用したもの。 

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（平成 29年告示）』東洋館出版社 

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 

・本講座の目的は、子供たちに「数学的な見方・考え方」を身に付けさせることのできる「主体的・対話的

で深い学びのある算数科の授業」を創り上げる力を身に付けることである。学習指導案の作成ができるよう

になることも、目的を達成するための手段である。その目的に向け講義を進めていく中で、算数の指導法を

深く理解してもらいたい。算数が得意だった者が、算数の教え方が上手いとは限らないところに、算数の奥

深さがある。そのためにも、算数の指導法のみでなく子供を真に理解するために、教員と学生あるいは学生

相互の熱い議論を期待する。 

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 

・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①の該当部分を読み、算数科の目標と内容、数学
的活動、数学的な見方・考え方についてまとめる。 

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、数学的活動、数学的な見方・考え方に関して
疑問に感じたことや分からないことをまとめる。 

第２回 

・算数科の学習内容の概観 

（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①の該当部分を読み、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 
教科書②の該当部分を読み、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 
教科書②の該当部分を読み、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 
教科書②の該当部分を読み、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 
教科書②の該当部分を読み、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 
教科書②の該当部分を読み、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②の該当部分を読み、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②の該当部分を読み、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、「もし、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、「もし、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、「もし、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、「もし、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、「もし、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） 
算数科指導法 （2 単位） 

３．科目番号 EDEL2312 

２．授業担当教員 池野 正晴 

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（初等・小）」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 

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 

【中間レポートの課題】 

○ １年～６年の学年・単元を選択・特定し，児童が主体的・協働的に取り組む学習指導案（問題解決型・

アクティブラーニング型の授業）を作成する。 

 ※２～３人１組のグループを編成し，協力して学習指導案を作成し，模擬授業をする。 

 ※学習指導案及び資料等については，各班で印刷することが望ましいが，印刷事情により困難な場合には，

講義担当者への印刷依頼も可能。その場合は，事前提出（事前送付，２日前までに）のこと。（メールア
ドレスは下記13を参照）（印刷，ホチキスとめ，穴あけ等可能） 

【期末レポートの課題】（「期末レポート試験」※各自で） 

○ 「模擬授業から学んだこと，算数科の授業づくりでたいせつなこと⇨『授業づくり』で今後どのように活 

かしていくか」について，レポートにまとめる。（毎回のノートのメモを生かす） 

（観点・項目ごとにまとめる－小見出しの工夫・設定） 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 

① 池野作成『算数科指導法』（池野特製の印刷冊子／授業用資料集）（配付） 

② 文部科学省『小学校学習指導要領解説 算数編』，日本文教出版，2018 年（「算数」（初等・小）で使用 

 のものの継続使用） 

③ 池野正晴『自ら考えみんなで創り上げる算数学習－新しい時代の授業づくりと授業研究－』，東洋館出 

版社，2018 年（改訂第３版）（「算数」（初等・小）で使用のものの継続使用） 

④ 池野作成『算数』（池野特製の印刷冊子／授業用資料）（「算数」（初等・小）で使用のものの継続使用） 

⑤ 池野他『文部科学省検定算数科教科書』（文部科学省検定済教科書，模擬授業実施学年の教科書をチー 

ムごとに貸し出す予定／希望学年の教科書購入斡旋も可） 

⑥ 教科書会社作成冊子『年間指導計画作成資料』（貸し出し） 

⑦ 池野作成「算数科指導法／授業通信」（連絡・確認等用）（配付） 

【参考書】 

○ 池野正晴『新しい時代の授業づくり』，東洋館出版社，2019 年（第６版） 

○ 金本・池野他『算数科深い学びを実現させる理論と実践』，東洋館出版社，2017 年 

○ 古藤・池野他『豊かな発想をはぐくむ新しい算数学習－Do Math の指導－』，東洋館出版社，2010 年 

○ 坪田耕三『算数的思考法』，岩波書店（岩波新書），2014 年 

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，4領域「数と計算」・「量と測定」・「図形」・「数量関係」
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 

＊受講生に期待すること 

１ 授業は前向きに積極的に受講すること。（教師になるという当事者意識をもって参加・参画する） 

２ 授業中，進んで質問したり，発言したりすること。（話し合いの場に参加し，ともに考え，コメントする） 

３ グループ討論にも積極的に参加すること。 

４ 学習指導案などの提出期限を厳守すること。（無断欠席は厳禁） 

５ 模擬授業を受ける際は，児童役での参加（「子ども目線」で／児童役に徹する）と「教師目線」での記録・
検討ができるようにすること。その学年の児童になりきり，発言するようちすること。（授業記録ノートや

メモの作成・活用） 

６ 模擬授業実施者・チーム（学習指導案の作成者・チーム）は，（教え込み型・練習問題解決型の学習場面
ではなく）できるだけ問題解決型（アクティブ・ラーニング型）の授業展開ができる部分を選択し，その

ような授業づくりを心がけ，授業計画を立てること。 



 

 

７ 児童役（子ども目線）兼授業参観・検討役（教師目線）の受講生（すなわち，授業実施者・チーム以外の
受講生）は，模擬授業終了後に，模擬授業の長所や改善点（できれば代案も）について指摘できるように
すること。 

８ 代表コメンテーターは，授業記録をとり，それに基づいてコメントをするようにする。（座席は，一番後
ろとする。また，児童役の受講生も，進んで自主コメントを言えるようにする。（意見は，降ってくるのを
待っているのではなく，自分で創るもの） 

9 指摘された点については，模擬授業実施者・チームはもとより，児童役の受講生も，各自，自分への指摘
として受けとめ，次に活かせるようすること。（よりよい授業づくりのために，喜んで聴き，引き受ける素
養を身につける） 

10 「失敗こそ成功のもとであり，みんなの財産となる」をモットーに，授業検討をすること。 

11 模擬授業の際は，授業の検討を，グループ討論（学んだこと，課題と改善点（対策・代案の提案）をし，
全体でシェアすること。（残り時間による） 

12 小学校の教室を想定し，チームごとに座席を指定し，前につめて座ること。（チームごとの座席指定／ 

  ただし，毎回ローテーションで移動） 

13 模擬授業の学習指導案・資料及び講義用資料，「授業通信」等は，まとめてファイリングしておくこと。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間※メールでのアポイントも可能 

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 

プロローグ（本授業の概要を把握する） 

チーム・班編成 

模擬授業の計画・立案（指導学年，指導単元の決定等） 

算数の授業づくりⅠ 

・算数科における資質・能力 

・問題解決型・アクティブラーニング型の授業過程な 

ど 

事前学習 
「算数」で使用したテキスト②の既習部分につ

いて読み直し，自分なりに復習をしておく。 

事後学習 

授業を振り返り，理解を深める。 

班で，模擬授業で扱う単元の教材研究をする。

（単元の目標，単元の設定理由等の検討，本時
部分の決定等） 

第２回 

学習指導案の作成の仕方 

・仮説としての学習指導案 

・学習指導案の構成・項目・内容（全体構造） 

・本時の指導（ねらいの構造的な記述，及び展開案の
記述の仕方，発問・指示・説明等） 

・指導計画の立て方 

・教科書比較 

・板書計画の立て方など 

授業観察・分析の視点 

・授業の見方フォーカス術 

・指名・机間指導など 

事前学習 

「算数」で使用したテキスト③について読み直
し，自分なりに復習をしておく。 

また，第Ⅲ部１－３章（pp.215－236）も読み，

自分なりにまとめておく。 

事後学習 

授業を振り返り，理解を深める。 

班で，模擬授業で扱う単元の教材研究をする。
（指導内容の検討，教科書比較等） 

第３回 

算数の授業づくりⅡ 

・授業づくりの基本（問題解決型・アクティブ・ラー 

ニング型の学習の進め方） 

・問いへの気づかせ方 

・多様な考えのまとめ方・生かし方 

・練り合い・練り上げ指導の改善 

・言語活動の充実など 

事前学習 
「算数」で使用したテキスト③の第Ⅰ部を読
み，自分なりにまとめておく。 

事後学習 

授業を振り返り，理解を深める。 

班で，模擬授業で扱う単元の教材研究をする。 

第４回 

模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

（小学校１年生の教材） 

学習指導要領の書き方 

（目標，単元設定の理由，単元の構想，指導計画等） 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

第５回 

模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

（小学校１年生の教材） 

本時の展開の書き方 

（本時のねらい，導入題から追究題への展開，問題解 

決的な展開，多様な考えの生かし方・まとめ方） 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 

模擬授業から学んだことをまとめる。 

第６回 

模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校２年生の教材〕 

本時の展開の書き方 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第７回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校２年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第８回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校３年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該

当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第９回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校３年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１０回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校４年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１１回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校４年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該

当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１２回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校５年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１３回 模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 事前学習 担当チームは学習指導案を作成し，その他は該



 

 

〔小学校５年生の教材〕 当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１４回 
模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校６年生の教材〕 

事前学習 
担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

事後学習 模擬授業から学んだことをまとめる。 

第１５回 

模擬授業（問題解決的な展開）を通して考える 

〔小学校６年生の教材〕 

〔再挑戦の模擬授業（チーム or 単独で実施）〕（複数授
業も可能） 

グループ討論／発表 

 ・「算数科授業づくりでたいせつなこと」 

エピローグ（まとめと今後の課題等） 

事前学習 

担当チームは学習指導案を作成し，その他は該
当単元の教材研究をしてくる。 

模擬授業に再挑戦する班 or 個人は，学習指導
案を作成し，その他は該当単元の教材研究をし
てくる。 

事後学習 

算数科の授業づくりで自分なりにたいせつに
したいことや学んだこと，考えたこと，活かし
たいこと等についてレポートにまとめ，試験日

にミニ発表（主要部の発表）し，提出する。 

（９のレボート課題を参照のこと） 

期末試験（期末レポート試験／発表等） 

 



 

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 ロペス ルイス ミゲル 

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 
科目「コンピュータサイエンスⅡ」と「システム設計」を履修済みであることが望ましい。 

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 

設計ツールUMLと非常に関連をもったJAVAを使って少しずつプログラムを組んで行く。順番に次の技術を学

習し、それを使って応用問題を解く：クラスとオブジェクト・コンストラクタ、数値の取り扱い、文字列の

取り扱い、オブジェクトの配列、ジェネリックプログラミングの練習、汎化と継承、抽象クラス、インター

フェース。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

加藤 暢・樋口 昌宏・高田 司郎『オブジェクト指向 JAVA プログラミング入門 第 2 判』近代科学社、2018

年。 

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 

 プログラミングは難しいが、ほとんどの場合はチームワークなので、グループ作業という形式で授業を進

めることが多いのです。グループ内はよくディスカッションし、グループのメンバーが一人ひとり内容をよ

く理解したことを確認し合いながらこの作業を受けて下さい。 

13．オフィスアワー 初回授業で伝える 

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 

Eclipseの使い方 

プログラム“Hello World!”  

教科書第 2章 

事前学習 教科書 pp.2~4を読んでおく 

事後学習 オブジェクトの概念を復習する 

第２回 
プロジェクト“Rectangle”（1） 

教科書第 2章・最初の JAVAプログラム 

事前学習 教科書 pp.18~21を読んで、p.21の図をよく理解する 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第３回 
プロジェクト“Rectangle”（2） 

教科書第 2章・メソッドの追加 

事前学習 教科書 pp.33~34を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第４回 
プロジェクト“Rectangle”（3） 

教科書第 3章 

事前学習 教科書 p.40を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第５回 
変数と型、IEEE754の話  

教科書第 3章 

事前学習 教科書 p.50を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第６回 
キーボード入力と出力表示（1） 

教科書第 3章 

事前学習 教科書 p.53を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第７回 
キーボード入力と出力表示（2） 

教科書第 3章 

事前学習 教科書 p.54の表を理解する 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第８回 
型の変換  

教科書第 3章 

事前学習 教科書 pp.57~58を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第９回 
色々な演算子  

教科書第 3章 

事前学習 教科書 p.61の表を理解する 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１０回 
配列の組み込み方（1） 

教科書第 4章 

事前学習 教科書 p.94を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１１回 
配列の組み込み方（2） 

教科書第 5章 

事前学習 教科書 pp.107~108を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１２回 
パッケージ、アクセス修飾子、カプセル

化  教科書第 7章 

事前学習 教科書 p.139を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１３回 

継承とポリモーフィズム 

プロジェクト“Rectangle”（4） 

教科書第 8章 

事前学習 教科書 p.173を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１４回 

抽象化 

プロジェクト“Rectangle”（5） 

教科書第 8章 

事前学習 教科書 p.190を読む 

事後学習 今回組んだプログラムで、何度か定数を変えて再実行する 

第１５回 総合演習 

事前学習 前回の演習問題を復習する 

事後学習 
教科書 pp.218~219 のプログラムを自分で組み実行する（指

定されたフォルダに保存のこと）。提出日は授業で伝える 

 



 

 

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 

SNMP2452 

SPMP2452 

SSMP2352 

２．授業担当教員 柳本 雄次 

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 
➁ 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 

・アサイメント 
 事前・事後学習でまとめた成果 
・グループ課題 
 自立活動指導の授業案の作成・発表 
・レポート課題(A4 1～2枚 1200字～1500字程度) 
 肢体不自由教育の特徴について論述 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】特に指定しない。 
【参考書】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 

篠田達明監修『肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂 3版』金芳堂、2010 

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 

毎回事前学習として配付資料を読んで疑問や意見を基に積極的に討議に参加することを期待する。事後には
その整理と自分の意見をまとめる。 

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 
肢体不自由の定義・原因・分類・発達特性   

事前学習 肢体不自由(児)とは何か、知識と経験をまとめる。 

事後学習 肢体不自由と他の身体障害の用語上の異同を理解する。 

第２回 
肢体不自由児教育の歴史的展開～先進国
ドイツにおける光と影～ 

事前学習 欧米諸国の肢体不自由教育の発達を読んでおく。 

事後学習 光と影について整理し、意見をまとめる。 

第３回 
肢体不自由児教育の歴史的展開～日本に
おける草創期～ 

事前学習 
日本の肢体不自由教育のパイオニアについて、資料を読み調
べておく。 

事後学習 
高木憲次と柏倉松蔵の思想の比較、光明学校の教育の特徴を
まとめる。 

第４回 
肢体不自由児教育における教育課程の特
徴～学習指導要領の変遷からみた～ 

事前学習 障害の重度・重複化と教育課程の変遷を調べておく。 

事後学習 
学習指導要領の各改訂における変更、多様な教育課程の類型
の特徴をまとめる。 

第５回 
肢体不自由児教育における自立活動の指
導   

事前学習 自立活動とは何か、他の各教科等との違いを考える。 

事後学習 自立活動の目標、区分についてまとめる 

第６回 
肢体不自由児教育の授業づくり～個別の
指導計画・個別の支援計画との関係～ 

事前学習 
学習指導要領の規定、個別の指導計画、個別の教育支援計画
について調べる。 

事後学習 授業づくりにおける要領と個別の計画との関係を理解する。 

第７回 
肢体不自由児の専門的な指導法①運動の
発達と運動機能の改善 

事前学習 運動機能の発達法則と脳性まひの発達特性を知る。 

事後学習 運動機能の障害改善の方法について理解する。 

第８回 
肢体不自由児の専門的な指導法②感覚・知
覚の発達と障害改善 

事前学習 感覚・知覚機能の発達過程を調べる。 

事後学習 感覚・知覚機能の障害改善の方法を理解する。 

第９回 
肢体不自由児の専門的な指導法③言語・コ
ミュニケーションの発達と AAC支援 

事前学習 言語・コミュニケーションの発達過程を調べる。 

事後学習 
言語・コミュニケーションの発達を促進する指導法を理解
し、説明できる。 

第１０回 
重度・重複障害児の発達特性と健康保持～
摂食・呼吸指導と医療的ケア～ 

事前学習 資料を読み、重度・重複障害児の発達特性を調べる。 

事後学習 
呼吸及び摂食障害と学校における医療的ケアの状況を理解
する。 

第１１回 
肢体不自由児の家族への支援～障害の心
理的受容～ 

事前学習 家族の養育負担、障害の受容過程について調べる。 

事後学習 
家族の養育負担の軽減や障害受容の促進のための支援につ
いてまとめる。 

第１２回 
通常学校における肢体不自由児への対応
～通常学校受入れと合理的配慮～ 

事前学習 肢体不自由児の通常学校の受入れについて考える。 

事後学習 
通常学校で肢体不自由児支援に必要な対応について施設設
備、教育内容、人的環境から検討しまとめる。 

第１３回 自立活動指導の授業案づくり① 
事前学習 個別の指導計画に基づく授業案づくりの構想を練る。 

事後学習 作成した授業案を再検討する。 

第１４回 自立活動指導の授業案づくり②発表・討議 事前学習 授業案発表を準備する。 



 

 

事後学習 発表した授業案の改善についてまとめる。 

第１５回 
ライフステージ、関係機関の連携からみた
肢体不自由児教育の現状と今日的課題 

事前学習 
ライフステージ、関係機関連携からみた肢体不自由児の現状
を調べる。 

事後学習 肢体不自由教育の今日的課題について考えをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2単位） 

３．科目番号 SJMP1101 

２．授業担当教員 田中 良幸 

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 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

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 

日常の学習姿勢が大切です。日ごろから新聞やテレビニュース等のマスコミを通して、今、子どもの生活

と家庭にどのようなことが起きていることに関心を持つことが期待されます。課題図書の購読レポートを学

期初めから長期休みをはさんで求めます。各課題図書についてレポート提出が必要です。感想文とは違いま

す。その他、適宜、レポートの提出を求めます。レポート形式で書くことに慣れていきましょう。必要なス

タイルを習得できるようにしてください。随時、講義課題に関しての発言やグループディスカッションを求

めます。「授業への貢献度」を重視するので、積極的な関わりを期待します。 

授業計画は進度等によって変更があります。レポートは所定の書式や形式、説明に従って作成されることが

期待されます。締切を厳守しての提出、独自性や考察の適切さ等で加点されます。 

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 

「児童福祉論」は「子ども家庭福祉論」という科目名で最近は呼ばれることがある。なぜ、「子ども」となり、

そこに「家庭」が付くようになったのだろうか、また、グローバル時代の今日、どのような視点から子どもと

家族を理解する必要があるのだろうか。国や家庭によって子どもの養育や社会の役割等の課題は変わることが

あります。日本の子育て環境の長所や改善点等を探求をしてみましょう。学びのきっかけは、こうした素朴な

疑問から出発します。必要に応じて、映像を活用したり、レジュメを用意しますが、欠席した回のレジュメが

欲しい場合など、気軽に研究室に来室してください。 

13．オフィスアワー 別途研究室に掲示する 

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：授業の概要と進めかた 

 

【課題図書の提示１】グループ活動導入 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 
「子育て」と「子育ち」に対するイメージを

言語化し、書き出す。 

第２回 

子どもの権利と人権：今、世界で子どもに何が起きてい

るのか 

グル―プ討議 

事前学習 
「人身売買」「子ども兵士」「代理出産」とい

う言葉について調べておく。 

事後学習 

「子どもの権利条約」を確認し、現代社会に

おける国や地域での子どもの置かれた立場の

違いをまとめておく。 

第３回 

子どもの歴史①：世界史にみる子どもの生活状況（虐

殺・虐待・誘拐等） 

 

事前学習 

「エリザベス救貧法」「ワークハウス」「子ど

もの誕生」「ナチ・ホロコースト」「人身売買」

「子ども兵士」等を調べる。 



 

 

事後学習 
「子ども」「青少年」「成人」の定義、世界史

に見る子どもが置かれた状況を考察する。 

第４回 

子どもの歴史②：日本史にみる子どもの生活状況 古

代、中世までの日本 

グル―プ討議 

事前学習 

日本の古代、中世の子どもの生活を調べてみ

よう昔話の中の子ども等を自分で調べてお

く。 

事後学習 
日本の近世以前の子どもの生活の様子を考

察し、整理する。 

第５回 
子どもの歴史③：日本史にみる子どもの生活状況 近代

以降の子どもの置かれた社会的状況 

事前学習 
明治以降の日本の子どもの生活を調べてみ

よう 

事後学習 
昭和時代までの子どもの歴史を考察し、整理

する。 

第６回 
現 代 社 会 と 子 ど も ・ 家 庭        

グル―プ討議 

事前学習 現代の子どもの生活の特徴をチェックする。 

事後学習 
現代までの子どもの置かれた歴史をまとめ、

考察する➾課題をレポートにまとめる 

第７回 
障害のある子どもと家庭支援 

グル―プ討議 

事前学習 
「ヒルコ」「福助」という言葉について意味

を調べる。 

事後学習 

「障害」のある子どもとその保護者の生活と

その課題を理解し、どのような支援が必要と

なるかを考察する。 

第８回 

子ども福祉関連法・制度１ 

現代社会の特徴と子育て支援：保健所の関り、公的支援、

民間支援 

事前学習 
社会福祉小六法で児童福祉法の概要を読み、

児童相談所に関連する資料を検索しておく。 

事後学習 
「子どもの貧困」に関する資料を集めて読ん

でおく 

第９回 

子ども福祉関連法・制度２ 

児童虐待防止法の変遷と課題 

ビデオ鑑賞１ 

事前学習 児童虐待について調べてみる。 

事後学習 
児童虐待防止法と児童福祉法の関連をまと

める。 

第１０回 

子ども福祉関連法・制度と関連機関；福祉・保健１ 

児童虐待の実態と対応する法律：児童虐待防止法・民

法・配偶者暴力防止法 

ビデオ鑑賞２ 

事前学習 児童福祉法を読んで、項目を理解しておく。 

事後学習 
子ども家庭を対象としたサービスについて

理解する。 

第１１回 

子ども福祉関連法・制度と関連機関：福祉・保健２ 

子どもらしい生活を支援する：子ども食堂・多様な子ど

もの居場所づくり 

事前学習 
社会福祉六法体制の内訳は何か、書き出して

おく。 

事後学習 課題図書の提示 

第１２回 
援助活動の実際１ 

子どもへの様々な在宅支援 

事前学習 
就学前の子どもの養育制度の概要を調べて

おく。 

事後学習 
学生前の子どもの養育困難の支援と効果を

まとめる。 

第１３回 
援助活動の実際２ 

社会的養護の制度を中心に     ビデオ鑑賞３ 

事前学習 
社会的養護について事前に自分で概要を調

べておく。 

事後学習 
子ども家庭を対象としたサービスを整理す

る 

第１４回 グループによる課題報告発表     ビデオ鑑賞４ 
事前学習 

テーマについて各グループで発表準備をし

ておく。 

事後学習 他グループの発表を含めて要点を確認する。 

第１５回 
まとめ グループ討議により一番重要な課題を確認す

る 

事前学習 
全授業を通してのキーワードの確認と不明

点の整理。 

事後学習 

全 15 回を振り返り、学習目標が達成できた

かどうかを確認し、児童・家庭福祉論Ⅱに向

けて準備をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2303 

SNMP2303 

SCMP2303 

SBMP2303 

SPMP2303 

SJMP3101 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

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 

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．授業内容ごとにグループでの討議内容をまとめて提出する。 

２．グループごとに研究テーマを設定する。テーマに基づき調査を行い、まとめをした上で発表する。 

３．レポートの課題(A4 2枚程度)は、グループで研究した内容に自己の見解を加え、要約したものとする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】特に必要としない。 

【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 6版 中央法規出版。 

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．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 

講義・グループ討議の形態から、グループを単位とした調査・研究・発表といった授業方式になります。各

自の研究姿勢が大事です。また、全員での取り組みが求められますので、欠席、遅刻には注意してください。 

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、授業の進め方についての説明、

グループ分け 

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ておく。講義用のノート

と資料を綴じるファイルを用意する。 

事後学習 

オリエンテーションで説明された内容を確

認しておく。配布された資料をファイルに綴

じる。 

第２回 
少子高齢社会と次世代育成支援について 事例研究 

グループで研究分野を検討 

事前学習 

教科書の第 1章「現代社会と子ども家庭」で

学んだところを復習し、児童家庭福祉に関連

する事例について用意しておく 

事後学習 
事例研究を復習するとともに、グループで検

討する研究分野を準備しておく。 

第３回 
現代社会と子ども家庭の問題 事例研究 

グループで研究テーマを検討 

事前学習 

子どもをめぐる問題について、自己の体験を

基に整理しておく。子どもの発達について理

解を確認しておく。 

事後学習 
事例研究を復習するとともに、グループで検

討するテーマを準備しておく。 



 

 

第４回 
子どもの育ち、子育てのニーズ 事例研究 

グループで研究テーマについて決定 

事前学習 

子どもの発達的特徴から生まれるニーズに

ついて理解を深めておく。児童家庭福祉論で

学んだ資料を読み直しておく。 

事後学習 

事例研究を復習するとともに、グループで決

定したテーマについて関係する資料を集め

ておく。 

第５回 
児童の権利に関する条約 条項の検討 

グループで研究テーマについて発表 

事前学習 

児童の権利に関する条約について事前に学

習し、大学生活における“権利”の具体化に

ついて考察する。 

グループでの発表の準備に備える。 

事後学習 

児童の権利に関する条約について、各条項の

意味について確認をしておく。グループでの

研究について準備を進める。 

第６回 グループでの交流及び討議 

事前学習 
グループでの発表と意見交換に備えて、グル

ープで資料を準備し、確認を取っておく。 

事後学習 

各グループでの発表を整理してまとめてお

く。他のグループとの違いについてノートに

まとめておく。他のグループから学んだこと

もメモしておく。 

第７回 

事例研究① 情報のまとめ方 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。 

事後学習 

事例研究と情報のまとめ方について復習を

する。また各グループでの発表についてコメ

ントをノートに記しておく。 

第８回 

事例研究② 情報の構造化 マインドマップの学習 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。 

事後学習 

事例研究と情報の構造化、マインドマップに

ついて復習をする。実際にマインドマップを

作り、学習に生かせるようにする。また各グ

ループでの発表についてコメントをノート

に記しておく。 

第９回 

事例研究③ プレゼンテーションの方法 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。 

事後学習 

事例研究とプレゼンテーションの方法につ

いて復習する。実際にパワーポイントを作成

して、自宅で練習をしてみる。また各グルー

プでの発表についてコメントをノートに記

しておく。 

第１０回 

事例研究④ 3分間スピーチ 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。3 分間

スピーチの原稿を作成し、練習をしておく。 

事後学習 

事例研究とプレゼンテーションの方法につ

いて復習する。3 分間スピーチの内容を分析

しておく。また各グループでの発表について

コメントをノートに記しておく。 

第１１回 

事例研究⑤ レポートの書き方 確認 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。レポー

トの書き方について２年生の時の復習を行

う。 

事後学習 

事例研究とレポートの書き方を復習する。実

際に 1000 字のレポートを作成してみる。ま

た各グループでの発表についてコメントを

ノートに記しておく。 

第１２回 

事例研究⑥ 授業論集の作成準備 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。授業論

集の作成にむけて各グループの意見をまと

めておく。 

事後学習 

事例研究について復習する。授業論集の原稿

作成を開始する。また各グループでの発表に

ついてコメントをノートに記しておく。 



 

 

第１３回 

事例研究⑦ 最終発表 

グループによる学習・調査・発表 

（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） 

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。施設訪問をする

場合は、事前のアポをきちんと取る。最終発

表にむけて意見を準備しておく。 

事後学習 

各グループが発表した内容を整理して、知識

を確認しておく。翌週の授業で全体討議する

内容をまとめておく。 

第１４回 グループによる研究授業論集の作成 

事前学習 
課題レポートとは別に授業論集の原稿を作

成しておく。 

事後学習 

授業論集を読み、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、

今後に生かせるように分析を加えておく。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまで学習してきたことを振り返り、最後

のまとめの討議に備える。 

事後学習 
講義内容、発表内容を整理して、ノートにま

とめ、資料はすべてファイリングしておく。 

 



 

 

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 望月 之美 

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 

・中間レポート：いじめや不登校を減少させるための様々な実践を紹介し､自分の考察を加えてまとめる。 

・期末レポート：現在の学校教育が抱える生徒指導上の今日的課題を取り上げ、その対応策について、キャ

リア教育の視点や学級経営の視点から記述する。 

・小テストを実施する。レポートの詳細（内容、形式、分量、提出締め切り等）は､授業中に説明する。 

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 

【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）（初等） （2単位） 

３．科目番号 
EDTE2306 

EDTE2106 
２．授業担当教員 藤原 寿幸 

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 

・授業の最後に小レポートを書いてもらい，理解度の確認をする。 

・中間レポート：いじめや不登校を減少させるための様々な実践を紹介し､自分の考察を加えてまとめる。 

・期末レポート：現在の学校教育が抱える生徒指導上の今日的課題を取り上げ、その対応策について、学級

経営の視点から記述する。 

※レポートの詳細（内容、形式、分量、提出締め切り等）は､授業中に説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
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、2019 年 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説（総則編）』 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2010 年 

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 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加してください。 

２．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

３．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

生徒指導は学習指導とともに学校教育の基本的な機能である。近年、価値観や児童生徒が多様化し、生徒指

導は複雑化、かつ困難の度を増してきている。生徒指導の理論を理解するとともに、教育現場の具体的事例

を学びながら生徒指導の基礎を身につけ、生徒指導が実践できる資質、能力を培ってほしい。そして積極的

な生徒指導を行うことで、児童生徒の生きる力を支援できるような教師になってほしい。 

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・生徒指導とは 
事前学習 教科書の第 1章 pp．10～21を通読してくる。 

事後学習 
pp．10～21の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第２回 現代の子どもとこれからの生徒指導 
事前学習 教科書の第 2章 pp．22～35を通読してくる。 

事後学習 
pp．22～35の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第３回 教育活動における生徒指導 
事前学習 教科書の第 3章 pp．36～61を通読してくる。 

事後学習 
pp．36～61の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第４回 
生徒指導体制と組織的な取り組み 
生徒指導に関する主な法令 

事前学習 教科書の第 4章、第 5章 pp．62～81を通読してくる。 

事後学習 
pp．62～81の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第５回 教師に必要とされる指導行動 
事前学習 

教師のリーダーシップについて、自分の経験や調べ学習
により、考えをまとめておく。 

事後学習 
配布資料の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十分
な点があれば質問事項をまとめる。 

第６回 進路指導・キャリア教育とは 
事前学習 教科書の第 6章 pp．82～97を通読してくる。 

事後学習 
pp．82～97の重要点をまとめ、前授業までで理解が不十
分な点があれば質問事項をまとめる。 

第７回 現代の子どもを取り巻く問題 
事前学習 教科書の第 7章 pp．100～113を通読してくる。 

事後学習 
pp．100～113の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第８回 不登校の理解と対応 
事前学習 教科書の第 8章 pp．114～125を通読してくる。 

事後学習 
pp．114～125の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第９回 
いじめの理解と対応・中間レポート課題提
示 

事前学習 教科書の第 9章 pp．126～141を通読してくる。 

事後学習 
pp．126～141の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。中間レポートに
取り組む。 



 

 

第１０回 非行問題の理解と対応 
事前学習 教科書の第 10章 pp．142～159を通読してくる。 

事後学習 
pp．142～159の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１１回 学級崩壊・授業崩壊の理解と対応 
事前学習 教科書の第 11章 pp．160～173を通読してくる。 

事後学習 
pp．160～173の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１２回 特別支援教育と生徒指導 
事前学習 教科書の第 13章 pp．184～197を通読してくる。 

事後学習 
pp．184～197の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１３回 家庭・地域・関係機関との連携 
事前学習 教科書の第 12章 pp．174～183を通読してくる。 

事後学習 
pp．174～183の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１４回 進路指導・キャリア教育の展開 
事前学習 教科書の第 14章 pp．198～209を通読してくる。 

事後学習 
pp．198～209の重要点をまとめ、前授業までで理解が不
十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１５回 
児童生徒指導論のまとめと発表 
・期末レポートを元にグループワーク、発
表・授業評価 

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 
児童生徒指導論で学んだことを今後にどう生かすか、成
果と課題をまとめる。 

 



 

 

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 

SJMP3215 

SJMP2215 

SJMP2315 

 
２．授業担当教員 金子 康一 

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 

・中間レポート：いじめや不登校を減少させるための対応策を、予防と指導の観点から､自分の体験を踏まえ

て論述する。 

・期末テスト：現在の学校教育が抱える生徒指導上の今日的課題を取り上げ、その対応策について、キャリ

ア教育の視点や学級経営の視点から論述する。 

・各講義のレジュメのまとめをする。 

・レポートの詳細（内容、形式、分量、提出締め切り等）は､授業中に説明する。 

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 
【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 

児童・生徒の「生きる力」を育成するための学校教育において、教科等による「学習指導」と、全教育活

動を通じての「生徒指導」は車の両輪であると言えます。後者の「生徒指導」は、社会情勢や家庭環境の変

化に伴い児童・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 無し 

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。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童文化論 （2 単位） 

３．科目番号 
SJMP3239 

GELA2326 
２．授業担当教員 栁 辰男 

４．授業形態 講義、演習、製作、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 

健全な子育て及び保育、教育に欠くことが出来ない児童文化について、歴史的変遷を整理し、子どもを取

り巻く環境をメディアや遊び空間・時間・仲間などの視点から捉える視点を育て、その意義や課題を理解す
る。また、子どもの遊びについて伝承遊びやわらべうたなどの実際を学び、保育者が遊びの伝承者としての
役割を持つことを理解するとともに、その指導力を育てる。さらに、子どもの豊かな想像性を育む児童文化

財（素話、絵本、紙芝居、エプロンシアター、パネルシアター、ペープサートなど）について理解し、製作
と発表を通して、技法の基礎を習得する。 

８．学習目標 

１．保育、教育における児童文化の意義、価値についての認識理解を図る。 

２．児童文化の種類とそれぞれの価値及び今日的課題についての知識理解と関心を深める。 
３．伝承遊びとその意義の理解とその指導力を育てる。 
４．実技を通して、素話、ストーリーテリング、紙芝居、絵本の読み聞かせ等の共通点と相違点を考え、 

その価値の理解と実際の技法の基礎を習得する。 
５．エプロンシアター、パネルシアター、ペープサートなどについて、製作と実技を通して、実践力を 

高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

アサイメント（宿題）は、各授業毎に提示する。 
＜期末課題＞ 
１．乳幼児期及び児童期に経験させたい遊び等の児童文化を具体的に示し、その理由、意義及び具体的な経

験のさせ方、指導法を2000字以上の文章に書いて提出する。 
２．絵本、紙芝居、エプロンシアター・パネルシアターづくり及び遊園地の設計のうちの一つを選び、実際

に制作し提出すると共に、その製作過程の簡単な説明と制作した児童文化に対するあなたの思いを1000

字以上の文章に書いて提出する。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
川勝泰介他編著『ことばと表現力を育む「児童文化」』萌文書林、201８年。 
【参考書】 

原昌・片岡輝『児童文化 第２版』建帛社、2008年。 
武田京子編著『子どもの生活と文化』樹村房、2000年。 
仙田満『子どもと遊び』岩波新書、1992年。 

野上暁『子ども文化の現代史―遊び・メディア・サブカルチャーの文化の奔流―』大月書店、2015年。 
かこさとし『子どもと遊び』大月書店、1983年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

１．保育、教育における児童文化の意義、価値についての認識理解を図れたか。 

２．児童文化の種類とそれぞれの価値及び今日的課題についての知識理解と関心を深めることができたか。 

３．伝承遊びとその意義の理解とその指導力を育てられたか。 

４．実技を通して、素話、ストーリーテリング、紙芝居、絵本の読み聞かせ等の共通点と相違点を考え、 

その価値の理解と実際の技法の基礎を習得できたか。 

５．エプロンシアター、パネルシアター、ペープサートなどについて、製作と実技を通して、実践力を 

高めることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度（積極的態度・発表・事前課題含む） 総合点の 30％ 

２ 提出課題（小レポート、制作物などの提出と内容）総合点の 30％ 

３ 期末課題（レポート等） 総合点の 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は基本的に認められない。 

12．受講生への 
メッセージ 

子どもの文化である児童文化は、子どもの誕生から乳幼児、児童期を通して子どもの健全な成長にとって
欠くことのできない栄養源であり環境である。即ち、肉体的生理的な成長、言葉、情緒、知能および社会性

や表現力を育てるのに欠くことのできない栄養源的材料なのである。また、保育者の視点からは、養護保育
における素材であり管理材として機能を果たすのである。 
しかし、大人社会はその重要性を十分認識せず、軽視したりしてしまう。その結果、大切な子どもの文化

体験が欠落したり貧弱になったりして、その結果が、その後の児童期や前思春期の成長に、さらにその後の
人間性に影を落としていると指摘されている。さらに、子どもの文化があまりにも、商品経済や情報メディ
アの対象となり、健全な子ども文化を蝕んでいる現象が問題になっている。 

それだけに、保育、教育を志す諸君には、豊かな子ども文化の理解者、提供者として、さらに、創作、創
造者としての資質、知識技能の基礎を持った人になってほしいと願っている。この授業では、単なる知識の
理解にとどまることなく、喜びを感じて児童文化を体現し指導できる人になるように、実演、制作を大切に

する予定である。そのためにも、以下のことをお互いに守るように努力しよう。 
 

１．事前事後課題及び提出課題には誠実に取り組み、授業に積極的に参加すること。 

２．将来保育や教育に関わる仕事を志す学生として、私語や不適切な眼差し等によって他の学習者の邪魔を
したり、人権や人格を傷つけたりすることのないように努めること。 

３．質問、話し合い、共同制作、感想・作品・宿題等の発表を通して積極的に授業に参加し、自分のためだ

けでなく他の人に役立つ役割を果たすこと。 
４．指導者の私は、授業の準備に努め、授業の開始終了時刻を厳守し、学生の質問や考えを誠実に受け止め

答えるように努力するので積極的に話しかけてください。 

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 

シラバスの確認。特に受講生へのメッセージと成績評価
の仕方及び期末提出課題を確認する。 

自分の幼児、児童期の記憶に残る児童文化体験を整理し
その意味価値を検討する。 

事前学習 

・教科書の確認。参考文献の確認。 
各自の持つ子ども文化のイメージ及び思い出
を思い出し発表できるようにすると共に今後

の学習に対する希望や夢が語れるようにする。 

事後学習 
乳幼児期の児童文化の種類や体験を表に整理
して価値や意義を考えておく。 

第２回 

教科書第４章「子どもの育ちと児童文化」の説明、論述

文を通して乳幼児の成長発達過程における児童文化環
境の概括的な理解を自分の体験と照らして考察する。 

事前学習 
教科書 pp.52～61 を読み重要な個所や疑問箇
所にアンダーライン引いておく。 

事後学習 
現在の乳幼児の児童文化の具体的な活用の様
子を調べたり観察したりして報告できるよう
にする。 

第３回 

保育所保育指針、幼稚園教育要領及び小学校学習指導要

領等に見られる児童文化の活用や意義に関して概観し
て、これからの学習課題や研究課題を考える。 

事前学習 
保育所保育指針、幼稚園教育要領を通読したり
小学校学習指導要領や劇等の活動を思い出し

たりして報告できるようにしておく。 

事後学習 
児童文化の乳幼児に限らず児童期における 
存在や価値について見通して文章化する。 

第４回 

教科書「児童文化財を保育に生かそう」の第１章「わら
べ歌・あそびうた」を実演したり、身についている「わ

らべうた」や「あそびうた」紹介したりする共に、オリ
ジナルの「絵描き歌」や「あそびうた」を創作する。 

事前学習 
知っている「わらべうた」や「あそびうた」を
報告、実演できるようにしておく。 

事後学習 
実演した「わらべうた」「あそびうた」に習熟
するように練習する。 

第５回 

第２章「ことばあそび」の教材を通して小学校への接続
となる言葉学習の基本教材を理解し親しむようにする。 
色々な「いろはカルタ」作りを通してオリジナルの「い

ろはカルタ」作る体験をする。 

事前学習 
教科書 pp.93～101 を通読し感想意見が言える
ようにしておく。 

事後学習 
テーマを決めて、幼児用、又は、児童用の「い

ろはカルタ」を完成させて後日提出する。 

第６回 

教科書の第５章「紙芝居」、第６章「シアタースタイル

の児童文化財」を参考にして、保育園及び幼稚園等でよ
く使用され、活用されている、用具、教材制作の目標を
決定し計画書を作る。 

事前学習 
教科書 pp.144～181 通読してこれから制作し

たい児童文化用具を見通しておく。 

事後学習 
制作したい用具に関する、文献、図書、情報及
び材料を集め始め、制作の計画書を作る。 

第７回 

用具制作の計画の中間発表をし、励まし合う。 
第３章「おはなし」を通読して、「おはなし」の乳幼児
への与え方、その意義価値を理解し、語りや「素話」の

練習をする。 

事前学習 
制作の計画書を書いて発表できるようにして
おく。教科書 pp.106～114を通読し感想意見が

言えるようにしておく。 

事後学習 
作品を決めて「素話」が出来るように練習をし
ておく。 

第８回 
全員が練習してきた「素話」みんなの前で実演し感想を
述べ合う。 

事前学習 「素話」を練習して発表できるようにする。 

事後学習 
「素話」の保育教育上の価値や意義に関して自

分なりの考えを文章化する。 

第９回 

「ストーリーテリング」に関する説明文を読みその具体
的姿の概略を知り、保育教育上の価値意義を話し合う。 

事前に用意した物語の暗唱、ストーリーテリングの練習
を始める。 

事前学習 

「ストーリーテリング」や「おはなしのローソ

ク」等に関する知識や体験が発表できるように
しておく。 

事後学習 
選んだ作品のストーリーテリングの練習をし

て発表できるようにしておく。 

第１０回 ストーリーテリングの発表会をする。 

事前学習 ストーリーテリングの練習をしておく。 

事後学習 
自分のストーリーテリングに関して反省評価
すると共に今後の課題に関して文章化。 

第１１回 
発達段階にあった絵本のリスト作りをグループで行う
計画を立てる。 

事前学習 
様々な絵本のリストを収集しリスト作りの準
備をする。 

事後学習 
分担した発達段階の絵本のリスト作りのため

に出来るだけ多くの絵本を読み検討する。 

第１２回 
現在の乳幼児が見ているテレビ、映画、ビデオ及び雑誌

を調べてその傾向と問題点を検討する。 

事前学習 
乳幼児の見ているテレビ番組、雑誌等実際を見

て内容や感想が発表できるようにしておく。 

事後学習 
子どもたちの見ているテレビや雑誌に関して
保護者や保育者及び一般社会の人たちの感想

意見を集め検討し文章化する。 

第１３回 
現在乳幼児用に作られている玩具の様子を知ると共に

玩具の歴史的の視点から比較して検討する。 

事前学習 

自分の乳幼児の頃に使った玩具を思い出した

り現在の乳幼児が使っている玩具を観察した
りして報告できるようにする。 

事後学習 
保育所や幼稚園での玩具の実態や活用の考え

を調べ文章化する。 

第１４回 
子供向けの公園や保育園及び幼稚園の園庭の構成や遊
具を調べ、子供たちのための園庭や公園の設計つくりを

する。 

事前学習 
自分の経験で好きだった公園や園庭の構成や

遊具を思い出し文章化しておく。 

事後学習 
園庭や公園の構成や遊具の基本を知ると共に
自分の考える設計図を作成する。 

第１５回 
期末課題２の制作物の発表。  
 
＊授業評価 

事前学習 
期末課題２の制作を完成させ提出できるよう
にすると共に演じる練習をしておく。 

事後学習 
ボランティア等で制作物を活用して児童文化
（財）の意義価値を体験する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会・集団・家族心理学（家族）／家族心理学 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3336 

２．授業担当教員 石川 清子 

４．授業形態 講義および演習・ディスカッション・グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人間は生涯を通じて他者との中で生きて行く。その最も身近な人間関係の中の一つに「家族」がある。本

講義では、家族システム理論を始めとする家族を理解するための鍵概念を解説し、①家族のライフコースと
発達、②家族内（夫婦、親子、兄弟姉妹など）の心理構造、③家族療法の概要、④家族・集団及び文化が個
人に及ぼす影響について学びます。講義による解説とディスカッション・グループ発表を通じ、人が成長し

ていくうえで重要な役割を持つ家族の心理に関して理解を深め、日常生活の場で起きている家族の諸問題を
考察し、受講生にとっての家族観の再考を促すことを目的としています。 

８．学習目標 

家族心理学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ます。 

1.家族の在り方と家族メンバーの心理的ウェルビーイングとの深い関係を理解し、説明できるようになる。 

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

4.家族臨床の歴史と近年の主たる理論とアプローチについて、説明できるようになる。 

5.家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．アサイメント：各単元の教科書の範囲をグループでまとめ、概要を発表する。 
2．レポート課題は次の 2つのテーマについて先行研究をもとに考察する。 
課題１：家族の発達段階には家族の成立期から老年期の発達段階まであるが、その一段階を取り上げ、家族
の健康な発達を妨げる諸要因に関して、先行研究をもとに考察しなさい。 
課題 2：現代の一般的家族の各メンバーが彼らの家族はうまく機能していると感じる背景にはどの様な要因
があるか。また、今後の家族の価値観はどの様に変化していくのか。先行研究等をもとに考えをまとめなさ
い。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・武藤清子著『家族心理学』有斐閣ブックス、2019年。 
【参考書】柏木恵子著『家族心理学』東京大学出版会、2003年。 

秋山邦久著『臨床家族心理学』福村出版、2003年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．家族心理学の主要な理論に関する哲学的背景・歴史的背景を理解し、家族の発達過程を説明できるか。 

２．家族療法の概念・理論を分かり易い言葉で具体的に説明ができ、問題解決法を提示することができるか。 

３．家族・集団・文化が相互作用的に個人に及ぼす影響を具体的に説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度（ディスカッション、課題、発表）、日常の受講態度等を総合して評価する。 

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義の目的を達成する為に、日常生活の中で、近年起きている家族に関係する様々な問題に目を向け、
多くの疑問を講義の中で議論していってもらいたいです。また、学習意欲を高める教育環境づくりとして次
のことに注意してください。 
1．シラバスに示される学習範囲は､授業前に必ず予習して来てください。 
2．アサイメント・レポートの提出期日は厳守してください。 

13．オフィスアワー 第一回講義にて提示する。 

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：シラバスの説明と教科目標に関し
て 
家族とは何か：家族システム理論  

事前学習 
テキスト第 1 章（pp.3~20）の内容をまとめ
る 

事後学習 課題 1の作成とレポート 1の準備。 

第２回 
家族とは何か：家族を理解するための鍵概念；家族・集
団・文化の相互作用 

事前学習 
テキスト第 2章（pp.21~38）の内容をまとめ
る 

事後学習 課題 2の作成とレポート 1の準備。 

第３回 家族の発達：独身の若い成人期  
事前学習 

テキスト第 3章（pp.41~59）の内容をまとめ
る 

事後学習 課題 3の作成とレポート 1の準備。 

第４回 家族の発達：結婚による家族の成立期  
事前学習 

テキスト第 4章（pp.61~78）の内容をまとめ
る 

事後学習 課題 4の作成と提出 

第５回 家族の発達：乳幼児を育てる段階 
事前学習 

テキスト第 5章（pp.79~96）の内容をまとめ
る 

事後学習 課題 5の作成とレポート 1の準備。 

第６回 家族の発達：小学生の子どもとその家族  
事前学習 

テキスト第 6 章（pp.97~112）の内容をまと
める 

事後学習 課題 6の作成とレポート 1の準備。 

第７回 家族の発達：若者世代とその家族  
事前学習 

テキスト第 7章（pp.113~130）の内容をまと
める 

事後学習 課題 7の作成とレポート 1の準備。 

第８回 家族の発達：老年期の家族：老いを迎える家族 
事前学習 

テキスト第 8章（pp.131~153）の内容をまと
める 

事後学習 レポート１の作成と提出 

第９回 家族と臨床的諸問題：家族への臨床的アプローチ 
事前学習 

テキスト第 9章（pp.157~172）の内容をまと
める 

事後学習 課題 9の作成とレポート２の準備。 



 

 

第１０回 家族と臨床的諸問題：夫婦関係の危機と援助  
事前学習 

テキスト第 10 章（pp.173~191）の内容をま
とめる 

事後学習 課題 10の作成とレポート２の準備。 

第１１回 家族と臨床的諸問題：子育てをめぐる問題と援助 
事前学習 

テキスト第 11 章（pp.193~214）の内容をま
とめる 

事後学習 課題 11の作成とレポート２の準備。 

第１２回 家族と臨床的諸問題：発達障害と家族支援 
事前学習 

テキスト第 12 章（pp.215~230）の内容をま
とめる 

事後学習 課題 12の作成とレポート２の準備。 

第１３回 家族と臨床的諸問題：家族が経験するストレスと援助 
事前学習 

テキスト第 13 章（pp.231~249）の内容をま
とめる 

事後学習 課題 13の作成とレポート２の準備。 

第１４回 家族と臨床的諸問題：家族の中のコミュニケーション 
事前学習 

テキスト第 14 章（pp.251~275）の内容をま
とめる 

事後学習 課題 14の作成とレポート２の準備。 

第１５回 

家族と臨床的諸問題：女性と家族；家族・集団・文化の
相互作用 
家族と臨床的諸問題：男性と家族；家族・集団・文化の
相互作用 

事前学習 
テキスト第 15-16章（pp.277~292）の内容を
まとめる 

事後学習 レポート２の作成と提出 

期末試験 

 



 

 

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 福島 裕 

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 
教育実習前に履修しておくことが望ましい。 

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 

○事前に「小学校学習指導要領社会編」等の目標と内容に応じた教科書教材（単元）との整合性を確かめて 

 おく。 

○模擬授業前に学習指導案を作成し提出する。 

○協力して教材等を作成し、問題解決的な学習過程を導入し、発問・板書等を工夫した学習指導案を作成し、

模擬授業を実施できるようにすること。 

○レポート課題：テーマについては後日指定する。 

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解説 社会編』日本文教出版 
【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  

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 

○本科目は、小学校教諭の資格取得のために学ぶ教科です。教師としての熱意や実践的な指導力を高めるた

めに、以下の点に留意して授業に取り組んでほしい。 

 ア 事前・事後の学習は必ず行い、課題を明確にして授業に臨む。 

イ それぞれの教材が、児童にとってどのような意味を持っているのか、常に考える習慣を身につける。 

 ウ 社会的事象への関心を高め、社会人として必要な知識や教養を身につける。 

   例 日本や世界の現状を理解し、豊かな知識と深い考え方ができるようにするとともに、教材を多面的

にとらえ、児童の発達段階に即した教材づくりができるようにする。 

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 

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① 

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 

模擬授業の実践②（単元指導計画と本時案） 

単元全体の指導計画と本時の指導案の位置付けや

ねらいを明確にした指導案を作成する 

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 

模擬授業の実践③（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 
模擬授業の実践④（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 

模擬授業の実践⑤（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 

模擬授業の実践⑥（「わたしたちの国土」の授業展

開） 

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 

模擬授業の実践⑦（「武士による政治のはじまり」

の授業展開） 

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 
SJEL3431 

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 

SNMP3444 

SCMP3444 

SBMP3444 

SSMP3344 

２．授業担当教員 植原 孝行 

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 
この科目は、社会教育主事資格取得のための必修科目である。他の必修科目と関連付けて履修すること。 

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 

その都度、宿題を出すので、必ず次回に発表する。あるいは、期限までに文書（小レポート）を提出するこ

と。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：○講師作成の印刷物（講義要旨）。 

参考書：○鈴木眞理・山本珠美・熊谷愼之輔編著『社会教育計画の基礎』[新版]、学文社、2012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 

ドイツの学生たちの間では、「大学は学問の工場である」と言われているそうです。工場で物を造り出すよう

に、大学は学問によって、質の高い、そして人類に役立つ知を創り出すところ、という意味のようです。そ

して、それは教師ではなく学生自身が取り組むこととされています。 

この授業では次の点に留意して、学びに取り組んでください。 

・出席は必要条件であって、十分条件ではありません。 

・授業中の私語、飲食、携帯電話・スマートフォン等の操作は禁止です。 

・授業に集中し、必ず復習すること。 

・社会教育施設が主催する講座などに参加して、社会教育体験をすることを勧めます。 

・この科目は社会教育主事となるための授業であり、専門職となるための授業です。自分が社会教育主事に

なったときのことをイメージして学習することを望みます。 

13．オフィスアワー 個別の相談等は、授業後の休憩時間に応じる。 

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 
・導入：授業の概要、教材、成績評価等について 

・授業：社会教育主事の職務とは、いかなる職務か 

事前学習 
シラバスにて、この授業の目的や内容を理解

する。 

事後学習 
導入の説明をふまえ、授業のねらいや課題を

確認する。 

第２回 社会教育計画とは １（法的根拠とその種類） 
事前学習 

講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を確

認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第３回 
社会教育計画とは 2 （社会教育行政における計画。計

画作成に伴う住民参加方式） 

事前学習 
講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を確

認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第４回 社会教育施設計画と運営 1 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第５回 社会教育施設計画と運営 2 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 



 

 

第６回 社会教育施設計画と運営 3 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第７回 社会教育事業計画と展開 1 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第８回 社会教育事業計画と展開 2 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第９回 社会教育事業計画と展開 3 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１０回 社会教育評価 1  (教育における評価) 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１１回 社会教育評価 2 （社会教育評価の特徴） 
事前学習 

講義要旨・参考資料を読み、あらかじめ授業

の概要を確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１２回 社会教育調査 
事前学習 

講義要旨を読み、あらかじめ授業の概要を確

認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１３回 ある自治体における具体的な社会教育計画に学ぶ 1 
事前学習 

自治体における社会教育計画を具体的に精

査する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１４回 ある自治体における具体的な社会教育計画に学ぶ 2 
事前学習 

自治体における社会教育計画を具体的に精

査する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１５回 ふりかえり（これまでの学びをまとめ整理する） 
事前学習 14 回の学びを知的に整理して授業に臨む。 

事後学習 全 15 回の学びをノートに整理し確認する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会心理学 / 社会心理学（中等） （2単位） 

３．科目番号 

SBMP2343 

SSMP2343 

SCMP2343 

SNMP2343 

SPMP2343 

EDPS2303 

２．授業担当教員 岡本 香 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッション･フィールドワークを含む) ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」、「心理学概論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

人は他者と関わり、集団に所属しながら生活している。そして人は、他者や集団や社会から様々な影響を

受けると同時に、自らも対人関係や集団に影響を及ぼしている。社会心理学は、社会学と心理学の境界領域

にあたる学問領域であり、人と他者・集団との関係の中で、人の態度や認知に表れるさまざまな変化を明ら

かにすることを主なねらいとしている。 

本科目では、社会心理学の主要な研究分野である自己、対人認知、対人関係、集団等の心理について、基

礎的な知見を学習するとともに、現代社会における諸現象について、社会心理学的視点から読み解いていく。 

８．学習目標 

1. 心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになる。 

2. 社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになる。 

3. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用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 

教科書の該当箇所を事前に読んでくることをアサイメントとします。 

 また授業内で行う課題について、時間内に終わらなかった場合は、その課題を宿題とします。 

レポート課題については、第８回および第１４回の授業時に提示するテーマに関して、調べ学習した成果

をまとめることとします。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】安藤香織・杉浦淳吉（編著）『暮らしの中の社会心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】山岸俊男(編)『社会心理学キーワード』有斐閣。 

池上知子・遠藤由美（共著）『グラフィック社会心理学 第 2版』サイエンス社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学における社会心理学の位置づけに理解し説明できる 

2.社会心理学における狩猟トピックスの要点を理解し説明できる 

3.日常生活や社会現象について社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できる 

○評定の方法 

学則で決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、授業態度点（授業へ

の積極的参加）30％、試験（小テスト、課題レポート）70％の合計得点により、成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会心理学は、私たちの日常生活と密接した、とても身近な学問です。内容を理解するとおもしろく学べ

ると思いますので、「やる気！」を持って臨むことを期待します。 

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 導入：社会心理学とは 
事前学習 社会心理学のイメージを考える 

事後学習 社会心理学の特徴をまとめる 

第２回 社会心理学の研究方法 
事前学習 社会心理学の研究方法についての配付資料を読むこと 

事後学習 事前学習時の配付資料を読んで復習すること 

第３回 好き･嫌いの心理１ 好き・嫌いとは 
事前学習 教科書の第 1章 pp.3~14を読むこと 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第４回 好き･嫌いの心理２ 心理・社会的要因の影響 
事前学習 教科書の第 1章 pp.3~14を読むこと 

事後学習 教科書の第 1章 pp.3~14を読んで復習すること 

第５回 集団関係の心理１ 集団とは 
事前学習 教科書の第 2章 pp.15~24を読むこと 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第６回 集団関係の心理２ 同調 
事前学習 教科書の第 2章 pp.15~24を読むこと 

事後学習 教科書の第 2章 pp.15~24を読んで復習すること 

第７回 
コミュニケーションの心理１ 

コミュニケーションとは 

事前学習 教科書の第 5章 pp.51~66を読むこと 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第８回 
コミュニケーションの心理２ 

バーバルとノンバーバル 

事前学習 教科書の第 5章 pp.51~66を読むこと 

事後学習 教科書の第 5章 pp.51~66を読んで復習すること 

第９回 まとめ１：人間関係の心理について 

事前学習 第 1回から第 8回までの復習をしてくること 

事後学習 
まとめ１の配付資料を読んで復習し、レポートを作成す

ること 

第１０回 意思決定と合意形成の心理１ 意思決定 
事前学習 教科書の第 6章 pp.67~78を読むこと 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第１１回 意思決定と合意形成の心理２ 合意形成 
事前学習 教科書の第 6章 pp.67~78を読むこと 

事後学習 教科書の第 6章 pp.67~78を読んで復習すること 

第１２回 
リーダーシップの心理１ 

リーダーシップとは 

事前学習 教科書の第 10章 pp.121~134を読むこと 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第１３回 
リーダーシップの心理２ 

リーダーの気質・特性 

事前学習 教科書の第 10章 pp.121~134を読むこと 

事後学習 教科書の第 10章 pp.121~134を読んで復習すること 



 

 

第１４回 インターネットの心理 
事前学習 教科書の第 12章 pp.147~158を読むこと 

事後学習 教科書の第 12章 pp.147~158を読んで復習すること 

第１５回 
まとめ２：社会の中で生きるための心理学に

ついて 

事前学習 第 10回から第 14回までの復習をしてくること 

事後学習 
まとめ２の配付資料を読んで復習し、レポートを作成す

ること  



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会政策論 / 社会政策 （2単位） 

３．科目番号 
SBMP2134 

PSMP3308 
２．授業担当教員 佐々木 貴雄 

４．授業形態 講義、学生による発表とディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代社会は、様々な社会問題を抱えている。その問題群に対応する政策が社会政策であり、労働・人口変
動・生活保障など幅広い分野をカバーしている。一方で、社会政策が十分に機能しているかというと、不十
分な点も多くあり、さらには政策自体が逆に問題を大きくしている場合もある。 

この授業では、そのような社会問題や、社会政策について勉強し、少しでも良い方向に向かわせるために
はどうすればいいかを、自分の住んでいる社会のこととしてとらえ、一緒に考えてもらいたい。 

８．学習目標 

・現代の様々な社会問題について、様々な視点からとらえられるようになる。 

・社会問題に対する社会政策について調べ、その概要を理解できるようになる。 
・新聞等で取り上げられている社会問題について考え、自らの意見が発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

教科書に基づき、授業での発表を分担してもらう。 
詳細は、1回目の授業時に説明するので、教科書を購入の上、必ず出席されたい。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
石畑良太郎・牧野富夫編『よくわかる社会政策 第３版』ミネルヴァ書房、2019年。 
【参考書】 

玉井金五、大森真紀編『三訂 社会政策を学ぶ人のために』世界思想社、2007年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代の様々な社会問題や、それに対する社会政策の内容について、理解できるようになったか。 

・社会問題について根拠を基に考え、それに対する自らの意見が発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

レポート・発表・コメントペーパー等  30％ 

小テスト・期末試験等  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日頃から新聞等のマスメディアに触れ、社会の動きについて考えておいてほしい。受講生の高い問題意識と、
積極的な参加を期待する。期末試験は受講者数によっては行わないことがある。 

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 
イントロダクション  
社会政策の考え方とその課題 

事前学習 教科書の全体像を理解しておくこと 

事後学習 
自分の発表の担当について確認しておくこ

と 

第２回 
賃金（教科書：Ⅰ）  
最低賃金、年功賃金と成果主義 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第３回 
労働時間（教科書：Ⅱ）  
生活のなかの労働、労働時間のルール 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第４回 
労働時間（教科書：Ⅱ）  

休暇と休業、時間外労働 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第５回 
雇用・失業（教科書：Ⅲ）  
失業の原因、雇用形態の多様化 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第６回 
雇用・失業（教科書：Ⅲ）  
若者の雇用、失業者への社会政策 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第７回 
労使関係（教科書：Ⅳ）  

労使関係と労働組合 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第８回 
労使関係（教科書：Ⅳ） 
労働規制と雇用問題  

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第９回 
高齢社会（教科書：Ⅴ） 
人口高齢化と高齢者福祉 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 



 

 

第１０回 
高齢社会（教科書：Ⅴ） 

高齢者雇用と社会的企業 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１１回 
社会保障（教科書：Ⅵ）  
医療・介護保障 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１２回 
社会保障（教科書：Ⅵ）  
年金と最低生活保障 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１３回 
男女平等（教科書：Ⅶ）  

男女平等政策と労働の場における男女間格差  

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１４回 
男女平等（教科書：Ⅶ）  
ワークライフバランスと女性のライフコース 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない
言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

第１５回 
外国人労働者（教科書：Ⅷ）  
外国人労働者と外国人住民 

事前学習 
教科書の該当部分について読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
授業で議論した部分について、自らの考えを

まとめておくこと。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2107 

SBMP2107 

SNMP2307 

SCMP2307 

SPMP2107 

PSMP2407 

２．授業担当教員 金 貞任 

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 

1.ほぼ毎回、次回勉強する内容についてまとめるなど事前学習が必要である。 

2.グループごとに先行研究を集め、仮説と質問項目を作成する。 

3.グループごとに面接調査を実施する。 

4.グループごとに統計分析とレポートを作成し、発表・提出する。 

5.小テストは、随時実施する（持ち込み禁止）。 

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 

公的サービスを提供する社会福祉施設などでは、長期的な計画に基づき収益の確保のために利用者に対す

るサービスの質と満足度を高める必要があります。そのためには、利用者などを対象にサービス・ニーズや

サービス質・満足度などに関する意識調査が必要です。本講義を受講することにより、社会調査の方法を身

につけ、社会福祉に関する様々な事象を科学的根拠に基づき評価することが可能であり、就職活動の際に高

く評価されます。 

＜受講生に期待される学習態度＞ 

1．授業には自分なりの問題意識や課題を持って、積極的な態度で参加することを望みます。 

2．授業のための予習は必ず行い、ノートを整理してください。 

3．理解できないことや疑問点がある場合は、必ず質問してください。質問することは、学んでいる者にとっ

て決して恥ずかしいことではありません。 

4．人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴してください。 



 

 

5．授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないでください。 

6．レポート等の提出期限を厳守してください。提出期限を守らない場合は、正当な理由がない限り減点の対

象となります。 

7．授業中の私語、居眠り、携帯電話の作動、飲食等の学習活動を妨げる行為は厳禁とします。 

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 講義概要についてシラバスを中心に説明 

事前学習 
社会調査法の学習ノートを準備し、講義に臨

むこと。 

事後学習 
社会調査をしなければならない理由につい

て吟味する。 

第２回 
1.社会調査の定義、 

2. 信頼性と妥当性について学習 

事前学習 1、2をノートにまとめる。(pp.1-6、84-91) 

事後学習 
社会調査の種類の短所と長所の内容を復習

する。 

第３回 
１．データ収集の方法について学習 

２．社会調査における倫理と個人情報保護 

事前学習 
測定と尺度の種類の内容をノートにまとめ

る。(pp.62-72, 119-121, 13-16) 

事後学習 
測定と社個人情報の保護が必要な理由につ

いて考える。 

第４回 
１．概念の理解と仮説を作成する：グループ作業 

２．調査対象者の選定：母集団について理解する 

事前学習 

概念を理解し、仮説と母集団に関する内容を

まとめる。 

高齢者に関して関心がある資料を集める。

(pp.63-68) 

事後学習 
仮説を作成しないとどのような問題が生じ

るかについて考える。仮説を精査する。 

第５回 
１．質問文と選択肢を作成する：グループ作業 

２．測定の尺度の種類について学習 

事前学習 

高齢者を対象に仮説を 3つ作成する。質問文

の 作 成と 選 択肢 の内 容 をまと め る 。

(pp.72-81) 

事後学習 
仮説に関連する質問項目になっているかど

うかを確認する。 

第６回 

１． 調査対象者の選定：標本調査とは何か、標本の選

び方について学習 

２． ミニテスト 

事前学習 
調査対象者の選定方法の内容をまとめる。

(pp.37−53) 

事後学習 

標本調査の必要性について考える。 

エディティングとコーディングの内容を理

解する。 

第７回 面接調査（インタビュー調査）：現地における面接調査 

事前学習 

調査対象者に調査の依頼をする。調査対象者

とラポール（信頼関係）を作るための工夫を

する。面接調査のための筆記用具を用意す

る。 

事後学習 

高齢者を対象に量的調査を実施する 

エディティング、クリーニング、データ、変

数などの統計用語を理解する。データの入力

を完成する。 

第８回 データ入力：グループ作業（情報室にて授業）TA必要 
事前学習 

データ入力のために必要な作業とは何かに

ついて学習する 

事後学習 データ入力を完成する 

第９回 
データ分析：度数分布、データ入力ミス発見とデータク

リーニング（情報室にて授業）TA必要 

事前学習 データクリーニングとは何かを学習する。 

事後学習 調査対象者の特徴について表を作成する 

第１０回 
１．データ入力ミス発見とデータクリーニング 

２．調査対象者の特徴について発表 

事前学習 カイ 2乗検定を理解する 

事後学習 
仮設に基づきクロス分析と有意差を検定し、

表をまとめる。 

第１１回 

クロス集計、カイ 2乗検定、変数の加工、値の変換（情

報室にて授業）TA 

レポート作成：グループ作業 

事前学習 値の変換を練習する。 

事後学習 レポートを完成する。（グループ作業） 

第１２回 

１．仮説に基づきクロス分析結果の発表（情報室にて授

業）TA 

レポート作成：グループ作業 

事前学習 ダミー変数とは何か学習する 

事後学習 
ダミー変数を用いて相関関係分析を行う。 

レポートを完成する 

第１３回 

１． 相関関係分析 

２．ダミー変数作成（情報室にて授業）TA 

レポート作成：グループ作業 

事前学習 重回帰分析とは何か学習する（配布資料）。 

事後学習 発表レポートを作成する。（グループ作業） 

第１４回 

１．仮説に基づき相関関係分析結果の発表（情報室にて

授業）TA 

レポート作成：グループ作業 

事前学習 
発表レジュメを完成する、発表レジュメをコ

ピーする。（グループ作業） 

事後学習 

グループごとに反省会を開く。グループの長

所と短所について確認し、提出レジュメを精

査する。 



 

 

第１５回 
１． 調査結果の発表、レポート提出：グループ 

２． ミニテスト 

事前学習 
発表レジュメを完成する、発表レジュメをコ

ピーする。（グループ作業） 

事後学習 

社会福祉のニーズの発見とニーズを解決す

るために、社会調査をどのように活用すれば

いいか考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会的養護Ⅰ／社会的養護 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP2362 

SCMP2362 

SSMP2362 

SBMP2362 

SPMP2362 

SJMP2105 

JENT2416 

JNNT1416 

２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、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 

社会的養護の意義、制度や実施体系を学び、社会的養護が子どもの支援体制であることを理解する。社会
的養護の理念、概念、歴史的変遷、支援を行う際に必要な「子どもの最善の利益」「子どもの権利」等の基本

原則と社会的養護における倫理と責務を学び、社会的養護の対象や家庭養護と施設養護の形態、関係する専
門職等について理解する。社会的養護の現状と課題について、社会的状況、施設等の運営管理、虐待防止、
地域福祉を学ぶ。 

８．学習目標 

1.社会的養護の理念と概念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 
2.児童の権利、児童養護の理念を理解し、保育士として実践で使用出来る知識を身につける。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解し、保育士としての実践力を身につける。 
4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

15回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習が出来るように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「社会的養護の理念と概念」について調べてまとめたレポートを作成しておくこと

を強く望む。(字数は任意) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

なし 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会的養護に関わる支援に対する理念・制度の体系を理解出来たか。 

2.児童の最善の利益、児童の権利を理解出来たか。 

3.施設養護における自立支援等の具体的な支援について理解出来たか 

4.社会的養護の抱える今後の課題について理解し、保育士としての考察力、対応力を理解出来たか。 

○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 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

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 

オリエンテーション 

現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷① 

社会的養護の理念と概念 

事前学習 
社会的養護の理念と概念について調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の理念と概念を理解し、保育士と

して実践を行う際の規範との関連を説明出

来るようにする。 

第２回 
現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷② 

社会的養護の歴史的変遷 

事前学習 
社会的養護の歴史上で起きた出来事を一つ

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の歴史について理解し、説明出来

るようにする。 

第３回 
社会的養護と児童家庭福祉① 

児童家庭福祉と社会的養護の関係性 

事前学習 
児童家庭福祉の支援における重要なポイン

トをまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童家庭福祉の在り方

を理解し、説明出来るようにする。 

第４回 
社会的養護と児童家庭福祉② 

児童の権利擁護と社会的養護 

事前学習 
児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護における児童の権利の位置付け

を理解し、説明出来るようにする。 

第５回 
社会的養護の制度と実施体系① 

社会的養護の制度と法体系 

事前学習 
社会的養護に関する法制度を一つ調べてま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 社会的養護を実施するための法体系と具体



 

 

的な制度を理解し、説明出来るようにする。 

第６回 
社会的養護の制度と実施体系② 

社会的養護の仕組みと実施体制 

事前学習 
社会的養護に係る施設を一つ調べてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護の実施体制を理解し、実際の仕組

みを説明出来るようにする。 

第７回 
社会的養護の制度と実施体系③ 

家庭養護と施設養護 

事前学習 
家庭養護と施設養護の特徴について調べて

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

家庭養護と施設養護の特徴を理解し、それぞ

れのメリット・デメリットを説明出来るよう

にする。 

第８回 
社会的養護の制度と実施体系④ 

社会的養護の専門職 

事前学習 
社会的養護に係る専門職を保育士以外で一

つ調べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護に係る専門職の特徴と業務内容

を理解し、保育士との連携について説明出来

るようにする。 

第９回 

施設養護の実際① 

施設養護の基本原理 

施設養護の実際/養護系施設 

事前学習 
施設養護での基本原理をまとめたレポート

を作成しておく。 

事後学習 

養護系施設で行われる業務内容と支援の実

際を理解し、実践で活かせる知識を身に付け

る。 

第１０回 
施設養護の実際② 

施設養護の実際/非行系施設・障害系施設 

事前学習 
障害系施設の種別を整理してまとめたレポ

ートを作成しておく。 

事後学習 

非行系施設、障害系施設で行われる業務内容

と支援の実際を理解し、実践で活かせる知識

を身に付ける。 

第１１回 

施設養護の実際③ 

施設養護とソーシャルワーク 施設等の運営管理 

記録の作成の留意点と自己評価の視点 

事前学習 
ソーシャルワークという言葉の意味を調べ

てまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
施設養護にかかる支援方法、及び記録の仕方

等の具体的業務を理解する。 

第１２回 
社会的養護の課題と展望① 

生活単位の小規模化とケア体制 

事前学習 
社会的養護におけるケア体制の具体例を調

べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

社会的養護の支援において子どもの権利を

保障するために必要なケア体制を理解し、説

明出来るようにする。 

第１３回 
社会的養護の課題と展望② 

社会的養護の担い手のケアの必要性 

事前学習 

社会的養護の施設に従事する職員が抱える

問題についてまとめたレポートを作成して

おく。 

事後学習 

社会的養護に従事する職員の実際を理解し、

そのような状態に自身が置かれた時の対処

方法を考察する。 

第１４回 
社会的養護の課題と展望③ 

社会的養護の展望 

事前学習 
社会的養護に今後求められる課題を一つ調

べてまとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
社会的養護が今後抱える課題を整理し、その

対応策を考察する。 

第１５回 
まとめ 

保育士として社会的養護にどのように関わりたいのか 

事前学習 

保育士として社会的養護に係る施設で働く

としたら自身はどのような施設で働いてみ

たいのか、具体的な施設の種別とその理由を

まとめたレポートを作成しておく。 

事後学習 
保育士として働いてみたい施設に関する知

識とその理由を説明出来るようにする。 

期末試験 

内容については、15回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

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 
JENT2417 

JNNT2417 
２．授業担当教員 中嶋 一郎 

４．授業形態 講義、演習、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 
「社会的養護」を履修してから履修することが望ましい。 

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。 
3.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 

15回の授業内で、社会福祉への問題意識を高め、主体的な学習ができるように予習を兼ねたアサイメント

と、問題へ及び考察を表現するためのレポート課題を行う。 

第１回の授業開始までに「児童の有する権利」についてまとめたレポートを作成しておくことを強く望む。

(字数は任意) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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 

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 

携帯電話等の使用や私語等を慎むことは、守るべきマナーです。（減点の対象） 

授業等で不満があれば個人的に受け付けておりますので、いつでもご相談ください。 

自分の意見を持つことは、共に学ぶ学友との相互理解を深めるための道具です。自分の意見はワークシート

にまとめ、それを元に他人と議論を交わしてください。 

（以下、加点の対象） 

他の学生を尊重し、その意見をしっかりと受け止めてください。 

発表の際には、他の学生に伝わる大きさの声で行ってください。 

わからないことがあれば、授業内、外で積極的に質問をしてください。 

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 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務① 

 児童の権利擁護(1) 

事前学習 

児童の有する権利についてまとめたレポー

トを作成しておく。テキスト p.11、p.20 の

事例を熟読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第２回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務② 

 児童の権利擁護(2) 

事前学習 
テキスト p.23、p.32、p.37、p.44 の事例を

熟読しておく。 

事後学習 

子どもの最善の利益を踏まえた支援の具体

例を考察し、自分の意見を説明することが出

来る。 

第３回 

社会的養護における児童の権利擁護と保育士の倫理及

び責務③ 

 保育士等の倫理及び責務 

事前学習 

テキスト p.56「全国児童養護施設協議会倫理

綱領」をまとめたレポートを作成しておく。 

テキスト p.47、p.57の事例を熟読しておく。 

事後学習 

保育士としての資質と倫理について理解し、

バーンアウトを起こさないための職員間の

支援について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第４回 
施設養護の特性及び実際① 

児童養護の体系と児童福祉施設の概要 

事前学習 
児童養護施設の体系と概要についてまとめ

たレポートを作成しておく。 

事後学習 

児童養護にかかるサービスの種類、及び連

携、利用までの手続きを理解し、説明するこ

とが出来る。 



 

 

第５回 
施設養護の特性及び実際② 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(1) 

事前学習 
テキスト p.67、p.72、p.75、p.81、p.84 の

事例を熟読しておく。 

事後学習 

児童養護施設、乳児院、母子支援施設での支

援に対する事例について考察し、自分の意見

を説明することが出来る。 

第６回 
施設養護の特性及び実際③ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(2) 

事前学習 
テキスト p.87、p.94、p.97、p.100、p.107、

p.110の事例を熟読しておく。 

事後学習 

医療型障害児入所施設、児童自立支援施設、

情緒障害児短期治療施設での支援に対する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第７回 
施設養護の特性及び実際④ 

 日常生活支援と諸施設の暮らし(3) 

事前学習 
テキスト p.113、p.120、p.128の事例を熟読

しておく。 

事後学習 

福祉型障害児入所施設、里親制度に係る支援

に対する事例について考察し、自分の意見を

説明することが出来る。 

第８回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向① 

保育士の業務、虐待された子どもへの支援 

事前学習 

入所型社会的養護施設のうち、任意で選択し

た一つの施設についての業務内容をまとめ

たレポートを作成しておく。 

テキスト p.141の事例を熟読しておく。 

事後学習 

虐待を受けてきた子どもの支援に関する事

例について考察し、自分の意見を説明するこ

とが出来る。 

第９回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向② 

 虐待への対応、子どもと家族への支援 

事前学習 
テキスト p.151、p.154 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

施設内の体罰に係る支援、子どもと家庭への

支援に関する事例について考察し、自分の意

見を説明することが出来る。 

第１０回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向③ 

 児童相談所の連携、虐待した家族への支援  

事前学習 
テキスト p.164、p.167 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

児童相談所との連携に係る支援、虐待した家

族への支援に関する事例について考察し、自

分の意見を説明することが出来る。 

第１１回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向④ 

 ソーシャルワークの技術活用、アドミッションケア 

事前学習 
テキスト p.167、p.175 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１２回 
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその傾向⑤ 

 リービングケア、アフターケア 

事前学習 
テキスト p.188、p.197 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

入所から退所後に至る支援に関する事例に

ついて考察し、自分の意見を説明することが

出来る。 

第１３回 
今後の課題と展望① 

 施設の小規模化と地域連携 

事前学習 テキスト p.208の事例を熟読しておく。 

事後学習 

グループホームにおける個別ケアに関する

事例について考察し、自分の意見を説明する

ことが出来る。 

第１４回 
今後の課題と展望② 

 施設の小規模化と地域連携 

事前学習 
テキスト p.211、p.220 の事例を熟読してお

く。 

事後学習 

地域とのかかわり、地域と施設の関係に関す

る事例について考察し、自分の意見を説明す

ることが出来る。 

第１５回 
まとめ 

社会的養護の施設で働くということ 

事前学習 

今までの授業で印象に残った事例を一つあ

げて、なぜ印象に残ったのかという理由をま

とめたレポートを作成しておく。 

事後学習 

保育士として働いてみたい施設に関する知

識とそこでの支援に関する留意点をまとめ

て説明出来る。 

期末試験 

内容については、15回の授業で行った内容から記述形式で問題を作成する。 

資料の持ち込みに関しては、授業で使用したコマシラバスと配布資料に関しては可。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会病理 （2単位） 

３．科目番号 PSMP2306 

２．授業担当教員 高木 俊彦 

４．授業形態 
講義、集団討議、グループ研究、同結果プレゼンテーション、学生

との応答 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会病理現象の分析を通じて、社会と私たちの関わり方を科学的に分析する視点を養うことを目的とする。

（１）社会病理とは何か、（２）社会病理の発生・形成過程、（３）社会生活に及ぼす影響等について、具体

的には、犯罪や非行の問題、いじめや自殺（自死）の問題、格差社会の進展とワーキングプァの問題、青少

年のモラトリアムや引き篭もりの問題、児童虐待や男女間のＤＶの問題、少子・高齢化がもたらす問題、福

祉の施設化の問題、性の商品化の問題、カルト集団の問題など、新旧さまざまな「社会病理現象」を、主と

して社会学、さらに心理学や社会心理学の知見を踏まえて解読していく。 

これらの問題、病理の内容に応じてグループ研究などを実施し、受講生自らが主体的にそれらの社会病理

現象を調査・考察、その打開策を模索していくという参加型の授業形態を採る。 

個々の病理現象の臨床的考察から、その社会的背景の分析、実践的対応の提示まで、社会病理学への要請

に応える授業内容とする。 

８．学習目標 

1 さまざまな社会病理について理解し、説明することができるようになる。 

2 それぞれの社会病理の社会的背景や発生のメカニズムについて理解し、説明することができるようにな

る。 

3 グループ討議・研究を通して社会病理学の観点を実践的に学び、その結果を説明できるようになる。 

4 社会病理を打開するため実践されている対応策や、それらの対応策を実施している組織・機関の役割・

機能について理解し、説明することが説明できるようになる。 

5 その他社会病理学に関係する諸科学、諸理論についての知識を得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 

１ 予め個人又はグループ毎にテーマを与え、調査研究をし、発表の準備作業をする。 
２ 調査研究の結果をレポートにまとめ、資料として配付或いはパワーポイントを用いるなどして、各個人又はグ

ループごとにプレゼンテーションをする。 

３ 第14回の授業において、各自が自ら選んだ病理についてレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
 日本社会病理学会監修 高原正興・矢島正見編著『関係性の社会病理』学文社、2016年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1 さまざまな社会病理について理解し、説明することができるようになったか。  

2 それぞれの社会病理の社会的背景や発生のメカニズムについて理解し、説明することができるようになっ

たか。  

3 グループ討議・研究を通して社会病理学の観点を実践的に学び、その結果を説明できるようになったか。  

4 社会病理を打開するため実践されている対応策や、それらの対応策を実施している組織・機関の役割・ 機

能について理解し、説明することが説明できるようになったか。 

5 その他社会病理学に関係する諸科学、諸理論についての知識を得ることができるようになったか。  

○評定の方法 

１ 授業中の態度・授業（個人又はグループ研究・発表）への参加度（40％）、 ２ レポート提出・小テスト

（60％） を総合して行う。受講生が多い場合は期末試験を行い、その結果を加味する 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビ・インターネット・雑誌などマスメデイアに関心を寄せ、社会病理現象と思われる問題

について、その社会学的、心理学的背景を考える習慣を身に付けるなど、積極的態度で受講されたいこと。 
２ 授業に集中すること。私語、携帯・スマホのＯＮ、ゲーム、飲食、中抜け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 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせします。 

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 
―社会病理とは何か（受講生の所感等も踏まえグルー

プ討議）― 

事前学習 
各受講生１例ずつ現在の「社会病理」につい

て調べる。 

事後学習 

個人又はグループごとに、担当する社会病理

の各テーマにつき、調査・研究・取りまとめ

の計画を立てる。 

第２回 
犯罪と非行、犯罪集団の社会病理 
（講師によるモデル発表と講義） 

事前学習 
テーマ発表の仕方について、関係知識を得、

その結果を学習ノートにまとめる。（テキス
ト第３章参照） 

事後学習 

「犯罪と非行、犯罪集団の社会病理」につい

ての講師の発表から、学んだものを学習ノー

トにまとめ、各グルーブの準備作業に役立て

る。 



 

 

第３回 自殺（自死）の社会病理 

事前学習 

「自殺（自死）の社会病理」の担当希望者が
ある場合はその発表準備。その他のメンバー
は本テーマに関係する情報の事前収集。（テ

キスト第１０章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループによる発表がある場

合はその内容と、その後の教員のコメント・

講義等から学んだものを、学習ノートにまと

める。 

第４回 モラトリアムと引き篭もりをめぐる社会病理 

事前学習 

「モラトリアムと引き篭もりをめぐる社会

病理」の担当希望者がある場合はその発表準
備。その他のメンバーは本テーマに関係する
情報の事前収集。（テキスト第１章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループによる発表がある場

合はその内容と、その後の教員のコメント・

講義等から学んだものを、学習ノートにまと

める。 

第５回 児童虐待といじめの社会病理 

事前学習 

「児童虐待といじめの社会病理」の担当希望
者がある場合は、その発表準備。その他のメ

ンバーは本テーマに関係する情報の事前収
集。（テキスト第２章、第７章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第６回 男女間ＤＶ、ストーカーの社会病理 

事前学習 

「男女間ＤＶ、ストーカーの社会病理」の担
当希望者がある場合は、その発表準備。その
他のメンバーは本テーマに関係する情報の

事前収集。（テキスト第５章、第６章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第７回 性の商品化をめぐる社会病理 

事前学習 

「性の商品化をめぐる社会病理」の担当希望

者がある場合は、その発表準備。その他のメ
ンバーは本テーマに関係する情報の事前収
集。 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第８回 カルト集団をめぐる社会病理 

事前学習 

「カルト集団をめぐる社会病理」の担当希望
者がある場合は、その発表準備。その他のメ

ンバーは本テーマに関係する情報の事前収
集。 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第９回 格差社会とワーキング・プアの社会病理 

事前学習 

「格差社会とワーキング・プアの社会病理」
の担当希望者がある場合は、その発表準備。
その他のメンバーは本テーマに関係する情

報の事前収集。（テキスト第 8章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第１０回 少子・高齢化がもたらす社会病理 

事前学習 

「少子高齢化がもたらす社会病理」の担当希

望者がある場合は、その発表準備。その他の
メンバーは本テーマに関係する情報の事前
収集。（テキスト第 4章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第１１回 情報化社会、ＩＴ社会の社会病理 事前学習 

「情報化社会、ＩＴ社会の社会病理」の担当
希望者がある場合は、その発表準備。その他

のメンバーは本テーマに関係する情報の事
前収集。（テキスト第 8章参照） 



 

 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第１２回 都市化がもたらす社会病理 

事前学習 

「都市化がもたらす社会病理」の担当希望者
がある場合は、その発表準備。その他のメン
バーは本テーマに関係する情報の事前収集。

（テキスト第 9章参照） 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第１３回 民主主義とポピュリズムの社会病理 

事前学習 

「民主主義とポピュリズムの社会病理」の担

当希望者がある場合は、その発表準備。その
他のメンバーは本テーマに関係する情報の
事前収集。 

事後学習 

担当個人又はグループの発表がある場合は

その内容と、その後の教員のコメント・講義

等から学んだものを、学習ノートにまとめ

る。 

第１４回 まとめ（グループ討議及びレポート作成） 

事前学習 
取り上げた各病理の改善・解決策等ついて話
し合えるよう、授業を通し作成した学習ノー

トやレジュメを整理しておく。 

事後学習 
グループ討議の結果を踏まえ、レポートを作

成する。 

第１５回 まとめ（社会病理の改善・解決方策） 

事前学習 
グループ討議の結果及び作成したレポート

の内容をまとめておく。 

事後学習 
社会病理の改善・解決方策について話し合

い、その結果を発表する。 

期末試験（受講生が多い場合） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 SNMP1105 

２．授業担当教員 荻野 基行 

４．授業形態 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 

・介護実践を展開する際、支援の対象としての人間の生活を理解することが、基本的かつ重要なことである

ということを念頭においた上で、人間の生活について具体的な出来事と概念を結びつけて授業を展開する。 

・人間と社会（家族・近隣・地域・社会）の関わりが、生活の質にどの様な影響を与えているか、また学生

が、自身の生活と利用者の生活とを別々の次元で理解するのではなく、同じ時代の社会の中で共に生活し

ているという視点で授業を展開する。 

・生活の理解において、経済的困窮に伴う生活問題への対応が、社会福祉を生み出す一つの歴史的原点とな

っているということをふまえて授業を展開する。 

･ 地域共生社会や地域包括ケアシステムの基本的な考え方としくみ､及びその実現のための制度や施策につ

いて理解する授業を展開する｡ 

８．学習目標 

・個人の暮らしと生活のあり方を社会福祉との関連で捉え、その意義と理念を理解し、説明できるようにな

ることを目標とする。 

・個人と家族、個人と地域、個人と社会の関係性を知り、「自助」「互助」「共助」の内容を明らかにする

ことができる。 

・｢公助｣は、社会システムを維持するための施策によって自立を実現するものであるということを理解して

いく中で、人として社会的存在であり続けることの意義を理解し、説明することができる。 

･ 地域共生社会や地域包括ケアシステムの基本的な考え方と､その実現にむけた制度や施策について､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 

レポート課題 

１．「生活とライフスタイル」について 

２．「家族・社会・組織・地域・地域社会」について 

３．「地域共生社会の実現にむけた制度や施策」について 

レポートは1ページ40行×30文字で3枚以上とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】介護福祉士養成講座編集委員会『社会の理解』中央法規出版。 

【参考書】授業中随時紹介 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・個人の暮らしと生活のあり方を社会福祉との関連で捉え、その意義と理念を理解し、説明できるか。 

・個人と家族、個人と地域、個人と社会の関係性を知り、「自助」「互助」「共助」の内容を明らかにすること

ができるか。 

・｢公助｣は、社会システムを維持するための施策によって自立を実現するものであるということを理解して

いく中で、人として社会的存在であり続けることの意義を理解し、説明することができるか。 

・地域共生社会や地域包括ケアシステムの基本的な考え方と、それに関する制度や施策について、説明する

ことができるか。 

○評定の方法 

レポート６０％ 授業態度２０％ 期末試験２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・ 授業に目的意識をもち、積極的に参加すること。 

・ 授業内容と関係のない私語や居眠り、携帯電話の使用などは禁止する。 

・ 新聞を読むことをすすめる。 

13．オフィスアワー 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 

オリエンテーション 

生活を幅広く捉える①（人間を捉える総合的視点・生活

の質・総合的視点に関する代表的な学説） 

事前学習 
テキストを通読しこの授業の目的や内容等

を予習する。 

事後学習 

講義を受け人間を捉える総合的視点・生活の

質・総合的視点に関する代表的な学説を説明

できるようにする。 

第２回 生活を幅広く捉える②（社会生活のメカニズム） 

事前学習 
テキストを精読し社会生活のメカニズムを

予習する。 

事後学習 
講義を受け社会生活のメカニズムを説明で

きるようにする。 

第３回 
生活の基本機能①（生活の多様性を捉える視点・個人の

くらしと生活のあり方・家族と家庭の違い） 

事前学習 

テキストを精読し生活の多様性を捉える視

点・個人のくらしと生活のあり方・家族と家

庭の違いを予習する。 

事後学習 

講義を受け生活の多様性を捉える視点・個人

のくらしと生活のあり方・家族と家庭の違い

を説明できるようにする。 

第４回 生活の基本機能②（家庭機能の特徴） 
事前学習 

テキストを精読し家庭機能の特徴を予習す

る。 

事後学習 講義を受け家庭機能の特徴を説明できるよ



 

 

 

うにする。 

第５回 
ライフスタイルの変化①（生活と働き方の変化・経済的

困窮に伴う生活問題への対応） 

事前学習 
テキストを精読し生活と働き方の変化・経済

的困窮に伴う生活問題への対応を予習する。 

事後学習 

講義を受け生活と働き方の変化・経済的困窮

に伴う生活問題への対応を説明できるよう

にする。 

第６回 ライフスタイルの変化②（少子高齢化と健康寿命） 

事前学習 
テキストを精読し少子高齢化と健康寿命を

予習する。 

事後学習 
講義を受け少子高齢化と健康寿命を説明で

きるようにする。【レポート 1】 

第７回 家族の機能と役割・個人と家族の関係性 

事前学習 
テキストを精読し家族の機能と役割・個人と

家族の関係性を予習する。 

事後学習 
講義を受け家族の機能と役割・個人と家族の

関係性を説明できるようにする。 

第８回 社会・組織の機能と役割 

事前学習 
テキストを精読し社会・組織の機能と役割を

予習する。 

事後学習 
講義を受け社会・組織の機能と役割を説明で

きるようにする。 

第９回 地域・地域社会、個人と地域、個人と社会の関係 

事前学習 
テキストを精読し地域・地域社会、個人と地

域、個人と社会の関係を予習する。 

事後学習 
講義を受け地域・地域社会、個人と地域、個

人と社会の関係を説明できるようにする。 

第１０回 地域社会における生活支援 

事前学習 
テキストを精読し地域社会における生活支

援を予習する。 

事後学習 
講義を受け地域社会における生活支援を説

明できるようにする。【レポート 2】 

第１１回 
地域福祉の発展①（地域福祉の理念と歴史的展開・自助、

互助、共助） 

事前学習 
テキストを精読し地域福祉の理念と歴史的

展開・自助、互助、共助を予習する。 

事後学習 
講義を受け地域福祉の理念と歴史的展開・自

助、互助、共助を説明できるようにする。 

第１２回 地域福祉の発展②（地域福祉の充実・災害と地域社会） 

事前学習 
テキストを精読し地域福祉の充実・災害と地

域社会を予習する。 

事後学習 
講義を受け地域福祉の充実・災害と地域社会

を説明できるようにする。 

第１３回 
地域共生社会①（地域共生社会をめざす社会的背景とそ

の理念） 

事前学習 
テキストを精読し地域共生社会をめざす社

会的背景とその理念を予習する。 

事後学習 

講義を受け地域共生社会をめざす社会的背

景とその理念について説明できるようにす

る。 

第１４回 
地域共生社会②（地域共生社会の実現にむけたとりく

み） 

事前学習 
テキストを精読し地域共生社会の実現にむ

けたとりくみする。 

事後学習 
講義を受け地域共生社会の実現にむけたと

りくみについて説明できるようにする。 

第１５回 
地域包括ケアシステム 

まとめ 

事前学習 
テキストを精読し地域包括ケアシステムを

予習する。 

事後学習 

これまでの講義を受け地域共生社会や地域

包括ケアシステムの基本的な考え方とそれ

に関する制度や施策について説明できるよ

うにする。また講義全体を通し個人の暮らし

と生活のあり方を社会福祉との関連で捉え、

その意義と理念を説明できるようにする。

【レポート 3】 

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。 

課題研究

１ 
 

課題研究

２ 
 

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 岡野 泰樹 

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。 
１ 福祉組織の経営戦略の特徴・課題 
２ 福祉組織のマーケティングの特徴・課題 

３ 福祉組織のファイナンス・アカウンティングの特徴・課題 
それぞれA4用紙２枚程度でまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
授業内に配布するプリント教材を使用する。 
【参考書】 

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

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 福祉組織の特徴 

事前学習 福祉組織の特徴を考えておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第３回 福祉組織経営に関係する制度 

事前学習 福祉組織経営に関係する制度を調べておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第４回 福祉組織経営の全体像 
事前学習 福祉組織の経営の特徴を考えておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第５回 福祉組織の経営戦略 
事前学習 経営戦略とは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第６回 福祉組織の経営事例 経営戦略の事例 事前学習 
第５回で学習した経営戦略の特徴を復習し

ておく。 



 

 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第７回 福祉組織のマーケティング 

事前学習 マーケティングとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第８回 福祉組織の経営事例 マーケティングの事例 

事前学習 
第７回で確認した福祉組織のマーケティン
グの特徴を復習しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第９回 福祉組織のファイナンス  

事前学習 ファイナンスとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１０回 福祉組織の経営事例 ファイナンスの事例 

事前学習 
第９回で確認した福祉組織のファイナンス
の特徴を復習しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１１回 福祉組織のアカウンティング 

事前学習 アカウンティングとは何か確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１２回 福祉組織の経営事例 アカウンティングの事例 

事前学習 
第１１回で確認した福祉組織のアカウンテ
ィングの特徴を確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１３回 福祉組織経営のイノベーション 

事前学習 
経営学におけるイノベーションとは何か確
認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１４回 福祉組織の経営事例 イノベーションの事例 

事前学習 
第１３回で確認した福祉組織のイノベーシ
ョンの特徴を確認しておく。 

事後学習 講義内容の確認まとめを行う。 

第１５回 総括 

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） 社会福祉原論 （4単位） 

３．科目番号 

SCMP1103 

SSMP1103 

SPMP11303 

PSMP1403 
２．授業担当教員 田代 幹康 

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 

レポート課題 

「あなたの住む市区町村の福祉に関連する計画について資料を収集し、その概要と特徴について考察せよ」 

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。また、各章、節終了時に授業の内容に関

する確認テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】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。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

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。 

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

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

* 教科書のページについては、新版が出る予定なので変わります。 

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 

オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、試験・レポートについての

説明等、グループ分け、その他） 

「社会福祉とは何か」 

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 社会福祉とは何かについてノートにまとめる。 

第２回 

現代社会における福祉制度と福祉政策① 

（福祉制度の概念と理念、福祉政策の概念と理念） 

「理念としての社会福祉、社会政策としての社会福

祉、その他」 

事前学習 教科書 pp.1～6を読んでくること。 

事後学習 
理念としての社会福祉についてノートにまと

める。 

第３回 

現代社会における福祉制度と福祉政策② 

（福祉制度と福祉政策の関係、福祉政策と政治の関

係） 

「制度としての社会福祉、実践としての社会福祉、

その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 
制度、実践としての社会福祉についてノートに

まとめる。 

第４回 

現代社会における福祉制度と福祉政策③ 

（福祉政策の主体と対象） 

「福祉サービス利用者のとらえ方、福祉ニーズと社

会福祉問題、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.83～94を読んでくること。 

事後学習 ニーズの類型についてノートにまとめる。 

第５回 
福祉の原理をめぐる理論と哲学① 

（福祉の原理をめぐる理論） 
事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ



 

 

「社会福祉の諸理論、その他」 いては教科書 pp.69～82を読んでくること。 

事後学習 
講義で示された社会福祉の各理論についてノ

ートにまとめる。 

第６回 

福祉の原理をめぐる理論と哲学② 

（福祉の原理をめぐる哲学と倫理） 

「倫理綱領、その他」 

事前学習 
事前にソーシャルワークの倫理綱領、行動規範

の資料を配るのでよく読んでくること。 

事後学習 
提示された倫理綱領の事例のポイントについ

てノートにまとめる。 

第７回 

福祉制度の発展過程① 

（前近代社会と福祉） 

「社会福祉の歴史－救貧法、慈善事業、博愛事業、

相互扶助、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.17～23を読んでくること。 

事後学習 
前近代社会における福祉の発展過程について

ノートにまとめる。 

第８回 

福祉制度の発展過程② 

（近代社会と福祉） 

「社会福祉の歴史－第二次世界大戦後の窮乏社会と

福祉、経済成長と福祉、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.23～33を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第９回 

福祉制度の発展過程③ 

（現代社会と福祉） 

「社会福祉の歴史－新自由主義、ポスト産業社会、

グローバル化、リスク社会、福祉多元主義、その

他」 

事前学習 

新自由主義、福祉多元主義、福祉ミックス、ポ

スト産業化社会、グローバル化、各用語につい

て調べてくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１０回 

福祉政策におけるニーズと資源① 

（需要とニーズの概念） 

「社会福祉問題と福祉ニーズ、その他」 

事前学習 
教員より資料を配布するので第 4 回に行った

授業内容について復習しておくこと。 

事後学習 
教員から配布された資料についてノートにま

とめる。 

第１１回 

福祉政策におけるニーズと資源② 

（資源の概念） 

「資源の定義、福祉ニーズと社会福祉問題、その他」 

事前学習 
教員より資料を配布するので第 10 回に行った

授業内容について復習しておくこと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１２回 

福祉政策の課題① 

（社会福祉及び関連する分野の現状と課題） 

「所得保障、児童家庭福祉」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.199～217を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１３回 

福祉政策の課題② 

（社会福祉及び関連する分野の現状と課題） 

 「障害者福祉、高齢者福祉と介護保険」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.217～240を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１４回 

福祉政策の課題③ 

（社会福祉及び関連する分野の現状と課題） 

「母子及び父子並びに寡婦福祉」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.241～251を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１５回 

福祉政策の課題④ 

（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 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.251～260を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１６回 

福祉政策の課題⑤ 

（福祉政策の現代的課題） 

「ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージ

ョン、社会連帯、セーフティネット、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いてはこれまでノーマライゼーションという

用語が教科書に出てきた部分についてまとめ

ておくこと。 

事後学習 
ノーマラィゼーションとソーシャルインクル

ージョンについてノートにまとめる。 

第１７回 福祉政策の課題と国際比較①（イギリス） 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 
イギリスの社会福祉の歩みについてノートに

まとめる。 



 

 

第１８回 福祉政策の課題と国際比較②（アメリカ） 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.46～54を読んでくること。 

事後学習 
アメリカの社会福祉の歩みについてノートに

まとめる。 

第１９回 
福祉政策の課題と国際比較③（ドイツ、スウェーデ

ン） 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.55～65を読んでくること。 

事後学習 
スウェーデン、ドイツの社会福祉の歩みについ

てノートにまとめる。 

第２０回 

福祉政策の構成要素① 

（福祉政策の論点） 

「効率性と公平性、必要と資源、普遍主義と選別主

義、自立と依存、自己選択とパターナリズム、参

加とエンパワメント、ジェンダー、福祉政策の視

座、その他」 

事前学習 
普遍主義、選別主義、パターナリズム、ジェン

ダー、各用語など事前に調べておくこと。 

事後学習 
講義をうけて福祉国家の類型についてノート

にまとめる。 

第２１回 

福祉政策の構成要素② 

（福祉政策における政府の役割） 

「社会福祉行政、国・地方自治体の行政組織、その

他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.127～133を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２２回 

福祉政策の構成要素③ 

（福祉政策における市場の役割） 

「民間福祉活動、社会福祉法人、NPO法人、民間営利

活動、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し事前に教員に提出する。他の学生につい

ては教科書 pp.138～147を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉法人とは何か、についてノートにまと

める。 

第２３回 

福祉政策の構成要素④ 

（福祉政策における国民の役割） 

「社会福祉行政と費用徴収、当事者組織、ボランテ

ィアと住民参加、その他」 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し事前に教員に提出する。他の学生につい

ては教科書 pp.133～138、pp.142～147 を読ん

でくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べノートにまとめる。 

第２４回 
福祉政策の構成要素⑤ 

（福祉政策の手法と政策決定過程と政策評価） 

事前学習 
福祉に関する政策評価について事前に調べて

おくこと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べノートにまとめる。 

第２５回 

福祉政策の構成要素⑥ 

（福祉供給部門） 

「政府部門、民間営利・非営利部門、ボランタリー

部門、インフォーマル部門、その他」 

事前学習 
教員より資料を配布するのでわからない用語

など事前に調べておくこと。 

事後学習 
第一種・第二種社会福祉事業の要点についてノ

ートにまとめる。 

第２６回 
福祉政策の構成要素⑦ 

（福祉供給過程、福祉利用過程） 

事前学習 
教員より資料を配布するのでわからない用語

など事前に調べておくこと。 

事後学習 
介護保険制度におけるサービス利用過程につ

いてまとめる。 

第２７回 
福祉政策と関連政策① 

（福祉政策と教育・住宅政策） 

事前学習 
自らがこれまで受けた福祉教育について考え

てくること。 

事後学習 
わが国の福祉住宅政策・関連する法律・制度に

ついてノートにまとめる。 

第２８回 
福祉政策と関連政策② 

（福祉政策と労働政策） 

事前学習 
法学、労働法関係の授業を受けていたら該当部

分を復習しておくこと。 

事後学習 
生活保護政策における就労促進事業について

ノートにまとめる。 

第２９回 

相談援助活動と福祉政策の関係 

（福祉供給の政策過程と実施過程） 

社会福祉援助の体系と担い手 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメを

準備し、事前に教員に提出する。他の学生につ

いては教科書 pp.150～185を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十分

な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第３０回 
まとめ 

(これまでの講義内容のまとめを行う) 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルをも

ってくること。 

事後学習 

これまで行われた確認テストと教科書を通じ

て理解が不十分な部分についてチェックしノ

ートにまとめること。 

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 青木 正 

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 

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】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 

本科目は、社会福祉を学ぶ上で必要な社会福祉の考え方、歴史、諸理論、福祉ニーズ、援助技術などの基本

的な知識を整理しながら、一緒に学んでいきます。 
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（講義概要、講師紹介等） 

社会福祉とは何か① 理念としての社会福祉 

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。教科書 pp.1～6を読む 

事後学習 社会福祉とは何か考える 

第２回 
社会福祉とは何か② 制度政策としての社会福祉 

          実践としての社会福祉 

事前学習 教科書 pp.6～15を読む 

事後学習 社会福祉を 4つの側面から理解する 

第３回 わが国の社会福祉の歩み① 戦前 
事前学習 教科書 pp.17～21を読む 

事後学習 戦前の社会福祉の歩みを理解する 

第４回 わが国の社会福祉の歩み② 戦後 
事前学習 教科書 pp.21～27を読む 

事後学習 戦後の社会福祉の歩みを理解する 

第５回 わが国の社会福祉の歩み③ 社会福祉基礎構造改革 
事前学習 教科書 pp.28～33を読む 

事後学習 社会福祉基礎構造改革を理解する 

第６回 イギリスの社会福祉の歩み 
事前学習 教科書 pp.33～46を読む 

事後学習 イギリスの社会福祉の歩みを理解する 

第７回 アメリカの社会福祉の歩み 
事前学習 教科書 pp.46～54を読む 

事後学習 アメリカの社会福祉の歩みを理解する 

第８回 諸外国の社会福祉の歩み 

事前学習 教科書 pp.55～65を読む 

事後学習 
ドイツとスウェーデンの社会福祉の歩みを理

解する 

第９回 現代における社会福祉① 社会福祉の考え方 
事前学習 教科書 pp.69～73を読む 

事後学習 社会福祉の考え方を整理する 

第１０回 現代における社会福祉② 社会福祉の理論 
事前学習 教科書 pp.73～79を読む 

事後学習 社会福祉の理論を理解する 

第１１回 
社会福祉政策と福祉ニーズ① 福祉サービス利用者

のとらえ方 

事前学習 教科書 pp.81～86を読む 

事後学習 福祉サービス利用者のとらえ方を理解する 



 

 

第１２回 
社会福祉政策と福祉ニーズ② 福祉ニーズと社会福

祉問題 

事前学習 教科書 pp.87～92を読む 

事後学習 福祉ニーズと社会福祉問題を理解する 

第１３回 社会福祉関係法制と運営① 法源としての憲法 
事前学習 教科書 pp.93～98を読む 

事後学習 法源としての憲法を理解する 

第１４回 社会福祉関係法制と運営② 国際的条約と社会福祉 
事前学習 教科書 pp.99～106を読む 

事後学習 国際的条約と社会福祉を理解する 

第１５回 社会福祉関係法制と運営③ 社会福祉法 
事前学習 教科書 pp.107～114を読む 

事後学習 社会福祉法を理解する 

第１６回 社会福祉関係法制と運営④ 社会福祉六法 
事前学習 教科書 pp.114～121を読む 

事後学習 社会福祉六法を理解する 

第１７回 社会福祉行財政と民間福祉活動① 社会福祉行政 
事前学習 教科書 pp.123～129を読む 

事後学習 社会福祉行政を理解する 

第１８回 
社会福祉行財政と民間福祉活動② 社会福祉財政と
費用徴収 

事前学習 教科書 pp.129～134を読む 

事後学習 社会福祉財政と費用徴収を理解する 

第１９回 社会福祉行財政と民間福祉活動③ 民間福祉活動 
事前学習 教科書 pp.134～142を読む 

事後学習 民間福祉活動を理解する 

第２０回 
社会福祉援助の体系と担い手① ハード福祉とソフ
ト福祉、社会福祉援助技術の体系 

事前学習 教科書 pp.145～156を読む 

事後学習 
ハード福祉とソフト福祉、社会福祉援助技術の
体系を理解する 

第２１回 
社会福祉援助の体系と担い手② 直接援助技術、間

接援助技術 

事前学習 教科書 pp.156～172を読む 

事後学習 直接援助技術、間接援助技術を理解する 

第２２回 社会福祉援助の体系と担い手③ 関連援助技術 
事前学習 教科書 pp.172～181を読む 

事後学習 関連援助技術を理解する 

第２３回 
社会福祉援助の体系と担い手④ 社会福祉援助の担
い手 

事前学習 教科書 pp.181～192を読む 

事後学習 社会福祉援助の担い手を理解する 

第２４回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題① 所得保

障 

事前学習 教科書 pp.195～204を読む 

事後学習 所得保障を理解する 

第２５回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題② 児童家
庭福祉 

事前学習 教科書 pp.205～213を読む 

事後学習 児童家庭福祉を理解する 

第２６回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題③ 障害者
福祉 

事前学習 教科書 pp.213～224を読む 

事後学習 障害者福祉を理解する 

第２７回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題④ 高齢者

福祉と介護保険 

事前学習 教科書 pp.225～237を読む 

事後学習 高齢者福祉と介護保険を理解する 

第２８回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題⑤ 母子及
び父子並びに寡婦福祉 

事前学習 教科書 pp.238～249を読む 

事後学習 母子及び父子並びに寡婦福祉を理解する 

第２９回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題⑥ 地域福
祉 

事前学習 教科書 pp.249～258を読む 

事後学習 地域福祉を理解する 

第３０回 まとめと振り返り 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルをも
ってくること 

事後学習 
自己評価し、理解不足のところは知識を補い、

期末試験に備える。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2単位） 

３．科目番号 
GEBS1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 北爪 克洋 

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 

アサイメントは講義の中で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】東京福祉大学編『レポート・試験はこう書く 新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房 

【参考書】必要な参考書等は講義の中で指示する。また、必要に応じて、プリント等補助教材を配布する。 

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 

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。 

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 初回の講義において提示する 

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 
講義オリエンテーション：これからの講義の内容と進行

についての確認 

事前学習 
「社会福祉」について学ぶぼうと考えた動機

について言語化できるようにする。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第２回 
「社会福祉」とは？：「社会福祉」についてテキストを

用いてレジュメを作成する 

事前学習 
テキスト p6 を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで作成したレジュメ内容を推敲す

る。 

第３回 

「社会福祉」とは？：レジュメの説明（発表） 

「ノーマライゼーション」について：テキストの確認と

プリントの説明 

事前学習 
発表用レジュメの確認とテキスト p55を熟読

し、不明な点を明らかにしておく。 

事後学習 講義で学んだ事項をノートにまとめる。 

第４回 社会保障の概要①：社会保障の意義について 
事前学習 

「社会保障」について自身が理解している事

柄をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第５回 社会保障の概要②：社会保障に関するレジュメの作成 

事前学習 
テキスト p85を熟読し、不明な点を明らかに

しておく。 

事後学習 
グループで社会保障に関するレジュメを完

成させる。 



 

 

第６回 社会保障の概要③：レジュメの発表と解説 
事前学習 作成したレジュメの内容を確認する。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第７回 
「社会福祉サービス」について：社会福祉施設・機関の

理解 

事前学習 テキスト 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第８回 

社会福祉の専門職（社会福祉士）について：社会福祉に

関わる専門職について知るとともに社会福祉士の専門

性について理解を深める 

事前学習 
テキスト p13を熟読し、社会福祉士の社会的

役割について自身の意見をまとめる。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第９回 
社会福祉の専門技術について：社会福祉士が行う相談援

助についてその概要を理解する 

事前学習 
テキスト p138 を熟読し、支援の方法につい

てその体系を調べておく。 

事後学習 講義で学んだ事柄をノートにまとめる。 

第１０回 
実践者の話①：卒業生等から実践活動に関する話を聞

き、社会福祉実践に関する理解を深める 

事前学習 
事前に示された講話者の専門領域について、

その概要を調べておく。 

事後学習 講話内容についてまとめる。 

第１１回 
実践者の話②：卒業生等から実践活動に関する話を聞

き、社会福祉実践に関する理解を深める 

事前学習 
事前に示された講話者の専門領域について、

その概要を調べておく。 

事後学習 講話内容についてまとめる。 

第１２回 
「社会福祉」に関する説明資料の作成：「福祉教育」に

使用する教材を想定し、グループ毎に資料を作成する 

事前学習 
これまでの学習内容、資料等をまとめ、教材

作成に必要な情報を整理する。 

事後学習 発表用資料の作成 

第１３回 
「福祉教育」教材発表①：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１４回 
「福祉教育」教材発表②：グループ毎に作成した教材を

用いてプレゼンテーションを行う 

事前学習 
グループ発表の準備及び他グループの資料

に目を通す。 

事後学習 
グループ発表に対する他グループからのフ

ードバックを受ける。 

第１５回 まとめ 

事前学習 個人レポートの作成 

事後学習 
社会福祉入門において理解が促進した事項

についてまとめ、言語化できるようにする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会保障制度Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP1107 

２．授業担当教員 尹 文九 

４．授業形態 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 

今日、高齢者をめぐる諸問題は社会全領域において重要なテーマのひとつである。したがって、本授業で
は高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護（高齢者虐待や就労の実態を含む）について理
解する。また、高齢者保健福祉制度の発展過程について、特に介護保険制度の仕組みやサービスの内容など
について詳しく検討すると同時に、その制度が持つ社会的な意味や残された課題について学ぶ。 

８．学習目標 

１．社会保障と関連したさまざまな専門用語についての知識を身につける。 
２．社会保障の基本理念や制度の歩みについて理解し、説明することができる。 
３．社会保障制度が国民の生活と関連し、どのような役割や機能を担当しているのかについて理解し、説明

することができる。 
４．社会保障の機能及び役割について理解し、説明することができる。 
５．社会保障制度の財政状況や問題点について学び、説明することができる。 
６．社会保険制度(医療保険制度、介護保険制度、年金制度)について理解し、説明することができる。 
７．公的扶助制度について理解し、説明することができる。 
８．日本の社会保障制度が抱える基本問題について、その解決策を自分で考える能力を身につけられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題１：社会保障の仕組みについて(1200字) 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】椋野美智子、田中耕太郎著『はじめての社会保障７版』有斐閣、2009年。 

【参考書】坂口正之 岡田忠克編『よくわかる社会保障 第３版』ミネルヴァ書房、2009年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会保障制度の理念や目的など基本的なことについて理解されているのか 

2．社会保障制度の仕組みとサービスの内容について理解されているか 

3．社会保障の財政や課題などについて理解されているのか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：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。 

 受講生は上記の目的達成のため、下記の事を守ることが期待されている。 

１）授業中は常に緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

２）席は前から男女混合で座ること。 

３）授業中に理解できなかったことをそのまま放っておかず、質問をすること。 

４）授業中は私語、居眠り、また途中入出をしないこと(減点の対象になる)。 

５）宿題及びレポートの提出期間を厳守すること。 

６）グループ討議にはメンバー全員が積極的に参加することと他人が発表するときはきちんと傾聴すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する(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 
オリエンテーション 

シラバス説明と社会保障を学ぶ意義について 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に目を通し、

講義に臨むこと 

事後学習 社会保障を学ぶ意義についてまとめる 

第２回 
社会保障の概念と理念 

社会保障制度の全体的な仕組み 

事前学習 pp.4～6を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会保障制度の全体的な仕組みについてまとめる 

第３回 

社会保障を取り巻く状況 

１、人口の変化 ２、家族の変化 

３、地域の変化 ４、国民生活構造の変化 

事前学習 現在日本の社会保障を取り巻く状況についてまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第４回 
社会保障の歴史 

世界と日本の社会保障制度の歩みについて 

事前学習 pp.254～264を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 日本の社会保障制度の歩みの特徴についてまとめる 

第５回 社会保障の意義や機能 
事前学習 pp.264～269を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会保障の機能についてまとめる 

第６回 
社会保障の実施体系 

措置制度、契約、公的扶助の違いについて 

事前学習 pp.85～97を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 実施体系の中ひとつを選び、それについてまとめる 

第７回 
社会保障の財源 

社会保障給付費の現状と今後の課題 

事前学習 pp.270～278を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会保障財政の課題についてまとめる 

第８回 

社会保障と社会福祉 

社会保障と社会福祉の機能や役割について違い

や類似点とは 

事前学習 pp.81～85を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会保障と社会福祉の違いや類似点についてまとめる 

第９回 

社会保障と公的扶助（生活保護制度） 

社会保障と公的扶助の機能や役割について違い

や類似点とは 

事前学習 pp.72～80を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 公的扶助と社会福祉の相違点についてまとめる 

第１０回 

社会保障と社会保険 

社会保障と社会保険の機能や役割について違い

や類似点とは 

事前学習 社会保険医の種類についてまとめる 

事後学習 社会保険の中ひとつを選び、それについてまとめる 



 

 

第１１回 

社会保障と民間保険制度 

社会保障と民間保険制度の機能や役割について

違いや類似点とは 

事前学習 pp.229～245を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 社会保険と民間保険の相違点についてまとめる 

第１２回 
社会保障と介護保険制度（１） 介護保険制度

の仕組みと社会保障制度との関係 

事前学習 pp.108～121を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 介護保険制度の仕組みについてまとめる 

第１３回 
社会保障と介護保険制度（２） 介護保険制度

改正とサービスについて(ビデオ） 

事前学習 pp.122～137を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 ビデオを見て改正された内容をまとめる 

第１４回 介護認定プロセス 
事前学習 介護サービス認定のプロセスについてまとめる 

事後学習 講義で理解した内容をまとめる 

第１５回 介護提供体制と権利保護 
事前学習 pp.137～142を熟読し、要点をまとめる 

事後学習 成年後見制度についてまとめる 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 授業研究（総合学習を含む） （2単位） 

３．科目番号 EDEL2320 

２．授業担当教員 沼澤 清一 

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 

この講義は、「小学校で実践されている授業についての研究」と「総合的な学習の時間」の内容について
学習を深める。 

小学校での教育が目指す方向性について学習指導要領の趣旨や目指すべき学力観について正しく理解す
るとともにより良い授業を目指すために「評価」という観点から考察検討していく。 
小学校教育の基本は「授業」であり、授業にかかわる児童の姿や教師の教材研究などについて授業実践

例を基にして考えを深めたいと考えている。 
さらに「総合的な学習の時間」に関しても、その内容や具体的な事例などを踏まえて、「総合的な学習の

時間」の進め方などを踏まえて実践する。 

８．学習目標 

(1)学習指導要領の趣旨や内容を理解する。 
(2)目指すべき学力観について理解する。 

(3)授業の評価の実際について理解する。 
(4)「総合的な学習の時間」の趣旨、内容を理解し、主体的に学ぶ総合的な学習の時間の流れを、実践を通
して理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

【課題レポート】 

・次の①と②を課題レポートとする。 

① 第８回の講義後に提出する「指導案」 

② 第15回の講義で提出する発表原稿 

・振り返りシート・・毎回の講義終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、

自分自身はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】沼澤清一『有田式“発問・板書”が身につく！社会科指導案の書き方入門』学芸みらい社、2017。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 授業研究の理論や方法について理解し、授業の改善・充実について自らの考えを深めることができる。 

２ 教材研究や模擬授業等を通して、実践的に授業研究を進める基礎を身に付けることができる。 

○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（模擬授業を含む）        総合点の４０％ 

２ 課題レポート                     総合点の４０％ 

３ 期末テスト                     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・小学校教育の基本である「授業」について、できるかぎり、実践例を基にして考えを深めていきたいと

思います。 

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 

オリエンテーション 

新学習指導要領の趣旨と目指すべき学力観について 

現代の子どもの置かれた環境と教育について理解し、

「良い授業」についての考察検討を行う。 

事前学習 

自分の受けてきた授業の中で、良い授業につ

いて、具体的に発表できるようにまとめてお

く。 

事後学習 
模擬授業の内容を振り返り、良い授業につい

ての自分なりの考えをまとめる。 

第２回 

授業のあり方Ⅰ 

授業の見方の視点について 

授業ビデオから、教師の役割を捉える。 

事前学習 
これまで自分の受けてきた授業の中での教

師の役割についてまとめておく。 

事後学習 教師の役割についての自分の考えを深める。 

第３回 

授業のあり方Ⅱ 

教材編成の仕方について 

子どもを動かす教材・板書の仕方 

模擬授業①：６年社会科・歴史 

事前学習 
平安時代の学習の導入をどのように行うか

について考えておく。 

事後学習 
模擬授業を通して学んだこと・気づいたこと

をまとめる。 

第４回 

授業の構成Ⅰ 発問・指示・説明 

 中心発問の位置づけについて 

 同一教材をもとにして、中心発問の設定の違いによる

学びの違いをグループ検討を通して具体的に考える。 

事前学習 
「発問」「指示」「説明」の違いについて考え

ておく。 

事後学習 
「発問」「指示」「説明」の視点から教師のこ

とばについてまとめておく。 

第５回 

授業における評価のあり方 

学習指導要領・教科書（指導書）・指導要録・通知表・

教師の日々の記録の繋がりから評価の実際を学ぶ。 

事前学習 
評価について、これまで学んだことを振り返

っておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、評価のあ

り方についてまとめる。 



 

 

第６回 

授業の構成Ⅱ 発問・指示・説明 

 自作発問構成の位置づけについて 

 同一指導案でも発問の順番を変えることにより、学び

の違いが生じることをグループ検討で理解し、自分なり

の発問の流れを指導案の本時形式にまとめる。 

指導案の書き方Ⅰ 

 単元の目標・評価規準・指導計画について、具体的に

資料を探して書く。 

事前学習 中心発問について確認しておく。 

事後学習 
自作発問作成時の考え方についてまとめて

おく 

第７回 

授業の構成Ⅲ 発問・指示・説明 

 発問の位置づけについて 

 前時に作成した指導案の検討を行う。 

指導案の書き方Ⅱ 

 単元の目標・評価規準・指導計画について、具体的に

資料を探して書く。 

事前学習 

前時の発問構成について確認しておく。 

★テーマ（第 6回終了時に伝える）をもとに

自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
グループ学習で確認した指導案の形式で参

考となるものをまとめておく。 

第８回 
指導案の書き方Ⅲ 

 本時の学習について、教科書・資料をもとにまとめる。 

事前学習 本時の学習の構成を練っておく。 

事後学習 指導案の完成。 

第９回 

総合的な学習の時間① 

新旧学習指導要領の比較を通して、総合的な学習の時

間の改訂のポイントを捉える。 

事前学習 
配付された資料（新旧学習指導要領の比較）

をもとに、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、改訂のポ

イントをまとめる。 

第１０回 

総合的な学習の時間② 

小学校学習指導要領解説の総合的な学習の時間編、目

標の構成と趣旨から 

・探究的な見方・考え方 

・横断的・総合的な学習 

について学ぶ。 

事前学習 
事前配布した資料を読み、概要についてまと

め、疑問点などを抜き出しておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、目標の構

成と趣旨についてまとめる。 

第１１回 

総合的な学習の時間③  総合的な学習の時間の実際 

探究を導く課題設定について、 

実践記録をもとに、意見の交流を通して検討する。 

 「東根市のさくらんぼ」 

事前学習 
総合で自分の受けてきた授業を振り返って

おく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、教材化の

ポイントをまとめる。 

第１２回 

総合的な学習の時間④  総合的な学習の時間の実際 

 総合的な学習について 

実践記録をもとに、意見の交流を通して検討する。 

「燃料電池自動車」とこれからのエネルギー教育 

事前学習 
エネルギー学習の視点から教材化できるも

のについて考えてくる。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、総合的な

学習の視点についてまとめる。 

第１３回 

総合的な学習の時間⑤  総合的な学習の時間の実際 

 横断的学習について 

実践記録をもとに、意見の交流を通して検討する。 

「水の流れ」 

事前学習 既習の水を使った学習をまとめておく。 

事後学習 
授業で取り扱った内容を振り返り、横断的学

習の視点についてまとめる。 

第１４回 
総合的な学習の時間⑥ 

探究課題の作成・指導計画（発表準備） 

事前学習 探究課題作成の準備を行う。 

事後学習 発表の準備を行う。 

第１５回 
総合的な学習の時間⑦ 

探究課題の作成・指導計画（発表会） 

事前学習 
これまでの授業のポイントについて整理し

まとめておく。 

事後学習 

発表について振り返りを行う。発表原稿を提

出する。授業で取り扱った内容を振り返ると

ともに不十分だった内容を復習し理解を深

める。 

 



 

 

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・障害児心理学／障害児・者の心理 （2単位） 

３．科目番号 

SSMP3332 

SBMP3332 

SCMP3332 

SNMP3332 

EDPS3304 

PSMP3117 

２．授業担当教員 野口 理英子 

４．授業形態 講義、討議、発表、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 

身体障害、知的障害及び精神障害の概要とその特性を理解し、その心理的影響と併せて、それぞれの障害
を持つことで発達段階に応じた心理的影響を理解する。また、障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な
支援とその人を取り巻く家族や社会のあり方や制度を学ぶ。 

８．学習目標 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要を理解し、一般的な心理的傾向を把握し、説明することができ

る。 

２．障害児・者を持った家族の心理を理解し、説明することができる。 

３．障害受容の一般的な過程とその実態について理解し、説明することができる。 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度を理解し、自分の考えを述べることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．小グループを編成し、テーマごとに発表を行う。 

２．課題シートを作成する（毎回を予定）。 

３．レポートを作成する（1200字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】指定しない。授業内で資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１～４について理解し説明できるか。 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要と一般的な心理的傾向 

２．障害児・者を持った家族の心理 

３．障害受容の一般的な過程とその実態 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ４０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

以下のことを心がけて下さい。 

１．授業には積極的な態度で参加して下さい（意見を述べる、質問する、等）。 

２．事前・事後学習を通して、理解を深めて下さい。 

３．他の受講生に迷惑をかけないで下さい（発表時に欠席する、私語、等）。 

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 

講義の概要について説明する。 

テーマごとに行われる発表のグループ編成を行う。 

事前学習 シラバスの内容を確認する。 

事後学習 グループで発表の打合せをする。 

第２回 

障害児・者をめぐる動向 

 障害の捉え方 

 障害児・者への教育と福祉 

事前学習 障害分類について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第３回 
発達障害児・者の心理と支援（1） 

 LD・ADHDを中心に 

事前学習 LD・ADHDについて調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第４回 
発達障害児・者の心理と支援（2） 

 自閉スペクトラム症を中心に 

事前学習 
自閉スペクトラム症について調べ、まとめ

る。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第５回 
発達障害児・者の心理と支援（3） 

 発達障害児・者への教育的支援 

事前学習 特別支援教育について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第６回 情緒障害の心理と支援 
事前学習 情緒障害について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第７回 
精神障害者の心理と支援（1） 

 心因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（心因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第８回 
精神障害者の心理と支援（2） 

 内因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（内因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第９回 
精神障害者の心理と支援（3） 

 外因性の問題を中心に 

事前学習 精神障害（外因性）について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１０回 視覚障害児・者の心理と支援 
事前学習 視覚障害について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１１回 聴覚障害児・者の心理と支援 
事前学習 聴覚障害について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 



 

 

第１２回 肢体不自由児・者の心理と支援 
事前学習 肢体不自由について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１３回 
障害児・者を持つ家族の心理と支援 

 障害受容と価値観の変容 

事前学習 障害受容について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１４回 障害者の職業と生活の質の向上 
事前学習 障害者の雇用について調べ、まとめる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１５回 まとめ 
事前学習 授業の内容について整理する。 

事後学習 レポートを作成し、提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害者介護論 （2単位） 

３．科目番号 SNMP2118 

２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 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 

障害の種類や程度及び原因(医学的を含め)を理解し、それぞれの障害のある人の生活について、事例を通

して理解していく。その中で生活支援を介護福祉士がどのように担っていくのかを具体的に事例を通して学

んでいけるように展開していく。 

８．学習目標 

1.障害の種類や程度及び原因(医学的を含む)症状を理解し、生活への影響を考えることができる。 

2.障害のある人の生活を理解し、介護の視点を考えることができる。 

3.障害のある人の生活とICFの概念を理解し生活環境の改善を考えることができる。 

4.介護福祉士の役割と支援の方法を理解し、幅広い連携を考えることができる。 

5.障害のある人の生活を支える社会的取り組み、及び現状を理解し、自立に向けた支援の方法を考えること

ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業内でまとめられなかったレポート、演習シート等は、次回の授業までに整理して提出して下さい。 

・授業の進行具合や、学生の理解度に応じて、課題を提示する場合があります。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新・介護福祉士養成講座８『生活支援技術Ⅲ』中央法規出版 2019 

【参考書】 

授業中に資料を配布する。その他参考書等については適宜授業内で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.障害の種類や程度及び原因(医学的を含む)症状を理解し、生活への影響を考え、介護の視点を考えること

ができたか。 

2.障害のある人の生活と ICFの概念を理解し生活環境の改善を考えることができたか。 

3.障害のある人の生活を支える社会的取り組み、及び現状を理解し、自立に向けた支援の方法を考えること

ができたか。 

○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 20％ 

2.授業態度 20％ 

3.小テスト 60 

12．受講生への 

メッセージ 

・「こころとからだのしくみ」と関連付けて学習してください。 

・授業に積極的に取り組み、提出物は必ず期限内に提出してください。評定に反映されます。 

・授業内容の理解度を確認する小テストを行います。（第 5、9、13、15回）テストの結果は評定に反映され

ます。 

・机上に携帯電話など教材以外のものを置くこと、他者の学習の迷惑になる行為は慎むこと。 

・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て、授業内容やプリント等を確認する

こと。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。その他については、第 1回で説明します。 

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 

障害の基礎的理解① 

障害の概念、障害者福祉の基本理念 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 
障害とはどういうものなのかについて考え

る。 

第２回 

障害の基礎的理解② 

障害の種類 ICFの考え方 障害について考える 

グループディスカッション 

事前学習 
障害のある人の暮らしについて、自らの体験

を通して学ぶ。 

事後学習 

体験、グループディスカッションをとおして 

障害とはどういうものなのかを整理する。

（A4レポート用紙 1枚） 

第３回 
障害のある人の生活の理解① 

視覚・聴覚障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 
視覚障害のある人の活動制限や参加制約に

ついて、考えておく。 

事後学習 
視覚障害のある人の介護の留意点を整理す

る。 

第４回 
障害のある人の生活の理解② 

言語障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 
聴覚・言語障害のある人とのコミュニケーシ

ョン手段について調べておく。 

事後学習 
聴覚・言語障害のある人の介護の留意点を整

理する。 



 

 

第５回 

障害のある人の生活の理解③ 

肢体不自由（運動機能障害）のある人の生活と介護の

視点 

事前学習 肢体不自由の原因疾患について調べておく。 

事後学習 
肢体不自由（運動機能障害）のある人の介護

の留意点を整理する。 

第６回 

障害のある人の生活の理解④ 

内部障害のある人の生活と介護の視点 

心臓機能障害、腎機能障害、呼吸機能障害 

事前学習 
内部障害の種類と原因疾患について、調べて

おく。 

事後学習 
内部障害のある人の介護に必要な知識につ

いて整理する。 

第７回 

障害のある人の生活の理解⑤ 

内部障害のある人の生活と介護の視点 

膀胱・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、

肝臓機能障害 

事前学習 
ストマについて調べ、ストマのある人の活動

制限や参加制約について考えておく。 

事後学習 
内部障害のある人の介護に必要な知識につ

いて整理する。 

第８回 
障害のある人の生活の理解⑥ 

高次機能障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 高次脳機能障害の種類について調べておく。 

事後学習 
高次脳機能窓外のある人の介護の留意点に

ついて整理する。 

第９回 
障害のある人の生活の理解⑦ 

知的機能障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 知的障害の程度について、調べておく。 

事後学習 
知的障害のある人との関わり方について整

理する。 

第１０回 
障害のある人の生活の理解⑧ 

精神障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 精神疾患の種類について調べておく。 

事後学習 
精神疾患のある人との関わり方について整

理する。 

第１１回 
障害のある人の生活の理解⑨ 

発達障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 発達障害の種類について、調べておく。 

事後学習 
知的障害と発達障害の違いについて整理す

る。 

第１２回 
障害のある人の生活の理解⑩ 

重症心身障害のある人の生活と介護の視点 

事前学習 大島分類について調べておく。 

事後学習 
重症心身障害のある人の介護の留意点につ

いて整理する。 

第１３回 
障害のある人の生活の理解⑪ 

 難病のある人の生活と介護の視点 

事前学習 難病の定義について、調べておく。 

事後学習 
難病のある人の介護における医療との連携

について整理する。 

第１４回 
障害のある人に対する支援① 

介護の基本視点、家族への支援 

事前学習 
障害のある人を介護する家族の苦悩につい

て考える。 

事後学習 レスパイトケアについて整理する。 

第１５回 
障害のある人に対する支援② 

社会資源の利用と開発、連携と協働 

事前学習 
障害のある人が活用できる社会資源につい

て調べておく。 

事後学習 

障害のある人が地域で安心して暮らし続け

るために、地域においてどのような支援体制

が整えられるか整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2単位） 

３．科目番号 

SBMP2301 

SSMP2101 

SCMP2101 

SNMP2301 

PSMP2401 

２．授業担当教員 立松 英子 

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 

教科書のキーワードから興味ある語を４つ選び、書式にしたがって1000字程度でレポートする。 

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 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度（第 6 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 

障害者の支援については、理念や制度についての知識、障害そのものに関する専門的知識、カウンセリン

グの知識、医療や教育･心理など周辺分野の役割など多方面にわたる知識・技能が必要とされる。法制度も、

措置制度から支援費制度、障害者自立法へと変遷を経て、さらに障害者総合支援法へと激しく変化している。

福祉現場での相談業務や作業支援や介護支援、また、活動への具体的支援を通して障害当事者や家族に直接

関わる専門職種としての専門職倫理を身につけながら学んでください。 

① 授業中に私語、居眠り、飲食しないこと。 

② 教室を散らかしたり、机を汚したりしないこと。 

③ マナーを守り大学生としての自覚的学習態勢を確立すること。 

④ 社会人としての必要な自立姿勢を確立すること。 

13．オフィスアワー 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 

1．障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・

介護需要 

・障害の概念 

・障害者の実態(障害種類・年齢・原因・疾患別生活実

態) 

・障害者の福祉・介護需要の実態(福祉・介護に関わる

ニーズ等 

・障害者の地域移行や就労の実態 

事前学習 
教科書の第 1章「障害者を取り巻く社会情勢

と生活実態」を通読しておくこと 

事後学習 

「国際障害分類（ICIDH）」と「国際生活機能

分類（ICF）」の考え方の違いを自分なりに整

理しておくこと。 

第２回 

2．障害者福祉制度の発展過程 

・障害者福祉とは 

・国際的動向(リハビリテーション、ノーマライゼーシ

ョン、当事者運動や参加等)と今日における世界の到

達点 

・日本の障害者福祉の動向 

事前学習 
教科書第 1章第 1節「障害者を取り巻く社会

情勢」を通読しておくこと。 

事後学習 
授業で得られた知見、気づきを学習ノートに

まとめ、理解を深める。 



 

 

第３回 

3．障害者総合支援法 

・障害者総合支援法の目的と手続き 

・障害者福祉の種類と内容 

・権利擁護と苦情解決 

事前学習 
教科書第 3章第 1節「障害者総合支援法の理

念・考え方」を通読しておくこと。 

事後学習 
「障害者総合支援法」とそれまでの法制度と

の相違をまとめておく。 

第４回 

4 組織及び団体の役割と実際 

・国や地方公共団体と民間福祉団体（社会福祉施設や事

業所）との役割分担 

・労働関係機関や教育機関とのつながり 

＊外部講師による講話 

事前学習 

教科書第 5章「組織・機関の役割」を通読し

ておくこと。／群馬県下にどのような社会福

祉施設や事業所があるか調べておく 

事後学習 
組織間の連携の視点について、自分なりの考

えをまとめる 

第５回 

5．専門職の役割と実際 

・相談支援専門職の役割 

・サービス管理責任者の役割 

・居宅介護従事者の役割 

事前学習 
教科書第 6章「専門職の役割と実際」を通読

しておくこと。 

事後学習 

相談支援専門員、サービス管理責任者、児童

発達管理責任者、生活支援員などの役割につ

いて、学習ノートにまとめる。 

第６回 

6 多職種連携、ネットワーキングと実際 

・医療関係者との連携 

・労働関係者との連携 

・教育関係者との連携 

・連携の方法と実際 

事前学習 

教科書第 7章「多職種連携・ネットワーキン

グ」について通読しておく／連携先にはどの

ような専門職がいるか調べておく。 

事後学習 
多職種連携、ネットワーキングにおける留意

点について自分なりの考えをまとめておく 

第７回 

7．相談支援事業所の役割と実際 

・相談支援事業所の組織体系 

・相談支援事業所の活動の実際 

事前学習 
教科書第 3章第 6節「地域生活支援事業」を

通読しておくこと。 

事後学習 
相談支援事業所の組織体系や活動について

学習ノートにまとめておく 

第８回 

8．身体障害者福祉法 

・身体障害者福祉法概要 

・身体障害者手帳と関連制度 

事前学習 
教科書第 2章第 2節「身体障害者福祉法」を

読んで、わからない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第９回 

9．知的障害者福祉法 

・知的障害者福祉法の概要 

・療育手帳と関連制度 

事前学習 
教科書第 2章第 3節「知的障害者福祉法」を

読んで、わからない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第１０回 

10．精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の概要 

・精神保健福祉手帳と関連制度 

事前学習 
教科書第 2章第 4節「精神保健福祉法」を読

んで、わからない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第１１回 

11．発達障害者支援法 

・発達障害者支援法の概要 

・発達障害者支援センターの役割 

事前学習 
教科書第 2章第 5節「発達障害者支援法」を

読んで、わからない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第１２回 

12．障害者基本法 

・障害者基本法の概要 

・2004年 6月の改正とその経緯 

・その他の障害や難病の附帯決議(参議院内閣委員会)

について 

事前学習 
教科書第 2章第 1節「障害者基本法」を読ん

で、わからない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第１３回 
13．心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律の概要と課題 

事前学習 
教科書第 2章第 7節「医療観察法」を読んで、

わからない言葉を抽出しておく 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第１４回 14．障害者へのテクノロジー支援 
事前学習 

障害者へのテクノロジー支援（ICT）にはど

のようなものがあるか Webで調べておく 

事後学習 ICTの現場への導入における課題を挙げる 

第１５回 

15．障害者の雇用の促進等に関する法律 

・障害者の雇用の促進等に関する法律の概要 

・障害者の雇用・就労に関する課題／まとめ 

事前学習 これまでに学習したことをまとめておく 

事後学習 
理解が足りなかった部分で授業により明ら

かになったことをノートにまとめておく 

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 

SNMP2341 

SCMP2341 

SBMP2341 

SPMP2341 

SJMP2119 

２．授業担当教員 立松 英子 

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 

・レポート課題：与えられた事例について、書式にしたがってレポートしてください。 

・小テスト：用語の理解について小テストを実施します。 

・期末レポート課題：事例についての論文課題：「あなたが考えるよりよい療育実践について、事例にもと

づいて論説しなさい」本課題により、障害児保育の理論と実践がどこまで身に付いたか確認します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 小林保子・立松英子共著『保育者のための「障害児療育」-理論と実践をつなぐ-』改訂 2 版,

学術出版会､2017。 

【参考書】 厚生労働省 『保育所保育指針解説』（平成 30年 2月） 厚生労働省 2018 

     その他、実践場面の DVDや関連ウェブサイトを授業で紹介します。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．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 

・障害がある子どもやその家族の理解は、ふれあうこと、接することから始まります。地域のボランティア

活動や療育・教育活動に積極的に参加することをお勧めします。 

・授業中の私語、居眠り、携帯電話の操作、飲食等は禁止します。 

・休憩時間と授業の区別をしましょう。大学生として節度ある態度で授業に臨んでください。 

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 
オリエンテーション 

障害の理解① 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.11～23）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第２回 
障害の理解② 子どもの生活を支える福祉や医療、各種

法制度 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.25～36）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第３回 障害のある子の発達 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.37～46）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく 

第４回 療育期における家庭への子育て支援 事前学習 
教科書第 4 章（pp.47～58）を読み、親の障

害の受容について確認をしておく。 



 

 

事後学習 
親の障害受容とその変遷について重要点を

学習ノートにまとめておく 

第５回 療育の種類、早期療育・相談事業 

事前学習 

教科書第 5 章（pp.59～68）を読んで、イン

クルーシブ保育から就学までの流れを確認

をしておく。 

事後学習 
療育の種類、早期療育の重要性について自分

なりにまとめておく。 

第６回 地域における専門機関の役割とサービス 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.69～76）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第７回 発達及び障害に関する用語の理解 
事前学習 

これまでの学習で分からなかった用語を確

認しておく。 

事後学習 小テストに向けて用語の確認をする。 

第８回 小テスト 
事前学習 

用語の関連事項について調べ、理解を深めて

おく。 

事後学習 解答できなかった用語について復習をする。 

第９回 
グループ演習１，２ 

知的障害を伴う子ども保育援助 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.111～117）を読んで、わ

からない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１０回 
グループ演習３，４ 

自閉スペクトラム症を伴う子どもと保育援助 

事前学習 
教科書第 11章（pp.135～144）を読んで、わ

からない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１１回 
グループ演習５，６ 

肢体不自由や重症心身障害を伴う子どもと保育援助 

事前学習 
教科書第 10章（pp.119～134）を読んで、わ

からない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１２回 
グループ演習７，８ 

視覚障害･聴覚障害を伴う子どもと保育援助 

事前学習 
視覚障害とは、聴覚障害とは何か事前に調

べ、疑問点を明らかにしておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１３回 「気になる子」と保育援助 

事前学習 
教科書 12章（pp.145～152）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１４回 就学への移行と特別支援教育 

事前学習 
教科書第 7 章（pp.77～91）を読んで、わか

らない言葉を抽出しておく。 

事後学習 
授業で明らかになった専門用語の意味につ

いて学習ノートにまとめておく。 

第１５回 
論文課題「あなたが考えるよりよい療育実践について、

事例にもとづいて論説しなさい」 

事前学習 

これまでに学んだことを振り返り、時間内に

論文課題を終えられるよう考えをまとえて

おく。 

事後学習 
第 1回の時の理解と現在の理解度の違いを確

認してみる。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
障害の理解Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SNMP2114 

SSMP2314 

SCMP2314 

SBMP2314 
２．授業担当教員 櫻井 恵美 

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と教員養成（福祉科）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」、「認知症の理解Ⅰ」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 

①授業中に提示し、ミニレポートを作成して提出する。（第2，11，15回） 

②第9回 バリアとなっている現状と対策について演習シートにまとめる。 

③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福祉専門職等の役割について、指定用紙に

まとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新・介護福祉士養成講座８『生活支援技術Ⅲ』中央法規出版 2019 

【参考書】 

授業内で適宜紹介する。 

【教材】 

ＤＶＤなどの視聴覚教材を必要に応じて使用する。 

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｢わが国の障害者の実態｣ 

わが国における障害者の分類のもと、身体障害者、知

的障害者、精神障害者の数について、数値的データを基

に実態について理解していく。また、専門職として支援

していく上で障害者が持つニーズの把握を概略的に理

解できるように進めていく。 

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」ということばについて考える」 

・医学的側面から、身体、感覚、内部機能、精神、知的、

高次脳機能、難病などの障害の定義を理解する。 

・障害の考え方 

事前学習 プリントを読み、障害について考える。 

事後学習 

障害の捉え方、考え方について整理し、自己の

考えをレポート（A41枚）にまとめる。次回の

授業で提出。 



 

 

第３回 

テーマ｢ノーマライゼーション｣ 

障害者とノーマライゼーションについて理解すると共

に、わが国におけるノーマライゼーションの理念につい

て、具体的にどのような形で実現されているかについて

理解を深めていく。また、ノ－マライゼーションの具体

例についてもふれながら、専門職として実践につなげら

れるように進めていく。 

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 
ノーマライゼーションの理念に基づく障害者

支援について整理する。 

第４回 

テーマ「リハビリテーションの概念」 

リハビリテーションの目標としての全人間的復権、社会

的自立について理解する。 

事前学習 
リハビリテーションの言葉の意味を確認して

おく。 

事後学習 
障害者におけるリハビリテーションの必要性

を整理する 

第５回 
テーマ「障害とは何か」 （ゲストスピーカー） 

医学モデルと社会モデル、ICIDHと ICFを理解する。 

事前学習 
障害とは何かを考え、自分の考えをまとめてお

く。 

事後学習 
ICIDHと ICFの違いをまとめ、障害の捉え方に

ついて再考する。 

第６回 

テーマ｢身体的障害について①｣ 

身体、感覚、などの障害について、障害が及ぼす日常生

活への影響を理解する。 

事前学習 
テキストをよく読み、身体障害、難病について

確認しておく。 

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「身体的障害について②」 

内部障害と障害が及ぼす日常生活への影響を理解する。 

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８回 

テーマ「身体的障害について③」 

高次脳機能障害と障害が及ぼす日常生活への影響を理

解する。 

事前学習 
テキストをよく読み、高次脳機能障害について

確認し、ノートに整理しておく。 

事後学習 
高次脳機能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「バリアはどこ？｣ 

障害者を取り巻く障壁について調査し、環境(人的、物

的、地域、社会)が及ぼす影響を考えていく。多様なニー

ズに対応していく為に環境の重要性と多様性について

理解できるよう、障害者が生活していくうえで、適切な

支援ができるように、具体的な改善策を考える。 

事前学習 
障害者の生活におけるバリア、日常生活におけ

る支援のあり方を考える。 

事後学習 
障害者が生活を行なう上で、バリアとなってい

る現状と対応について演習シートに整理する。 

第１０回 
テーマ「精神的障害について」 

精神障害と障害が及ぼす日常生活への影響を理解する。 

事前学習 精神障害について確認し、ノートにまとめる。 

事後学習 
精神障害の特性、関りの基本をノートに整理す

る。 

第１１回 

テーマ「障害のある人に対する介護の基本的視点①」 

尊厳の保持、エンパワメント、ストレングスモデルなど

を介護の基本的視点とすることを理解する。本授業の中

で学んだ内容から課題を提示し、授業内でミニレポート

を作成し、提出してもらう。 

事前学習 
第 6～10回の授業内容を振り返り、尊厳とは何

かを考える。 

事後学習 
障害のある人に対する支援の基本視点につい

て整理し、ミニレポートにまとめる。 

第１２回 

テーマ「障害のある人に対する介護の基本的視点②」 

障害のある人に対する介護の基本的視点について事例

を通して理解を深める。 

事前学習 ＡＬＳについて調べておく。 

事後学習 事例についての支援の視点を整理する。 

第１３回 

テーマ｢障害のある人の家族への支援｣ 

障害者を支援する最も身近な家族について焦点をあて、

障害者を抱える家族の心理的な視点や社会における立

場等について理解すると共に、家族への支援が障害者の

自立支援に与える影響について具体的な例をあげなが

ら学べるように進めていく。 

事前学習 
障害のある人を介護する家族の苦悩について

考える。 

事後学習 
家族との連携、家族への支援の重要性を整理す

る。 

第１４回 

テーマ｢連携と協働｣ 

地域における障害者及び家族に対してのサポート体制、

特に機関や職種について理解すると共に、専門職として

連携をどのようにとっていくことが必要であるか、実践

につなげられるように進めていく。 

事前学習 

テキストの第 6章「連携と協働」を読んでおく。

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 

まとめ 

障害の理解Ⅰの概略的まとめとして考え、「障害のある

人がいきいきと自立して暮らすためには」について、レ

ポートを作成する。 

事前学習 

第 1～14回までの授業、ミニレポートを振り返

り、障害のある人への支援のあり方について考

えをまとめておく。 

事後学習 

自己の障害に対する考え方、障害のある人への

介護観、介護福祉士としての役割を整理し、実

践できるようにする。 

 



 

 

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 梶原 洋生 

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 

１ 授業内でリアクションペーパーの提出を義務付け、理解習熟度の確認を行う。 
２ 課題レポートの提出を義務付ける。テーマ：「少年事件における家庭裁判所の役割について」 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】藤原正範『少年事件に取り組むー家裁調査官の現場から』岩波新書。 
【参考書】鮎川潤『新版 少年非行の社会学』世界思想社。 

日本弁護士連合会『子どもの権利 ガイドブック』明石書店。 
松嶋秀明『関係性のなかの非行少年』新曜社。 

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 

 社会事象である非行・犯罪問題について考える習慣を身に付けたい。 

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 はじめに 
事前学習 教科書の第１章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 配布資料について 200字以内でまとめる。 

第２回 
子ども・児童・少年の権利という考え
方 

事前学習 第 1章内の事例について 200字以内でまとめる。 

事後学習 
「成長権」について参考文献を図書館で調べ、200字以内にまと
める。 

第３回 
社会と法の視点から① 
―出生の権利論― 

事前学習 「出生」の定義について調べる。 
事後学習 「出生」について 200字以内でまとめる。 

第４回 
社会と法の視点から② 
―発達の権利論― 

事前学習 「発達」の定義について図書館で参考文献を探してみる。 
事後学習 「発達」について 200字以内でまとめる。 

第５回 
社会と法の視点から③ 
―子どもの権利論― 

事前学習 
「子ども」のルールについて『権利』の視点で取り上げた文献を
探してみる。 

事後学習 「子どもと条例」について 200字以内でまとめる。 

第６回 
少年と司法 
―権利に関する世界の動きー 

事前学習 「権利条約」について調べる。 
事後学習 「権利条約」について 200字以内でまとめる。 

第７回 少年司法における保護と処遇 
事前学習 「健全育成」について 200字以内でまとめる。 
事後学習 「健全育成」の参考文献について 200字以内でまとめる。 

第８回 家庭裁判所の現場と少年の司法福祉 
事前学習 「家庭裁判所」について 200字以内でまとめる。 
事後学習 「司法福祉」について 200字以内でまとめる。 

第９回 刑事司法と少年司法 
事前学習 第 2章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 第 2章について、参考文献を踏まえて 200字以内でまとめる。 

第１０回 少年事件のむずかしさ 
事前学習 第 3章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 第 3章内の事例を中心にについて 200字以内でまとめる。 

第１１回 
修復的司法① 
―年齢という課題― 

事前学習 第 4章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 第 4章内の事例を中心に 200字以内でまとめなおす。 

第１２回 
修復的司法② 
―少年事件のむずかしさー 

事前学習 第 5章内の裁判例を熟読する。 
事後学習 第 5章について 200字以内でまとめる。 



 

 

第１３回 
「被害者」から少年の非行・犯罪を考
える 

事前学習 第 6章内の事例を整理してまとめる。 
事後学習 第 6章について 200字以内でまとめる。 

第１４回 非行の科学とソーシャルワーク 
事前学習 第 7章について 200字以内でまとめる。 
事後学習 配布資料の内容について 200字以内でまとめる。 

第１５回 まとめ 
事前学習 教科書全般（第１章－第７章）の熟読。 
事後学習 参考資料全般を再度読み直して 200字以上でノートにまとめる。 

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 森 正人 

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 
 

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 

授業案や構想等をレポートとして提出を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『高等学校学習指導要領解説情報編』2010年。 

山極隆監修『最新社会と情報』実教出版、2015年。 

山極隆監修『最新情報の科学』実教出版、2015年。 
【参考資料】 
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 

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 

これまでに学習した内容を各専門分野も含めて総動員してもらいますので、適宜、復習をしながらの学習と

なるはずです。覚悟して下さい。 

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 
イントロダクション 
高等学校・教科「情報」について 

事前学習 「高等学校学習指導要領解説情報編」を読む。 

事後学習 
教科「情報」の目的は何か、他人に説明できるよ

うになるまで学習する。 

第２回 
「社会と情報」の分担決定・教材作成、指導案の作
成についておさらい 

事前学習 
「最新社会と情報」を読み、模擬授業をしてみた
い単元を探す 

事後学習 
「社会と情報」の担当する単元について、授業の

大まかな計画を練る 

第３回 
「社会と情報」の授業構想練り、アイデア発表とデ
ィスカッション 
情報機器と電子教材の活用法について紹介する。 

事前学習 
「社会と情報」の担当する単元について、どのよ
うな授業を展開したいのか、大まかなアイデアを
簡単なメモにする 

事後学習 

ディスカッションに基づき、「社会と情報」の担

当する単元について、どのような授業展開のアイ

デアを修正する 

第４回 「社会と情報」の指導案作成とディスカッション 

事前学習 
「社会と情報」の担当する単元について、指導案
の概要を簡単なメモにする 

事後学習 
ディスカッションに基づき、「社会と情報」の担

当する単元について、指導案を修正する 

第５回 「社会と情報」の教材作成とディスカッション 

事前学習 
「社会と情報」の担当する単元について、作成す
る教材の概要を簡単なメモにする 

事後学習 
ディスカッションに基づき、「社会と情報」の担

当する単元について、教材を修正する 

第６回 
「社会と情報」の生徒の評価基準・テストの作成と
ディスカッション 

事前学習 
「社会と情報」生徒の評価基準とテストについ
て、概要を簡単なメモにする 

事後学習 

ディスカッションに基づき、「社会と情報」の担

当する単元について、生徒の評価基準とテストを

修正する 

第７回 「社会と情報」模擬授業の準備 

事前学習 模擬授業のリハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業後のディスカッションや講評から、自分

の模擬授業を反省する。 

第８回 
「社会と情報」模擬授業 
情報機器と電子教材を積極的に利用する模擬授業を
推奨する。 

事前学習 模擬授業のリハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業後のディスカッションや講評から、自分

の模擬授業を反省する。 

第９回 
「情報の科学」の分担決定・教材作成、指導案の作
成についておさらい 

事前学習 
「最新情報の科学」を読み、模擬授業をしてみた
い単元を探す 

事後学習 
「情報の科学」の担当する単元について、授業の

大まかな計画を練る 



 

 

 

第１０回 
「情報の科学」の授業構想練り、アイデア発表とデ
ィスカッション 
情報機器と電子教材の活用法について紹介する。 

事前学習 
「情報の科学」の担当する単元について、どのよ
うな授業を展開したいのか、大まかなアイデアを
簡単なメモにする 

事後学習 

ディスカッションに基づき、「情報の科学」の担

当する単元について、どのような授業展開のアイ

デアを修正する 

第１１回 「情報の科学」の指導案作成とディスカッション 

事前学習 
「情報の科学」の担当する単元について、指導案
の概要を簡単なメモにする 

事後学習 
ディスカッションに基づき、「情報の科学」の担

当する単元について、指導案を修正する 

第１２回 「情報の科学」の教材作成とディスカッション 

事前学習 
「情報の科学」の担当する単元について、作成す
る教材の概要を簡単なメモにする 

事後学習 
ディスカッションに基づき、「情報の科学」の担

当する単元について、教材を修正する 

第１３回 
「情報の科学」の生徒の評価基準・テストの作成と
ディスカッション 

事前学習 
「情報の科学」生徒の評価基準とテストについ
て、概要を簡単なメモにする 

事後学習 
「情報の科学」生徒の評価基準とテストについ

て、概要を簡単なメモにする 

第１４回 「情報の科学」模擬授業の準備 

事前学習 模擬授業のリハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業後のディスカッションや講評から、自分

の模擬授業を反省する。 

第１５回 
「情報の科学」模擬授業 
情報機器と電子教材を積極的に利用する模擬授業を
推奨する。 

事前学習 模擬授業のリハーサルを行う。 

事後学習 
模擬授業後のディスカッションや講評から、自分

の模擬授業を反省する。 

期末試験 

 



 

 

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 柴田 隆史 

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 

学習テーマごとの課題に対して、調べたり考えたりして内容をまとめる。また、プレゼンテーションの準

備あるいはレポートの作成を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】廣石良雄『情報と職業 第 2版』エスシーシー、2018年。 

【参考書】駒谷昇一、辰己丈夫 共著『情報と職業(改訂 2版)』オーム社、2015年。 

近藤勲編著『情報と職業』丸善、2002年。 

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 

普段から、積極的にコンピュータやインターネットを利用することを心がけて下さい。また、社会でのニ

ュースにも関心を持つと良いです。それにより、講義内容の理解をより一層深めることができます。 

13．オフィスアワー  初回授業で伝える。 

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 
イントロダクション：講義内容の確認、履修者の

知識と技術の確認、質問・相談 

事前学習 
ビジネスにおけるインターネット利用の利点に

ついて考える。 

事後学習 授業の中で出てきたキーワードを理解する。 

第２回 
コンピュータの歴史 1 
 インターネット、インターフェース 

事前学習 インターネットの仕組みを調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第３回 
コンピュータの歴史 2 
 クラウド、Web 

事前学習 
クラウドコンピューティングの活用について考
える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第４回 
情報産業の現状と将来 1 
 ビジネスモデル 

事前学習 
ビジネスモデルの意味を調べ、その事例を調べ

る。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第５回 
情報産業の現状と将来 2 
 ビッグデータ 

事前学習 ビッグデータとは何か調べ、その例を挙げる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第６回 
ITの業種 1 
 情報に関わる資格 

事前学習 IT人材に求められることは何かを考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第７回 
ITの業種 2 

 マルチメディア、コンテンツ制作 

事前学習 マルチメディア系の職種について調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第８回 
情報モラル 1 
 SNS、ツイッター 

事前学習 SNSの使い方について、倫理の観点から考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第９回 
情報モラル 2 
 ハイテク犯罪、セキュリティ 

事前学習 近年におけるハイテク犯罪の例を調べる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第１０回 
情報モラル 3 
 マルウェア、コンピュータウィルス 

事前学習 
マルウェアについて調べ、普段のパソコン利用に

おける対応策について考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第１１回 情報産業における業務の把握 

事前学習 
あるソフトウェアを開発するために、どんな業務
プロセスが必要となるのかを考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 



 

 

 

第１２回 IT技術者の勤労観 

事前学習 
IT 技術者の労働環境について調べ、自分の考え
をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第１３回 
総合演習 1 
 教育における情報化 

事前学習 
教育現場における情報化について、ディスプレイ

などの機器を例にあげて考える。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え

をまとめる。 

第１４回 
総合演習 2 

 日常生活における情報化 

事前学習 
社会で話題となったインターネットに関わる事
例を取り上げ、それに対する意見をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

第１５回 
総合演習 3 
 情報化のこれから 

事前学習 
これからの社会における IT 活用について考え、
それに対する意見をまとめる。 

事後学習 
ディスカッションした内容をふまえ、自分の考え
をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 神経・生理心理学／生理心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3335 

２．授業担当教員 末永 叔子 

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 

生理心理学とは、生体の生理的反応と心的過程との対応関係について研究する分野である。心的反応によ
って生じる生理的変化は、脳内活動によって制御されている。本講義では脳の構造と働きについて体制的な
知識を身につけるとともに、知覚、記憶、感情といった心的過程と脳の生理的反応の関係について学ぶ。さ
らに、精神疾患や高次脳機能障害との関連についても学び、「心」の問題と脳の活動について理解を深める。 

８．学習目標 

・脳の構造と働きについて基本的な知識を身につける。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているのか学ぶ。 
・上記の応用として、臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動について説明出来るようになる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

理解度確認のため、小テストを課します。 
事後学習を忘れずに行ってください。 
まとめとして、授業で学んだテーマのうち、一つを選んでレポートを作成します。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
特に指定しない。 
【参考書】 
ピネル『バイオサイコロジー』西村書店。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・脳の構造や働きについて基本的な知識を身につけ、説明できること。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているかを理解し、説明できること。 

・臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動の関係について説明できること。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加度 10%、小テスト（3回）70%、レポート課題 20%として総合的に評価を行う。 

12．受講生への 
メッセージ 

 本授業では、こころの働きを脳の神経活動の側面から理解することを目的としています。少し視点を変え
て心理現象を見ることで自己理解、他者理解を深めることを期待します。なじみの無い専門用語がたくさん
紹介されますが、ひとつひとつを確実に理解するよう努力しましょう。 
 学生の理解度、興味によってシラバスを変更することがあります。疑問点やわからないことがあれば、積
極的に質問してください。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 
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 
授業ガイダンス：心理学の成立と生理
心理学との関係 

事前学習 シラバスをよく読み、これから学習する内容を把握する。 

事後学習 配布資料を再読し、心理学の成立の過程を再確認する。 

第２回 脳、神経系のなりたち 
事前学習 配布資料を読み、講義に備える。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、脳の全体的な構造を理解する。 

第３回 
神経細胞の情報伝達（１）：神経細胞
の構造 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、神経細胞の各場所の名前と働きを
理解する。 

第４回 
神経細胞の情報伝達（２）：情報伝達
のメカニズム 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、脳内の情報の流れを理解する。 

第５回 ここまでのまとめ：小テスト１ 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、脳の構造と脳内の情報伝達の仕組み
をまとめ、小テストに備える。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第６回 生理心理学研究法 
事前学習 事前に配布した資料に目を通し、講義に備える。 

事後学習 
配布資料を復習し、さまざまな脳の研究法の特徴と、それぞれの
方法の違いを理解する。 

第７回 
神経障害と生理心理学：統合失調症・
感情障害・不安障害 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、精神障害の症状と脳内での生理的
現象との関連を理解する。 

第８回 ここまでのまとめ：小テスト２ 
事前学習 これまでの授業を振り返り、内容をまとめる。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第９回 
認知・意識・注意の機構（１）：脳が
世界をつくる 

事前学習 事前に配布した資料に目を通し、講義に備える。 

事後学習 
配布資料を復習し、私たちの感覚器官（目や耳など）が知覚した
世界を脳がどのように処理しているのかを理解する。 

第１０回 
認知・意識・注意の機構（２）：妻を
帽子と間違えた男 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、なぜ妻を帽子と間違えたのかを理
解することを通して、私たちの世界の認識の仕方を学ぶ。 

第１１回 
学習・記憶・健忘（１）：様々な原因
で生じる健忘 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、健忘が生じる原因を理解する。 

第１２回 
学習・記憶・健忘（２）：脳はどのよ
うにして情報を蓄積するのか 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、学習や記憶の脳内メカニズムを理
解する。 

第１３回 
感情・ストレスの生理心理学：感情の
暗部である恐怖 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、なぜ私たちが恐怖を抱くのかを考
察することを通じ、感情やストレスについての理解を深める。 

第１４回 総括：小テスト３ 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、神経活動の仕組みと、心理現象との
関連をまとめる。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第１５回 まとめ：脳の可能性 
事前学習 

これまでの授業で学んだことをふまえ、第 7回から第 13回の授
業で学んだ心理現象のうち、自分が最も興味をもったテーマにつ
いて本や論文を探して、その内容をレポートにまとめる。 

事後学習 授業を振り返り、脳と心理現象の関わりについて考察を深める。 

 



 

 

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 藤原 寿幸 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○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 

○授業の最後に小レポートを書いてもらい(小課題)，理解度の確認をする。 

○レポート課題は決められた期限までに提出すること。課題については授業時に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】法務省・文部科学省編令和二年度版『人権教育・啓発白書』勝美印刷株式会社。講義レジュメや

補助教材を授業時に適宜配布 

【参考書】 

中野光・小笠毅編著『ハンドブック子どもの権利条約』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．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 

本科目で目指す「人間尊重の精神の涵養」は、人間性育成の根幹にかかわるものです。人間尊重の精神を涵

養し人権感覚を磨くことは大学を卒業する学生の皆さんが、人間として身に付けるべき最も基本的な教養で

あり品格です。このことを踏まえて、以下の事柄を守るようお願いします。 

・グループや全体の話し合いに積極的に参加し、人権についての考え方を深められるようにすること。 

・新聞記事によく目を通し、日常的に人権問題に関する世の中の動きをつかんでおくこと。又、国際人権規

約、日本国憲法、子どもの人権条約等にも目を通しておいてください。 

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 「人権」とは何か 

学習内容 学習予定表 授業形態の説明 

事前学習 
アムネスティ・インターナショナルの HPから「世界人権

宣言」を読んでおく。 

事後学習 
オリエンテーションの内容を振り返り、学習の仕方を理

解する。 

第２回 ジェンダーと人権 

事前学習 第 1章 2節「1女性」を通読してくる。 

事後学習 
第１章 2 節「1 女性」の重要点をまとめ、前授業までで

理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第３回 子どもと人権 

事前学習 第１章 2節「2子ども」を通読してくる。 

事後学習 
第１章 2 節「2 子ども」の重要点をまとめ、前授業まで

で理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第４回 高齢者と人権 

事前学習 第１章 2節「3高齢者」を通読してくる。 

事後学習 
第１章 2 節「3 高齢者」の重要点をまとめ、前授業まで

で理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第５回 障害のある人と人権 

事前学習 第１章 2節「4障害のある人」を通読してくる。 

事後学習 

第１章 2 節「4 障害のある人」の重要点をまとめ、前授

業までで理解が不十分な点があれば質問事項をまとめ

る。 



 

 

第６回 同和問題 

事前学習 第１章 2節「5同和問題」を通読してくる。 

事後学習 
第１章 2 節「5 同和問題」の重要点をまとめ、前授業ま

でで理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第７回 アイヌの人々と人権 

事前学習 第１章 2節「6アイヌの人々」を通読してくる。 

事後学習 

第１章 2 節「6 アイヌの人々」の重要点をまとめ、前授

業までで理解が不十分な点があれば質問事項をまとめ

る。 

第８回 外国人と人権 

事前学習 第１章 2節「7外国人」を通読してくる。 

事後学習 
第１章 2 節「7 外国人」の重要点をまとめ、前授業まで

で理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第９回 HIV感染者・ハンセン病患者と人権 

事前学習 
第１章 2節「8HIV感染者・ハンセン病患者等」を通読し

てくる。 

事後学習 

第１章 2節「8HIV感染者・ハンセン病患者等」の重要点

をまとめ、前授業までで理解が不十分な点があれば質問

事項をまとめる。 

第１０回 刑を終えて出所した人や犯罪被害者と人権 

事前学習 
第１章 2節「9刑を終えて出所した人」「10犯罪被害者等」

を通読してくる。 

事後学習 

第１章 2節の「9刑を終えて出所した人」「10犯罪被害者

等」重要点をまとめ、前授業までで理解が不十分な点が

あれば質問事項をまとめる。 

第１１回 インターネットと人権 

事前学習 
第１章 2節「11インターネットによる人権侵害」を通読

してくる。 

事後学習 

第１章 2節「11インターネットによる人権侵害」の重要

点をまとめ、前授業までで理解が不十分な点があれば質

問事項をまとめる。 

第１２回 様々な人権課題 

事前学習 
第１章 2節「12北朝鮮当局によって拉致された被害者等」

「13その他の人権課題」を通読してくる。 

事後学習 

第１章 2節の「12北朝鮮当局によって拉致された被害者

等」「13 その他の人権課題」重要点をまとめ、前授業ま

でで理解が不十分な点があれば質問事項をまとめる。 

第１３回 自己の人権課題は何かをまとめる 
事前学習 

ここまでの学びを整理し、自己の人権課題についてまと

めておく。 

事後学習 自己の人権課題をレポートにまとめる。 

第１４回 
自己の人権課題についてのレポートを交流

し、ここまでの学びをまとめる 

事前学習 人権課題に関する自分のレポートを推敲しておく。 

事後学習 レポートを交流した感想をまとめておく。 

第１５回 

幸福追求権  人権教育論まとめ 幸福とは

何か｡幸福感とは千差万別であり、自分の幸福

を追求しながら生きていくこと 

事前学習 幸福とは何か｡「幸福追求権」について調べておく。 

事後学習 
自己の人権課題は何かをまとめ、これからの生活に生か

していく方策を考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 身体構造と機能Ⅱ （2単位） 
３．科目番

号 
SNMP2117 

２．授業担当教員 山下 喜代美 

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 
「身体構造と機能Ⅰ」の単位を修得していること 

７．講義概要 

「身体構造と機能Ⅰ」で学んだことをもとに、授業を展開する。こころとからだの機能の低下が及ぼす日

常生活行動への影響を学び、さらに日常生活行動の能力が低下した時のこころとからだへの影響について授

業を展開する。また、異常の早期発見や緊急時の対処方法、医療職との連携について学んでいく。 

この科目を履修することで、利用者の現在の状態の原因がわかり、またこのままの状態が続いた時の予測

される弊害等について理解することができる。利用者をアセスメントする上で、必要な知識となる。 

８．学習目標 

以下について理解し、援助が行えるようになる。 

１．身支度に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

２．日常生活の活動に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

３．食事に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

４．入浴・清潔保持に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

５．排泄に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

６．睡眠に関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

７．コミュニケーションに関連した機能の低下が及ぼす影響や変化の気づきを理解する。 

８．死にゆく人のこころとからだの変化を理解する。 

９．看取りに関する家族、医療職との連携について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 １．「フレイルの指標とエンドオブライフ・ケア」について(レポート1200字にまとめる) 

※ 毎回しっかり復習し、筆記試験に臨んでください 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『最新介護福祉士養成講座 11こころとからだのしくみ』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．身体の構造の変化や機能低下による生活行動への影響を理解できたか 

２．生活行動の能力低下によるこころと身体への影響を理解できたか。 

○評定の方法 

 [授業への積極的参加度、授業で行う豆テスト、期末試験を総合的に評価する] 

１ 授業への積極的参加   総合点の１０％ 

２ 豆テスト        総合点の１０％ 

３ 期末試験        総合点の８０％ 

知識の定着が必要な科目であるため、期末試験に重点を置く。またそのことで知識を身に付ける必要性を認

識させ、学ぶ意欲を高めていく。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。 

わからないところは、積極的に質問してください。 

身体構造と機能Ⅰの関連個所を復習しながら、毎回の授業に臨んでください。 

また授業内容を理解し、復習をして筆記試験や期末試験に臨んでください 

13．オフィスアワー 時間割確定後 

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 授業概要の説明   ICFの概念図と本科目の関連について 
事前学習 身体構造と機能Ⅰを復習しておく 

事後学習 身体構造 心身機能を整理する 

第２回 
こころとからだの機能低下が及ぼす身支度への影響について 

身支度を阻害する因子について学習する 

事前学習 身体構造と機能Ⅰ 身支度を復習 

事後学習 プリントを復習する 

第３回 
身支度の能力の低下が及ぼす、こころとからだへの影響について 

豆テスト① 

事前学習 身支度の意義を復習する 

事後学習 観察のポイントを見直す 

第４回 
こころとからだの機能低下が及ぼす日常生活の活動への影響につい

て  活動を阻害する因子について学習する     豆テスト② 

事前学習 身体構造と機能Ⅰ 活動を復習 

事後学習 プリントを復習する 

第５回 
日常生活の活動の能力の低下が及ぼす、こころとからだへの影響に

ついて                      豆テスト③ 

事前学習 活動の意義を復習する 

事後学習 観察のポイントを見直す 

第６回 
こころとからだの機能低下が及ぼす食事への影響について 

食事を阻害する因子について学習する。       豆テスト④ 

事前学習 身体構造と機能Ⅰ 食事を復習 

事後学習 プリントを復習する 

第７回 
食事の能力の低下が及ぼす、こころとからだへの影響について 

豆テスト⑤ 

事前学習 食事の意義を復習する 

事後学習 観察のポイントを見直す 

第８回 

こころとからだの機能低下が及ぼす入浴・清潔保持への影響につい

て 

入浴・清潔保持を阻害する因子について学習する   豆テスト⑥ 

事前学習 
身体構造と機能Ⅰ 入浴・清潔を

復習 

事後学習 プリントを復習する 

第９回 
入浴・清潔保持の能力の低下が及ぼす、こころとからだへの影響に

ついて                      豆テスト⑦ 

事前学習 入浴の意義を復習する 

事後学習 観察のポイントを見直す 

第１０回 こころとからだの機能低下が及ぼす排泄への影響について 事前学習 身体構造と機能Ⅰ 排泄を復習 



 

 

排泄を阻害する因子について学習する      豆テスト⑧ 事後学習 プリントを復習する 

第１１回 
排泄の能力の低下が及ぼす、こころとからだへの影響について 

豆テスト⑨ 

事前学習 排泄の意義を復習する 

事後学習 観察のポイントを見直す 

第１２回 

こころとからだの機能低下が及ぼす睡眠への影響について 

睡眠の低下が及ぼすこころとからだへの影響について 

豆テスト⑩ 

事前学習 損体構造と機能Ⅰ 睡眠を復習 

事後学習 プリントを復習する 

第１３回 

こころとからだの機能低下が及ぼすコミュニケーションへの影響に

ついて 

コミュニケーション能力の低下が及ぼすこころとからだへの影響に

ついて 

事前学習 
身体構造と機能Ⅰ コミュニケー

ションを復習 

事後学習 プリントを復習する 

第１４回 
死にゆく人のこころとからだの変化について 

看取りに関する家族、医療職との連携について 

事前学習 
テキスト pp.264～269 を読み、死

のとらえ方を考えておく 

事後学習 プリントを復習する 

第１５回 食べられなくなったらどうしますか？  ディスカッション 

事前学習 
テーマについて自分の考えをまと

めておく 

事後学習 
ディスカッションを踏まえ、自分

の考えをまとめる 

期末試験 

 



 

 

0１．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 大島一成 

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 

新聞等のマスメディアに出てきた疾患に関するニュースの中からグループで興味を持ったものをひとつ選

び、福祉、養護、保健、保育、心理などのそれぞれの立場から、支援をどう構築すればよいか検討を加える

（発表およびレポート）。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】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-医

学一般』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．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 

少子高齢社会において、養護、保健、福祉専門職者は無論のこと、また教育、保育や臨床心理専門職者に

おいても、保健・医療専門職者等と連携して地域社会の人々が健康で質の高い豊かな生活を送れるように支

援することが求められます。そのためには、健康をむしばみ、生活の質を低下させる病気、特に生活習慣病・

メタボリックシンドローム、高齢者特有の疾患及び精神疾患などの知識を自ら学び取ることが必要です。メ

ディアが報じるニュースの中でも日常的に取り上げられているので、将来の専門職者の立場からの問題を自

ら発見し、自ら解決する目で見るようにしましょう。 

現場にあっては、ヘルスケアプロフェッショナルチームの一員としての能力を開発する練習を授業でのグ

ループデイスカッション及びレポート作成・発表を通して出来る様にしましょう。又、ターミナルケアーや

健康寿命と介護予防の問題にも目を向けられるようになりましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業で通知 

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 

人の身体と精神の成長・発達及び老化 

事前学習 学習ノートを準備し、シラバスを熟読してくる。 

事後学習 
教科書の人の身体と精神の成長・発達を身体と精神

に分けてノートにまとめる。 

第２回 人体部位の名称と各臓器の構造及び機能 

事前学習 人体部位と骨の名称をノートに記載しておく。 

事後学習 
心臓、腎臓、呼吸器、大脳をノートに図示し、それぞ

れの機能を 5行以内で記載する。 

第３回 
疾病の概要 

脳血管循環器系統 

事前学習 
教科書の生活習慣病とその予防をノートにまとめて

おく。 

事後学習 
教科書の悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高血圧につ

いて、各 5行でまとめ発表出来る様にしておく 

第４回 内分泌系、呼吸器系統 

事前学習 内分泌とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
糖尿病と慢性閉塞性肺疾患との類似点について、400

字にまとめて提出。 

第５回 消化器系統、腎・尿路系統 

事前学習 
逆流性食道炎、肝硬変、膠原病を教科書で調べて、ノ

ートに記載しておく。 

事後学習 
教科書の腎不全、排尿障害、尿路感染症、前立腺障害

の要点をノートに各 5行でまとめる。 



 

 

第６回 骨、関節及び感覚器の疾患系統 

事前学習 易骨折性について調べノートに記載しておく。 

事後学習 
関節ﾘｭｰﾏﾁと変形性膝関節症の違いを、関節のイラス

トを加えて 1200字にまとめて提出。 

第７回 感染症、神経疾患と難病 

事前学習 
感染症のうち、特に結核について、歴史的な発症経過

を踏まえて調べ、発表する。 

事後学習 
教科書の介護保険の特定疾病について、難病との関

係についても言及して、まとめる。 

第８回 先天性疾患、高齢者に多い疾患 
事前学習 教科書の先天性疾患を一つノートにまとめておく。 

事後学習 高齢者に多い疾患の特徴を発表できる 

第９回 
障害概要 1．視覚・聴覚・平衡機能障害、肢体不

自由障害 2．内部・知的・発達障害 

事前学習 
障害と疾病の違いはあるか？ ノートに要点を書い

ておく。 

事後学習 
知的障害と発達障害について、400 字にまとめて提

出。 

第１０回 認知症、高次機能障害、精神障害 

事前学習 
認知症の人にあったことはありますか。症状をノー

トにまとめておきましょう。 

事後学習 
教科書を読み、高次脳機能障害について 5 行以内に

まとめておきましょう 

第１１回 
リハビリテーションとは、対象の疾病と障害、担

当専門職種 

事前学習 
リハビリテーションの対象となる疾病や障害をロー

ルプレイで演じることが出来る様にしておく 

事後学習 
リハビリテーションにおける専門職やチームアプロ

ーチをノートにまとめる。 

第１２回 
国際生活機能分類の考え方；環境因子と個人因子、 

健康とは？ 日本人の健康、職業との関係 

事前学習 
教科書の国際生活機能分類の考え方をノートにまと

めておく。 

事後学習 
あなたにとっての健康の概念を 400 字にまとめて提

出。 

第１３回 課題調査の発表会 

事前学習 
グループメンバーで発表準備を行う。資料の精査及

び発表手順の確認。 

事後学習 
各グループの発表についての評価を 400 字にまとめ

て提出。 

第１４回 課題調査の発表会 

事前学習 
グループメンバーで発表準備を行う。資料の精査及

び発表手順の確認。 

事後学習 
各グループの発表についての評価を 400 字にまとめ

て提出。 

第１５回 総合まとめ 
事前学習 

学習用ノートを振り返り、これまでの学びと考察か

ら期末試験用の予備問題を作成する。 

事後学習 期末試験の予備問題を解く 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理演習 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3355 

２．授業担当教員 新井 雅人・武内 智弥・野口 理英子 

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 

臨床心理学概論、心理学的支援法(基礎、演習)、精神疾患とその治療、心理的アセスメント、関係行政論の

すべてを履修済みであること。 

７．講義概要 

本科目は、公認心理師国家試験受験資格の要件となる心理実習を行うための準備として、具体的場面を想

定した心理支援に関する知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。そのために、次の(ア)から(オ)

について、基本的な知識を修得し、また具体的な場面を想定した役割演技(ロールプレイング) 、事例検討を

行う。 

(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する次の(1)から(4)の知識及び技能の修得 

（1）コミュニケーション、（2）心理検査、（3）心理面接、（4）地域支援 等 

(イ)心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援の計画の作成 

(ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ 

(エ)多職種連携及び地域連携 

(オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

８．学習目標 

(ア)心理に関する支援を要する者等に関する次の(1)から(4)の知識及び技能を修得する 

（1）コミュニケーション、（2）心理検査、（3）心理面接、（4）地域支援 等 

(イ)心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握について基本的な知識を修得し、支援の計画の

作成について架空事例の検討を通して学ぶ。 

(ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチについて理解する。 

(エ)多職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

 (オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務について理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．傾聴は重要なものである。それを阻害する要因について述べよ。 

２．認知行動療法による支援について、ロールプレイした内容とその語について方向性について考察せよ。 

３．公認心理士のあり方について倫理の立場からまとめよ。 

４．心理専門職を目指す動機について振り返ってまとめよ。 

５．対人関係上の得意なところをどのように伸ばすか、苦手なところをどのように補完するか、それぞれに

ついてまとめよ。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】指定なし 

【参考書】福山 清蔵 著『入門カウンセリング ワークブック』日本・精神技術研究所 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標にあげた(ア)～(オ)の５項目について、基本的な知識の修得、ならびにロールプレイングや事例

検討への積極的な参加を評価する。 

○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、授業態度と参加姿

勢 50％、課題レポート 50％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本教科は体験的に実際に身につけるところにその意味がある。従って、知的学習とは異なった受講態度が求

められる。すなわち積極的なかかわりである。他者の姿も見ながら学ぶこと。 

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 
心理支援とは何か。 

障害除去のアプローチと内面アプローチの観点 

事前学習 心理支援の目指すものについて復習しておく 

事後学習 
感情的混乱とこだわりの処理の仕方について検討

し、実際に確かめてみる 

第２回 

コミュニケーション①傾聴 

話を正しく聴き取る➝事実・感情・価値観 

情動に耳を傾ける 

非言語的コミュニケーション 

事前学習 
カウンセリングにおける傾聴についてこれまで学

んだことを見直しておく 

事後学習 
５つの技法について確認し、実生活でその効果を

確かめてみる 

第３回 

コミュニケーション②アサーション 

 DESC アイメッセージ 

 非言語的メッセージ 

事前学習 
自分のコミュニケーションについてその特徴につ

いて考えておく。 

事後学習 
難しい問題について DESCの考え方で表現し、その

結果を見直してみる。 

第４回 

心理アセスメント①心理検査の実施 

 行動観察を含む心理アセスメント 

 正しく記録して、総合的な解釈をする 

事前学習 
自分でできる心理テストとなかなかできないもの

とを選んでおく。 

事後学習 YGをやってみて自分の特徴を知ってみる。 

第５回 

心理アセスメント②心理検査結果の伝え方 

 心理アセスメントのフィードバックについて 

 本人並びに関係者にわかりやすい説明 

事前学習 他者への説明の仕方について復習しておく。 

事後学習 
５因子性格検査の結果を他者に説明してみて、気

持ちよく聞けたか確かめてみる。 

第６回 

心理面接①認知行動療法の実施 

 ロールプレイにて学ぶ 

 録音する、逐語をつくる 

事前学習 
なぜ今の時代は認知行動療法が使われることが多

いのか、調べておく。 

事後学習 
友人相手にストレスと心の４つの面との関係につ

いて確認してみる。 



 

 

第７回 
心理面接②認知行動療法の振り返り 

 いくつかの注意点を取り上げたワーク 

事前学習 
実際に自分がやった認知行動療法についてみなお

しておく。 

事後学習 授業の中で指摘されたことをもう一度やってみる 

第８回 
地域支援 いじめの事件を取り上げ、問題点を検討

する 

事前学習 いじめの歴史的な変遷について調べておく。 

事後学習 事例についてもっと詳しく学んでみる。 

第９回 
クライエントの理解と支援計画 

 DSM-5 を学ぶ  

事前学習 DSM-5 を読んでみる。 

事後学習 
統合失調症とウツについて DSM-5 の見解を確認

してみる。 

第１０回 
医師との連携（医師の指示に関する法的義務の実

際） 

事前学習 
心理師の役割と医師の役割の違いについて整理し

ておく 

事後学習 
精神医学の言語や連携の取り方について復習し，

まとめておく 

第１１回 
チームアプローチ① 

 産業・労働におけるメンタルヘルスを検討する 

事前学習 
産業界での今のメンタルヘルスの実体について考

えておく。 

事後学習 
メンタルヘルスを健全にする職場になるために

は、どのような対策が必要か考えてみる。 

第１２回 

チームアプローチ② 

復職支援や従業員支援プログラムにおける公認

心理師の役割 

事前学習 
復職支援や従業員支援プログラムとはどのような

ものか調べておく。 

事後学習 
産業界での公認心理師の役割について復習してお

く。 

第１３回 
他職種連携及び地域連携 

 学校と児童相談所、地域との関係を考える 

事前学習 
他職種と共働していく必要があるとはどういうこ

とか考えておく。 

事後学習 連携がうまくいくための条件について考えてみる 

第１４回 

職業倫理及び法的義務への理解 

 インフォームドコンセント・人権擁護・守秘義務

など。 

 倫理ジレンマの乗り越え方を考える 

事前学習 公認心理師が留意すべきことは何か、考えておく。 

事後学習 
倫理ジレンマにはどのようなものがあるか、更に

考えてみる。 

第１５回 
改めて心理的な支援のあり方を振り返る 

 学んだことのチェックをする 

事前学習 
これまでに学んだことを全体として見直してお

く。 

事後学習 

アセスメントが正しくでき、心理面接がうまくい

っても改善されない時には、どういうことを考え

たらよいか、考察してみる。  
 



 

 

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 後藤 進吾 

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 
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 

各講義ごとに、講義のまとめや小レポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】坂上裕子・繁桝江里・薬師神玲子ほか『大学 1・2年生のためのすぐわかる心理学』東京図書 

【参考書】必要に応じて、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.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 

 日常に散らばっているさまざまな事柄を心理学的な観点から考えます。講義を通して、心理学的な思考力

と日常のさまざまなことがらに目を向けられるようになることを目指します。 

 講義内での注意事項や禁止事項に関しては、講義にてお伝えします。 

13．オフィスアワー 授業時に通知する。 

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 心理学とは？：概要／諸領域／研究法 
事前学習 テキストの準備 

事後学習 講義内容の振り返り、「まとめ」の作成 

第２回 心理学史 
事前学習 テキスト pp.2 ~ 13 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第３回 認知心理学：知覚 
事前学習 テキスト pp.16 ~ 25 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第４回 認知心理学：記憶 
事前学習 テキスト pp.26 ~ 33 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第５回 認知心理学：思考と意識 
事前学習 テキスト pp.34 ~ 45 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第６回 ここまでの学習のまとめと小テスト 
事前学習 テキストの学習内容を再読する 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第７回 発達心理学：「生涯発達」という考え方について 
事前学習 テキスト pp.48 ~ 51 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第８回 発達心理学：発達段階と発達課題 
事前学習 テキスト pp.52 ~ 55 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第９回 発達心理学：発達障害とは？ 
事前学習 テキスト pp.70 ~ 71 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第１０回 社会心理学：自己認知と他者認知 
事前学習 テキスト pp.84 ~ 87、pp.94 ~ 97 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第１１回 社会心理学：集団や社会との関わり 
事前学習 テキスト pp.106 ~ 113 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第１２回 ここまでの学習のまとめと小テスト 
事前学習 テキストの学習内容を再読する 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

第１３回 臨床心理学：成り立ちと考え方 
事前学習 テキスト pp.116 ~ 121 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 

第１４回 臨床心理学：それぞれの発達段階における心の危機 
事前学習 テキスト pp.122 ~ 128 を読む 

事後学習 講義内容を振り返り、「まとめ」を作成 



 

 

第１５回 ここまでの学習のまとめと小テスト 
事前学習 テキストの学習内容を再読する 

事後学習 講義内容を振り返り、理解を深める 

 



 

 

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 岡本 香 

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 
「心理学入門」を履修済みであること。 

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び、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。また、心理学の基礎理論の理解を通して、心理学的思考方法の習得を
促す。 

８．学習目標 

1. 科学としての心理学の基本的な考え方を身につける。  

2. 心理学の成り立ちを理解したうえで心理学の主要な分野における代表的な研究知見に基づいた人の心の

基本的な仕組み及び働きについて説明できるようになる。 

3. 心理学の考え方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。 

4. 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 

教科書の該当箇所を事前に読んでくることをアサインメントとします。また授業内で行う課題について、

時間内に終わらなかった場合は、その課題をアサインメントとします。 
小テストおよびレポート試験については、第７回、第14回の授業時に提示するテーマに関して、調べ学習

した成果をまとめることとします。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
松原達哉（編）『臨床心理学シリーズ①心理学概論』培風館。 

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となる人の心の基本的な仕組み及び働きについて説明できる。 

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）30％、試験(小テスト等を含む)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 

15回という限られた講義期間の中で、幅広い領域について触れることになるため、毎回の講義は、密度の

濃いものになります。したがって、不用意な欠席、遅刻、早退、私語、居眠り等があると、授業内容の理解
が困難になることが予想されます。そのような態度の学生については、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 導入：心理学とは何か、心理学の歴史 

事前学習 
教科書第 1章を読み、心理学の歴史を復習す
ること 

事後学習 
心理学とはについての配付資料を読み復習

すること 

第２回 心の仕組み１：認知心理学１ 知覚 

事前学習 教科書第 2章を読むこと 

事後学習 
心の仕組み１についての配付資料を読んで

復習すること 

第３回 心の仕組み２：認知心理学２ 記憶 

事前学習 教科書第３章を読むこと 

事後学習 
心の仕組み２についての配付資料を読んで

復習すること 

第４回 心の仕組み３：認知心理学３ 思考 

事前学習 教科書第４章を読むこと 

事後学習 
心の仕組み３についての配付資料を読んで

復習すること 

第５回 心の仕組み４：発達心理学 

事前学習 教科書第９章を読むこと 

事後学習 
心の仕組み４についての配付資料を読んで

復習すること 

第６回 心の仕組み５：社会心理学１ 対人関係 

事前学習 教科書第 11章第 1節第 2節を読むこと 

事後学習 
心の仕組み５についての配付資料を読んで

復習すること 

第７回 心の仕組み６：社会心理学２ 集団 

事前学習 教科書第 11章第 3節を読むこと 

事後学習 
心の仕組み６についての配付資料を読んで

復習すること 

第８回 心の仕組み７：こころの仕組みまとめ 
事前学習 

教科書第１章から第４章と第９章、第 11 章

と配布資料を読み直して復習すること 

事後学習 授業時の配付資料を読んで復習すること 

第９回 心の問題を紐解く１：人格心理学 

事前学習 教科書第 10章を読むこと 

事後学習 
心の問題を紐解く１の配付資料を読んで復

習すること 

第１０回 心の問題を紐解く２：学習心理学 
事前学習 教科書第５章を読むこと 

事後学習 心の問題を紐解く２の配付資料を読んで復



 

 

習すること 

第１１回 
心のケアと支援１：臨床心理学１ 
心のケアとは 

事前学習 心のケアと支援１の配付資料を読むこと 

事後学習 
心のケアと支援１の配付資料を読んで復習

すること 

第１２回 
心のケアと支援２：臨床心理学２ 
心理療法 

事前学習 心のケアと支援２の配付資料を読むこと 

事後学習 
心のケアと支援２の配付資料を読んで復習

すること 

第１３回 心のケアと支援３：健康心理学 

事前学習 教科書第８章を読むこと 

事後学習 
心のケアと支援３の配付資料を読んで復習

すること 

第１４回 心理学の応用 

事前学習 教科書第 12章を読むこと 

事後学習 
心理学の応用の配付資料を読んで復習する

こと 

第１５回 総括 
事前学習 

教科書第５章、第 10章、第 12章と配布資料
を読み直して復習すること 

事後学習 総括の配付資料を読んで復習すること 

  



１．科目名（単位数） 心理学研究法演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 PSMP3370 

２．授業担当教員 

石川 清子、岡本 香、加藤 宏一、新井 雅人、齋藤 瞳、 

武内 智弥、野口 理英子、鈴木 克也、他 

＊指導教員を一人選び、論文作成のための指導を受ける授業です 

４．授業形態 演習（一部講義） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学の基礎・応用分野における講義にて学習した内容を踏まえながら、心理学における主要文献の講読

を行うとともに、文献内における重要ポイントを読み解き、他者に説明する力を身につける。この基礎とし

て、学生自身が心理学の関連文献を検索することも学習の課題とする。さらに、各文献内における問題点を

見つけ出し、どの様な心理学的研究を行うことによって、その問題を解決することができるのかを考察する。

演習形式により、最終的には、心理学研究における課題発見から研究計画までの流れを理解する。 

８．学習目標 
研究論文を作成するための文献研究を中心に学習し、自らの課題を発見し、研究計画を立てる。詳細につ

いては、担当教員が授業の中で提示する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

担当教員が授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

担当教員が授業の中で提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.研究論文を作成するための文献研究ができる 

 2.文献研究の結果を元に、研究テーマを発見することができる 

 3.研究計画を立てることができる 

○評定の方法 

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、担当教員の課した課

題（先行研究レビューのレポート、卒業論文のための研究計画書等）の提出(100％)をもって成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

担当教員が授業の中で提示する。 

13．オフィスアワー 
担当教員が授業の中で提示する。 

 

14．授業展開及び授業内容 

担当教員 授業内容 

石川 清子 

【授業概要】子どもを取り巻く環境に視野を向けた研究論文を丁寧に検証していく。従い、心理学における

主要文献の講読を行うとともに、文献内容における重要ポイントを読み解き、他者に説明する力を身に着

ける。この基礎として、学生自身が心理学の関連文献を検索することも学習の課題とする。さらに、各文

献内における問題点を見つけ出し、どのような心理学的研究を行うことによって、その問題を解決するこ

とができるのかを考察する。基本的には演習形式により心理学研究における課題発見から研究計画までの

流れを理解することを目指し、心理学研究法の新しいかたちとは何かを学習する。 

【研究領域】学校臨床心理学・自己価値・本来性・家族心理学 

【受講者へのメッセージ】 

日常生活の環境の中から、当たり前のことに疑問を持てるような感覚を大切にしていただきたいと思いま

す。自己や他者の内面的な心の動きに耳を傾け、見つめる研究に興味のある人、量的研究のみならず質的

研究に強い関心がある人に、参加していただきたいと思います。 

【オフィスアワー】第一回講義にてお知らせします。 

齋藤 瞳 

【授業概要】心身医学や臨床心理学に関連した学術論文を講読し討論を行うことにより、研究論文の読み方、

研究デザイン、研究方法に関する基礎知識を得る。その中で、自らの関心を絞り、学術的に新しい知見を

もつオリジナルな論文作成を目指し、研究計画の立案を行う。 

【研究領域】心身医学、臨床心理学 

【受講生へのメッセージ】研究をする上で重要となる客観性や論理性は、日常生活における問題解決能力や

自己管理力につながります。授業で学んだことを日常生活にも応用し役立てることを目指しましょう。 

【オフィスアワー】初回授業でお知らせします。 

加藤 宏一 

【授業目的】認知心理学または学習心理学の研究領域について学習します。また、こうした領域で実際に研

究を行うために必要な実験心理学的手法やデータ分析法について学びます。 

【授業方法】認知心理学または学習心理学の様々な研究領域の中から興味のある書籍や論文を読み、レジュ

メ（要約）を作成してもらいます。また、周囲の人々を対象に簡単な実験を行い、演習を通して、研究計

画の設定、データ解析、小レポート作成などを体験します。 

【授業目標】研究計画の設定。文献購読を通して発見した課題を、実験的手法を用いて検証するための研究

計画書の作成を目標とします。 

【研究領域】認知心理学または学習心理学の領域における実験的手法を用いた研究。（私自身は、感情と記憶、

記憶の符号化（覚えること）と検索（思い出すこと）のメカニズム、メタ認知、忘却などのテーマに特に

興味をもっています。） 

【受講者へのメッセージ】まずは、いろいろな文献を読み、興味の持てるテーマを発見してください。そし

て、授業外でも自ら積極的に学習し、研究の楽しさ・難しさを知ってもらいたいと思います。文献購読に

基づいて設定した仮説を客観的データによって検証するという科学的研究の一連の流れを理解すること、

卒業研究に必要なスキルを獲得することを目指します。 

【オフィスアワー】 授業にて通知する。 



岡本 香 

【授業目的】社会心理学領域の研究について学ぶことを目的とします。具体的には、社会心理学の研究領域

の中で受講生の興味のあるテーマに関する専門書および論文を講読することを通して、社会心理学の研究

に必要な基礎知識と研究方法を学びます。 

【授業方法】毎回、受講生の興味のあるテーマに関する専門書および論文（以下、文献とする）について、

受講生自ら検索した文献を熟読し、その内容をレジュメにまとめます。また、授業時に、先にまとめたレ

ジュメをもとに、読んだ文献の内容について発表をし、他のゼミ生と議論することで、テーマに関する理

解を深めます。 

【授業目標】受講生自身の研究テーマを決定し、研究計画書を作成することを目標とします。 

【研究領域】社会心理学 

【受講者へのメッセージ】授業に参加する前に、あらかじめ社会心理学の教科書等を読んだり、周囲の人々

を観察したりして、自分の気になるテーマについて目途をつけておいてください。ここでいう“目途”と

は、「この領域の研究に興味がある」、「この理論について気になった」、「日常にみられるこの行動に違和感

を感じる」というようなもので構いません。なお、研究を進めるのは受講生自身です。教員に教えてもら

うことを待つ姿勢ではなく、自らが積極的に学ぶ姿勢で研究に取り組むことを求めます。 

【オフィスアワー】 第１回の授業内にて通知します。 

新井 雅人 

【授業概要】各自が興味のあるテーマを持ち寄り、それが臨床心理学の研究分野においてどのように扱われ

てきているのか、論文検索とブレーンストーミングを通して探っていきます。まったく新しい発想でも構

いませんが、おそらくは先人が近い内容を研究していると思います。キーワードと論文が見つかれば、そ

れを手がかりに、自分自身の卒業研究を組み立てていきます。私のところでは、臨床心理学のテーマを扱

った実験研究をして欲しいと思っています。臨床のテーマをどのように実験研究に落とし込むかについて

は、一緒に話し合っていきましょう。 

【研究領域】臨床心理学（イメージ体験や、発話語彙の研究） 

【受講者へのメッセージ】実験法の魅力は、本人が意識していない自分がデータとして測定できる可能性が

あることです。卒業研究をするからには、その特定の領域には自分が一番詳しくなる！というくらいの気

持ちでいきましょう。それぞれの進度に合わせてサポートしていくつもりです。 

【オフィスアワー】授業にて通知します。 

武内 智弥 

【授業概要】自分の気になっているテーマの学術論文を探し、まとめて、それについて発表をする演習形式

の授業です。その際には、論文を要約するだけでなく、その研究の特徴や問題点なども合わせて検討する

ことで、卒業論文作成のための先行研究を概観すると共に心理学における研究法を学びます。他のメンバ

ーとのディスカッションも行いますので、それも理解を深めることに役立つと思います。 

【研究領域】心理臨床学、臨床動作学 

【受講者へのメッセージ】科学的な視点や態度、また多くの情報を理解しまとめることは、研究を行うため

だけのものではなく、心理臨床という実践にも必須なものだと思います。いろいろな論文を読んでこれら

を鍛えましょう。またそれでも自分で選ぶものだけでは偏るので、他の人の発表も聞きながら、広く学び

ましょう。心理学研究法演習 IIのシラバスも読んでおいてください。 

【オフィスアワー】初回の授業にてお知らせします 

野口 理英子 

【授業概要】臨床心理学の研究について学びます。具体的には、各自が選んだテーマに関する専門書や学術

論文を読み、まとめ、発表します。発表と討議を中心に進め、卒業研究のテーマを絞り、研究計画書を作

成します。 

【研究領域】臨床心理学、認知行動療法 

【受講者へのメッセージ】これまでに受講してきた授業で触れたこと、日常生活で経験したことなどから、

関心のあることをみつけて下さい。そのテーマについて論理的に考え、分析し、まとめていくことが目標

です。 

【オフィスアワー】別途通知します。 

鈴木 克也 

【授業概要】受講生が興味を持っている領域の専門書や研究論文をまとめて発表していくかたちで授業を進

めます。専門書や研究論文をじっくり読む体験を通じて、自分が専門にしたい領域の知識や研究方法が少

しずつ自分のなかに蓄積されていくことを実感していただきたいと考えています。 

【研究領域】臨床心理学、保育施設における保護者支援 

【受講者へのメッセージ】卒業研究に取り組むためには、自ら進んで学ぶことが必要になります。それは決

して楽なことではありませんが、とても大切なことです。「心理学研究法演習Ⅰ」を通じて、その第一歩を

踏み出していただきたいと思っています。 

【オフィスアワー】別途連絡します。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学実験／心理学基礎実験 （4単位） 

３．科目番号 PSMP2121 

２．授業担当教員 新井 雅人・岡本 香・加藤 宏一 

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 
統計学ならびに心理統計法を履修済みであることが望ましい 

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 

１．授業時間外に、実験テーマに関する資料を探す、データを収集するなどの活動が必要となる。 

２．全ての実験（含む心理検査）それぞれの終了時にレポート作成が求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

指定の教科書はないが、教材として実験材料の購入が求められる。授業内で指示する。 

【参考書】 

Ｂ．フィンドレイ『心理学 実験・研究レポートの書き方』北大路書房。 

山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

岸学(著)『ＳＰＳＳによるやさしい統計学』オーム社。 

石村貞夫(著)『ＳＰＳＳによる分散分析と多重比較の手順』東京図書。 

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 

「心」は誰もが持っているものですが、客観的に「心」について考えることは意外と少ないものです。本授

業を通して身近な「心」を「心理学」という視点で捉え直してみましょう。また、この授業は受講者自らが

主体的に考えること、さらに考えたことを適切に記述し、伝える訓練でもあります。授業中はもちろんのこ

と、授業外でも疑問に思ったことは進んで質問してください。 

１．授業中は、常に高い緊張感と集中力を保ち、また積極的態度で参加することが求められる。 

２．授業中は、私語、居眠りは絶対にしないこと。 

３．授業のための準備を欠かさずする。本授業では授業時間外の活動が必須となる。 

４．理解できないことがあれば、授業中、授業外(ｵﾌｨｽｱﾜｰ等)に自ら進んで教員に質問する。 

５．レポートの提出期限を厳守する。レポートの提出期限が守られない場合は、正当な理由がない限り、１

日につき１点ずつ減点される。 

６．授業は正当な理由がない限り、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

を必ず書面をもって教員に報告する。 

７．授業中の携帯電話の作動は厳禁とする。 

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 岡本担当①：イントロダクション 
事前学習 心理統計法のおさらい 

事後学習 実験法、観察法、調査法のまとめ 

第２回 岡本担当②：レポートの書き方について 
事前学習 基礎演習ⅠⅡのおさらいを行う 

事後学習 配付資料再読 

第３回 岡本担当③：「アクションスリップ」概要説明、実施 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成準備 

第４回 岡本担当④：実験結果の整理、レポート作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成 

第５回 
岡本担当⑤：「判断に及ぼす他者からの情報的影響」

概要説明、実験の実施 

事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成準備 

第６回 岡本担当⑥：実験結果の整理、レポート作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成 



 

 

第７回 岡本担当⑦：「SD法調査」概要説明、調査の準備 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 質問紙作成 

第８回 岡本担当⑧：調査の実施、収集データの整理 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 収集データの整理 

第９回 岡本担当⑨：収集データの分析、考察 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成準備 

第１０回 岡本担当⑩：レポート作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート作成 

第１１回 
加藤担当①：「鏡映描写：学習の転移」概要説明、実

験の実施 

事前学習 実験法及びデータ解析の復習 

事後学習 
「鏡映描写・学習の転移」に関する配付資料を

読み、研究概要について理解を深める 

第１２回 
加藤担当②：実験結果の整理、仮説・分析計画の検

討 

事前学習 実験法及びデータ解析の復習 

事後学習 
「鏡映描写・学習の転移」に関する配付資料を

読み、研究概要について理解を深める 

第１３回 
加藤担当③：実験結果の整理・データ解析・レポー

トの作成（１） 

事前学習 実験結果の整理とデータ解析の準備 

事後学習 実験レポートの作成 

第１４回 
加藤担当④：実験結果の整理・データ解析・レポー

トの作成（２）  

事前学習 実験結果の整理とデータ解析の準備 

事後学習 実験レポートの作成 

第１５回 
加藤担当⑤：「パーソナル・スペース」概要説明、実

験の実施 

事前学習 
「パーソナル・スペース」に関する配付資料を

読み、研究概要について理解する 

事後学習 収集データの整理 

第１６回 
加藤担当⑥：実験結果の整理、仮説・分析計画の検

討 

事前学習 
「パーソナル・スペース」に関する配付資料を

読み、研究概要について理解する 

事後学習 収集データの整理 

第１７回 
加藤担当⑦：実験結果の整理・データ解析・レポー

トの作成（１） 

事前学習 配布資料の再読、データ解析の準備 

事後学習 実験レポートの作成 

第１８回 
加藤担当⑧：実験データの整理・データ解析・レポ

ートの作成（２）  

事前学習 配布資料の再読、データ解析の準備 

事後学習 実験レポートの作成 

第１９回 
加藤担当⑨：「ストループ効果」概要説明、実験の実

施 

事前学習 
「ストループ効果」に関する配付資料を読み、

研究概要について理解する 

事後学習 配布資料の再読、実験レポートの作成 

第２０回 
加藤担当⑩：実験結果の整理・データ解析・レポー

トの作成 

事前学習 
「ストループ効果」に関する配付資料を読み、

研究概要について理解する 

事後学習 配布資料の再読、実験レポートの作成 

第２１回 新井担当①：「概念達成」概要説明、刺激図形の製作 
事前学習 実験法の復習 

事後学習 配付資料の理解を深める 

第２２回 新井担当②：予備実験、本実験の実施 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 実験結果の整理・データ解析 

第２３回 新井担当③：実験結果の整理、データ分析① 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート提出 

第２４回 新井担当④：データ分析②、研究レポートの作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 配付資料の理解を深める 

第２５回 新井担当⑤：「主観的確率観」概要説明、実験の実施 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 配付資料の理解を深める 

第２６回 新井担当⑥：実験結果の整理、データ分析① 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 実験結果の整理・データ解析 

第２７回 新井担当⑦：データ分析②、研究レポートの作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 レポート提出 

第２８回 
新井担当⑧：「エンメルトの法則」概要説明、実験の

実施 

事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 配付資料の理解を深める 

第２９回 新井担当⑨：実験結果の整理、データ分析① 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 配付資料の理解を深める 

第３０回 新井担当⑩：データ分析②、研究レポートの作成 
事前学習 配付資料を読んでおく 

事後学習 実験結果の整理・データ解析・レポート提出 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（演習） 

３．科目番号 PSMP3151 

２．授業担当教員 武内 智弥 

４．授業形態 グループ発表、ディスカッション、体験学習（ロールプレイなど） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
臨床心理学やカウンセリング関連の授業を履修していること 

７．講義概要 

心理学的支援法とは、何らかの援助を求める人(クライエント)に対して、行動変容を目的として、言語的・

非言語的なコミュニケーションを道具として援助しようとする試みのことであると考えられがちである。し

かし現代社会においては、心理援助を行う者の心構えは（カウンセリング・マインドと言われる）、対クライ

エントのみならず、地域支援やクライエント関係者、また大学での友人関係や部活動並びに職場や家庭にお

いても「お互いに支えあう人間関係」を築く上で、重要な考え方とあり方を示唆している。そこで、本演習

では、カウンセリングの理論と技法を学ぶと共に、より広く訪問支援や地域支援、クライエント関係者支援

などの援助についても学び、自分の日常のコミュニケーションのあり方を振り返りながら、相手に寄り添う

より適切な援助法を身に付ける。また、守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮も学ぶ。 

８．学習目標 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。  

３. 対クライエント以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解で

きる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回の授業の事前学習・事後学習に指定した内容や，学習目標の1〜4の内容に関する発表もしくはレポート

を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】なし 

【参考書】小俣和義（編）『こころのケアの基本―初学者のための心理臨床』北樹出版、2013。 

下山晴彦（監修）『面白いほどよくわかる！臨床心理学』西東社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるの

か、その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、

現在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と

技法が理解できる。  

３. 対クライエント以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解

できる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

○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。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

学生による発表を多く採り入れた授業形式となっています。 

心理学的支援法のさまざまな発想を学ぶことで，物の見方を拡げ，より開かれた態度を身につけることを目

指して下さい 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する 

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 心理療法やカウンセリングの発想と歴史 

事前学習 
心理療法やカウンセリングの歴史について

調べておく 

事後学習 
それぞれの心理療法やカウンセリングの歴

史的つながりや発想の流れをまとめる 

第２回 心理療法の特徴と適用範囲 

事前学習 
心理学的支援法と他の専門職や援助法との

違いを調べておく 

事後学習 
心理職としての基本的な態度や，心理学的支

援法の特徴をまとめる 

第３回 力動的理解にもとづく心理療法①基本概念 

事前学習 
局所論，構造論，防衛機制など基本的な概念

を復習しておく 

事後学習 
精神分析の基本的な概念と日常とをつなげ

て理解し，それらを整理すること 

第４回 力動的理解にもとづく心理療法②理解と働きかけ 
事前学習 

力動的心理療法における面接技法について

復習しておく 

事後学習 クライエントの言動をどのように力動的に



 

 

理解するのかの視点を整理する 

第５回 来談者中心療法 

事前学習 
来談者中心療法におけるセラピストの 3つの

態度について復習しておく 

事後学習 
来談者中心療法で具体的に何を行っている

か，「想像」をテーマにまとめる 

第６回 認知行動療法①―行動アプローチを中心に― 
事前学習 学習心理学について復習しておく 

事後学習 行動療法のアプローチについてまとめる 

第７回 認知行動療法②―認知アプローチを中心に― 

事前学習 認知療法・論理療法について調べておく 

事後学習 
日常のことを題材にして，認知療法の枠組み

での内面の整理の仕方を復習しておく 

第８回 臨床動作法 
事前学習 

言語ではなく，からだを使った心理学的支援

法について調べる 

事後学習 動作を扱うことの特徴や意味を整理する 

第９回 ブリーフセラピー 

事前学習 
ブリーフセラピーに特徴的な質問や働きか

けについて調べておく 

事後学習 
ブリーフセラピーに特徴的な質問や働きか

けの狙いや意味や使い方について整理する 

第１０回 現場による心理学的支援の特徴と違い 

事前学習 
心理学的支援法の違いを整理する。医療，教

育，福祉などの現場の特徴を調べる 

事後学習 
現場やクライエントのニーズに合わせた心

理職の役割についてまとめる 

第１１回 コミュニティでの心理学的支援（地域援助） 

事前学習 
教育現場や福祉現場の特徴を復習しておく。

コンサルテーションについて調べておく 

事後学習 
個人面接中心の心理学的支援とコミュニテ

ィでの心理学的支援の相違をまとめる 

第１２回 心の健康教育と予防教育 

事前学習 
心の健康とはどのようなものか，予防とは何

を意味するかをまとめる 

事後学習 
主な現場において，心理職として心の健康増

進のために出来ることを整理しておく 

第１３回 災害時・危機介入の心理学的支援 

事前学習 
災害や危機が起きた時の個人や集団の反応

について調べる 

事後学習 
それぞれの場面で，心理職として出来るこ

と，また，すべきでないことをまとめること 

第１４回 心理師の義務・倫理①：情報の適切な取り扱い 

事前学習 
守秘義務とその例外，インフォームドコンセ

ントについて調べておく 

事後学習 
心理職として，情報の取り扱いに関して，現

場で起こりうる影響や問題を整理する 

第１５回 心理師の義務・倫理②：研修・スーパーヴィジョン 

事前学習 
心理職の自己研鑽の場や方法について調べ

ておく 

事後学習 
心理職の責務・役割と研修・スーパーヴィジ

ョンの関係を整理・理解すること 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学的支援法（演習） 

３．科目番号 PSMP3151 

２．授業担当教員 若松 直樹 

４．授業形態 グループ発表、ディスカッション、体験学習（ロールプレイなど） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
臨床心理学や心理学支援法(基礎)の授業を踏まえることで学習が深まります． 

７．講義概要 

心理学的支援法とは、何らかの援助を求める人(クライエント)に対して、行動変容を目的として、言語的・

非言語的なコミュニケーションを道具として援助しようとする試みのことであると考えられがちである。し

かし現代社会においては、心理援助を行う者の心構えは（カウンセリング・マインドと言われる）、対クライ

エントのみならず、地域支援やクライエント関係者、また大学での友人関係や部活動並びに職場や家庭にお

いても「お互いに支えあう人間関係」を築く上で、重要な考え方とあり方を示唆している。そこで、本演習

では、カウンセリングの理論と技法を学ぶと共に、より広く訪問支援や地域支援、クライエント関係者支援

などの援助についても学び、自分の日常のコミュニケーションのあり方を振り返りながら、相手に寄り添う

より適切な援助法を身に付ける。また、守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮も学ぶ。 

８．学習目標 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。  

３. 対クライエント以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解で

きる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 

演習振り返り(複数回)および，期末レポート． 

期末レポート：演習で体験したカウンセリングという関わり(人間関係)を通して，自身の行動やものの見方に

変化があったか，なかったかほか，カウンセリングに対する意見をまとめなさい． 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します． 

10．教科書・参考

書・教材 
【教科書】長尾 博著『やさしく学ぶカウンセリング 26 のレッスン』金子書房，2008 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるの

か、その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、

現在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と

技法が理解できる。  

３. 対クライエント以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解

できる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

○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。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングという他者との関わりや態度を，授業としての演習(実習)のみで身につけられないことは理

解できるはずです．カウンセリングに限らず，心の支援者としてどのように行動し対処すべきかをいつも自

身に問う必要があります．それは学生である現在も学びを積み重ねた将来も同じです．自身のあり方と社会

への関わりをいつも意識していてください． 

13．オフィスアワー 初回講義時にお知らせします． 

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 レッスンをはじめる前に 
事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第２回 
レッスン 01-03 

自己紹介と他者紹介ほか 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第３回 
レッスン 04-09 

会話からの推測，表情と言葉の矛盾ほか 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第４回 
レッスン 10-11 

役割交換法，分身法 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第５回 
レッスン 12-13 

鏡映法，二重自我法 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第６回 
レッスン 14-15 

共感と純粋性のレッスン 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 



 

 

第７回 
レッスン 16 

共感と純粋性のロールプレイ 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第８回 
レッスン 17-18 

開かれた質問ほか 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第９回 
レッスン 19 

沈黙に対するリードのロールプレイ 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１０回 
レッスン 20-21 

繰り返しと明確化のレッスン 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１１回 
レッスン 22 

繰り返しと明確化のロールプレイ 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１２回 
レッスン 23 

直面を促すレッスン 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１３回 
レッスン 24 

直面を促すロールプレイ 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１４回 
レッスン 25 

支持のレッスン 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

第１５回 
レッスン 26 

支持のロールプレイ 

事前学習 教科書の事前確認から演習課題を意識する． 

事後学習 演習内容を日常生活のなかでも試みる 

期末試験 

 



 

 

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 

２．授業担当教員 野口 理英子 

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．テーマごとに課題シートを作成する（8回程度を予定）。 

２．レポートを作成する（2000字程度） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定しない。授業内で資料を配布する。 

【参考書】窪内節子・吉武光世著『やさしく学べる心理療法の基礎』培風館、2003。 

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 

以下のことを心がけて下さい。 

１．授業には積極的な態度で参加して下さい（意見を述べる、質問する、等）。 

２．事前・事後学習を通して、理解を深めて下さい。 

３．他の受講生に迷惑をかけないで下さい（私語、等）。 

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 

講義の概要について説明する。 

事前学習 
教科書を購入する。シラバスの内容を確認す

る。 

事後学習 

家族や知人との間で行われる相談と心理療法

において行われる相談との違いを考え、まとめ

る。 

第２回 
心理療法の成り立ちから現在までの経緯，各理論の位置

づけについて学ぶ。 

事前学習 

次の用語の意味について調べる。 

「心理療法」「カウンセリング」「臨床心理学」

「精神療法」 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第３回 
心理療法の目的と進め方、適用と限界、他職種との連携

について学ぶ。 

事前学習 心理療法の適用と限界について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第４回 精神力動的心理療法の理論について学ぶ。 
事前学習 精神力動的心理療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第５回 精神力動的心理療法の技法について学ぶ。 
事前学習 精神力動的心理療法の技法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第６回 クライエント中心療法の理論について学ぶ。 
事前学習 クライエント中心療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第７回 クライエント中心療法の技法について学ぶ。 
事前学習 クライエント中心療法の技法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第８回 行動療法の理論・技法について学ぶ。 
事前学習 行動療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第９回 認知行動療法の理論について学ぶ。 
事前学習 認知行動療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１０回 認知行動療法の技法について学ぶ。 
事前学習 

自分はどんな「イラショナル・ビリーフ」を持

っているか考え、書き出す。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

  



 

 

第１１回 ゲシュタルト療法の理論・技法について学ぶ。 
事前学習 ゲシュタルト療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１２回 交流分析の理論・技法について学ぶ。 
事前学習 交流分析について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１３回 芸術・表現療法の理論について学ぶ。 
事前学習 芸術・表現療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１４回 芸術・表現療法の技法について学ぶ。 
事前学習 コラージュ療法について調べる。 

事後学習 授業の配布資料をふり返る。 

第１５回 授業のまとめ 
事前学習 これまでの授業の内容について整理する。 

事後学習 期末レポートを作成し、提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学統計法／心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 
SPMP1120 

PSMP1120 
２．授業担当教員 三好 一英 

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 

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 

授業内および授業外に、データ解析に関する課題を、適宜行うことがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房 2004 

 (※統計学と同じものを使用します。持参してください) 

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 

・統計学を履修していることを前提に講義は進められますので，よく復習しておいてください。 
・講義は毎回の積み重ねです。前回の内容理解を前提に講義は進められます。 
・授業中に無断で途中退出することは原則禁止します。 

・コンピュータを使用します。講義時間外にも積極的に触って操作方法の習得に努めましょう。 
 ※統計で困ったことになった 2年生以上の上級生，大学院生の聴講も歓迎します。 

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 オリエンテーション：春期の理解度の確認 
事前学習 テキストの入手，統計学の学習内容の復習 

事後学習 授業で使用した統計学の課題の復習 

第２回 記述統計：データ入力、尺度水準 
事前学習 尺度水準についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(尺度水準) 

第３回 記述統計：度数分布 
事前学習 度数分布についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(度数分布) 

第４回 記述統計：代表値と散布度 
事前学習 代表値と散布度について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(代表値，散布度) 

第５回 記述統計：変数の変換（標準化など） 
事前学習 標準化についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(標準化) 

第６回 相関係数とその検定 
事前学習 相関係数についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(相関係数) 

第７回 予測と回帰／回帰分析 
事前学習 回帰分析についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(回帰分析) 

第８回 連関係数とその検定 
事前学習 連関係数についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(連関係数) 

第９回 対応のある t検定 
事前学習 対応のある t検定について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(対応のある t検定) 

第１０回 対応のない t検定とその前提となる等分散性の検定 
事前学習 対応のない t検定について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(対応のない t検定) 

第１１回 
一要因分散分析の基本的な考え方：  
 モデル，仮説の立て方，主効果，多重比較 

事前学習 分散分析の基本的な考え方について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(仮説の立て方) 

第１２回 一要因被験者間分散分析 
事前学習 分散分析表の見方について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(一要因分散分析 As) 

第１３回 一要因被験者内分散分析 
事前学習 分散分析表の見方について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(一要因分散分析 sA) 



 

 

第１４回 二要因分散分析と交互作用の分析 
事前学習 二要因の分散分析表について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(交互作用) 

第１５回 心理統計法のまとめ 
事前学習 これまでの学習範囲をまとめておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題(レポートの書き方) 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学統計法／心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP1120 

EDPS1301 
２．授業担当教員 鈴木 克也 

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 

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 

アサインメントとして、毎回の授業内容は必ず復習すること。 

授業内および授業外に、データ解析に関する課題を、適宜行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

（※統計学と同じものを使用します。持参してください。） 

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 

・統計学を履修していることを前提に講義は進められますので、よく復習しておいてください。 

・講義は毎回の積み重ねです。前回の内容理解を前提に講義は進められます。 

・授業中に無断で途中退出することは原則禁止します。 

・コンピュータを使用します。講義時間外にも積極的に触って操作方法の習得に努めましょう。 

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：春期の理解度の確認 
事前学習 テキストの入手、統計学の学習内容の復習 

事後学習 授業で使用した配布資料の復習 

第２回 記述統計：データ入力、尺度水準 
事前学習 

尺度水準についてテキストの該当部分を読

む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第３回 記述統計：度数分布 
事前学習 

度数分布についてテキストの該当部分を読

む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第４回 記述統計：代表値と散布度 
事前学習 

代表値と散布度についてテキストの該当部

分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第５回 記述統計：変数の変換（標準化など） 
事前学習 標準化についてテキストの該当部分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第６回 推測統計：統計的仮説検定とは 
事前学習 

推測統計についてテキストの該当部分を読

む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第７回 2 変数の検定（1）：間隔・比尺度の関係 
事前学習 

相関係数についてテキストの該当部分を読

む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第８回 2 変数の検定（2）：名義尺度同士の関係 
事前学習 

連関係数についてテキストの該当部分を読

む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 



 

 

第９回 対応のある t 検定 
事前学習 

対応のある t 検定についてテキストの該当部

分を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１０回 対応のない t 検定とその前提となる等分散性の検定 
事前学習 

対応のない t 検定ついてテキストの該当部分

を読む 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１１回 
一要因分散分析の基本的な考え方 

モデル、仮説の立て方、主効果、多重比較 

事前学習 
分散分析の基本的な考え方について調べて

おく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１２回 一要因分散分析と多重比較 
事前学習 分散分析表の見方について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１３回 
二要因分散分析の基本的な考え方 

交互作用、単純主効果 

事前学習 二要因分散分析について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１４回 二要因分散分析と交互作用の分析 
事前学習 二要因の分散分析表について調べておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

第１５回 心理統計法のまとめ 
事前学習 これまでの学習範囲をまとめておく 

事後学習 講義内容の復習と練習問題 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理検査法演習 （2単位） 

３．科目番号 PSMP3324 

２．授業担当教員 武内 智弥 

４．授業形態 演習およびグループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
臨床心理学や心理査定に関する授業を履修していること 

７．講義概要 

心理臨床の現場でよく使用されている主な質問紙法検査や投影法検査等の理論、実施方法、結果の解釈に

ついて学習する。自らが心理検査の実施者と被検者の役割をとることによって、心理検査の目的、特徴、有

効性や限界について体験的に学ぶとともに、他のアセスメント方法とも合わせて総合的に事例を理解できる

ようになることを目指す。 

８．学習目標 

１．心理検査の種類・特徴および長所・短所を理解し、説明できるようになる。 

２．心理検査の実際を体験的に学び、使用できるようになる。 

３．心理検査の結果からのアセスメントができるようになる。 

４．心理検査における心理臨床の倫理について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各心理検査を実施する度に，自身についての検査結果とその解釈をまとめるよう求める。 
科目終了時には，授業で実施した質問紙法と投映法の心理検査の中から，1つずつ以上の検査を各自選び，そ
れらの結果をまとめ，総合所見を書いて提出するレポートを求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】なし 
【参考書】高橋依子・津川律子（編著）『臨床心理検査バッテリーの実際』遠見書房、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表をしたか。 

２．レポートは、演習・検査を踏まえて、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

１．受講態度・参加姿勢            総合点の 30% 

２．実施した演習（心理検査）ごとのレポート  総合点の 40% 

３．科目終了レポート             総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 
自己理解に役立てて，自己成長の糧とすることを望む 

13．オフィスアワー 初回の授業で通知する 

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 心理学における検査法とその倫理 

事前学習 各種心理検査について調べる 

事後学習 
心理検査の特徴と検査法倫理について理解

を深める 

第２回 心理検査の実施に関するポイントと留意点 

事前学習 心理検査の実施の準備について調べる 

事後学習 
質問紙法と投映法の特徴，心理検査実施前後

の面接，心理検査中の観察の特徴を整理する 

第３回 
質問紙法の実際 1－パーソナリティ検査（エゴグラム）
の実施 

事前学習 各種パーソナリティ検査について調べる 

事後学習 
結果について，自分らしいエピソードを何点

か挙げ，実際と結びつけて理解・整理する 

第４回 所見の書き方① 

事前学習 
どのように結果を整理したら分かりやすい
か，どんな情報が必要かを検討する 

事後学習 
学習した内容を活かして，前回の TEGの結果

を使って所見を書き直す 

第５回 
質問紙法の実際 2－医療での心理検査（うつ､不安）の
実施､分析 

事前学習 うつ、不安の概念について調べる 

事後学習 うつ、不安と精神的健康について検討する 

第６回 
質問紙法の実際 3－医療での心理検査（発達障害診断の
補助）の実施､分析 

事前学習 発達障害の特徴や診断について調べる 

事後学習 
同じような結果になる発達障害以外の状態

について整理する 

第７回 投映法の実際 1－文章完成法の実施と分析① 
事前学習 文章完成法の種類を調べる 

事後学習 文章完成法の特徴についてまとめる 

第８回 投映法の実際 2－文章完成法の分析②と結果のまとめ方 

事前学習 文章完成法の概要について調べる 

事後学習 
文章完成法で分かったことと、他のテスト結

果とを併せて、自分の傾向を検討してみる 

第９回 投映法の実際 3－描画（風景構成法）の実施と PDI 

事前学習 描画検査の種類や特徴について調べる 

事後学習 
実施中の観察や，描画後の面接のポイントを

整理する 

第１０回 投映法の実際 4－描画（風景構成法）の分析 

事前学習 風景構成法の各アイテムの意味を調べる 

事後学習 
描画全体をどのように分析するかを理解す

る 

第１１回 所見の書き方②総合所見 

事前学習 心理検査の結果を総合的にまとめてみる 

事後学習 

心理検査の総合所見を授業で習ったように

修正し，それを自己成長に活かすための工夫

を考える 



 

 

第１２回 認知障害に関する検査－HDS-Rと MMSE 
事前学習 認知障害検査の種類について調べる 

事後学習 認知障害と検査の関連についてまとめる 

第１３回 投映法の実際 5－ロールシャッハ法の特徴・実施 

事前学習 
ロールシャッハ法，片口法，包括システムに
ついて調べる 

事後学習 
ロールシャッハ法の長所と短所，実施につい

てまとめる 

第１４回 投映法の実際 6－ロールシャッハ法の分析 

事前学習 
ロールシャッハ法の分析方法について調べ
る 

事後学習 
ロールシャッハ法の事例を読み、分析の仕方

を復習する 

第１５回 心理検査の結果のフィードバック 

事前学習 
心理検査の結果の伝えられ方には，どのよう
なものがあるか調べる 

事後学習 
どういった伝え方が，クライエントにどうい

った影響を与え得るか整理する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅰ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2121 

SCOT2421 

SJMP1141 ２．授業担当教員 森本 昭宏 

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からⅡの順で履修することが望ましい。 

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．ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と毎時の制作課題をファイリングして提出。 

２．学習の成果を課題レポートとして提出する。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】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

授業の進行に伴ってレジュメを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．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 

造形指導者として子どもの柔軟な感性に対応していくためには、様々な素材に親しみ、豊かな造形体験が

必要である。本講義では造形活動の指導・実践に必要な材料・用具の取り扱いについて理解するとともに、
造形の基礎技能の習得を図る。また、造形活動で用いられる基本的用具（クレヨン・粘土等）の扱い方と、
製作の材料を活かした多様な表現、安全指導などについて学ぶ。幼・保・小学校の連続性を視野に入れた絵

画・造形の発達段階について理解を深めていく。 
【注意事項】 
１．造形活動で用いられる様々な材料･用具（クレヨン・画用紙・粘土・筆等）は、各自が準備すること。 

授業内で随時伝えていく。 

２．必ず汚れて良い服装で出席すること。 

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（授業内容、目的、用意する物など）

造形活動のねらいと内容（材料・用具についての正しい

知識と安全指導）（講義） 

事前学習 テキスト第 1章①を読む。 

事後学習 
学習内容と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第２回 

幼児の造形活動で扱われる描画材料について（講義） 

平面表現Ⅰ①引っかき絵（スクラッチ①クレヨンについ

て）版の面白さを理解した下地づくり（演習） 

事前学習 テキストｐ136を読む。クレヨンの準備。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第３回 

平面表現Ⅰ②引っかき絵（スクラッチ②様々な線描） 

様々なイメージで線を描く。きれいと感じる部分を伝え

合う（演習） 

事前学習 テキストｐ25を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第４回 

平面表現Ⅱ はじき絵（バチック）  

テーマを決めた協同制作とプレゼンテーション（グルー

プ活動） 

事前学習 テキストｐ25、127を読む。ﾎﾟｽﾀｰｶﾗｰの準備 

事後学習 
友人との学びをつなげることができたか、ポ

ートフォリオにまとめる。 

第５回 

平面表現Ⅲ 合わせ絵（デカルコマニーと糸引き版画） 

偶発的に表れる色と形の不思議さに気づき、ことばや文

字に表してみる。できた作品から見立て遊びに発展。 

事前学習 テキストｐ44、133を読む。 

事後学習 
授業の記録、製作した作品を整理し、ポート

フォリオにまとめる。ファイルしておく。 

第６回 

色の三属性、色相環及び色彩のイメージと心理効果につ

いて（講義+演習） 

平面表現Ⅳ にじみ絵（マーブリング） 

事前学習 テキストｐ25、36、132を読む。 

事後学習 
偶発的に表れる色と形を利用して、絵で表す

工夫を試みる。 

第７回 
平面表現Ⅴ①型押し絵（スタンピング①野菜の活用） 

身近な材料を用いた表現（演習） 

事前学習 テキストｐ42、135を読む。 

事後学習 学習内容をポートフォリオにまとめる。 

第８回 
平面表現Ⅴ②型押し絵（スタンピング②廃材の再利用） 

同じ材料から異なる表現が生まれることに気づく。 

事前学習 配布資料とテキストｐ16、17を読む。 

事後学習 
平面作品とポートフォリオをファイリングし

てまとめる。 



 

 

第９回 
立体表現 粘土の特徴と種類（講義+演習） 

ちぎる、たたくなどの手の活動と可塑性について 

事前学習 テキストｐ29、39を読む。油粘土の準備 

事後学習 
多様な表現を追求する力を育成することが

できたかポートフォリオにまとめる。 

第１０回 
立体表現① 粘土から和紙へ（ちぎり絵、張り子） 

張り子技法を応用したお面づくり、型取りについて 

事前学習 テキストｐ47、130を読む。障子紙の準備 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１１回 
立体表現② 紙の特性・接着の種類（のり、ボンドの活

用）のり絵具で広がる紙の表現 

事前学習 テキストｐ47を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１２回 
立体表現③ 型を使った和紙の彫刻（お面づくり） 

立体に表す活動の種類と表現（講義+演習） 

事前学習 テキストｐ156を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１３回 
立体表現④ 和紙の立体彩色（色と形）ごっこ遊びを楽

しむ。装飾としての保育室などの環境構成 

事前学習 テキストｐ151を読む。 

事後学習 
学習過程と内容をポートフォリオにまとめ

る。 

第１４回 

グループワーク 共同コラージュ制作 各自のアイデ

アを発表し合意するまで話し合う（主題決め） 

リーダーを決め役割分担をする（グループ活動） 

事前学習 テキストｐ60-62を読む。 

事後学習 
グループワークにおける振り返りの成果と

課題をポートフォリオにまとめる。 

第１５回 

グループワーク 共同コラージュ制作 

作品と制作過程を発表し合う（並べる・つなぐ） 

授業のまとめと振り返り 

事前学習 テキストｐ158-162を読む。 

事後学習 振り返りをポートフォリオにまとめる。 

 



 

 

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 井上 昌樹 

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→図画工作Ⅱの履修が望ましい 

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 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「図画工作科における教材研究の意義について、授業で学習したことを例示しながら1200

字程度で論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 図画工作編』日本文教出版 

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 

小学校の現場では、専門であろうとなかろうとほぼ全員の先生が図画工作科の指導にあたります。図画工作
科では、教員の押し付けや誘導ではなく、子どもに多くの実体験の場を与え、もてる感性や能力を 100%引き
出す指導を目指します。実際の授業として取り上げられることを意識して授業内容を体験することで、指導
者としてのより実践的な視点を獲得していきます。 

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 ガイダンス：図画工作科の可能性と教科特性を考える。 

事前学習 ・教科書を一通り確認しておく。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第２回 色の混ざりに着目した造形遊び（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第３回 描画材に着目した題材（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第４回 粘土を用いた造形表現の可能性（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト pp.88-89を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第５回 アートカードを使った対話型鑑賞（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト pp.142を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第６回 木材を使った立体構成①電動糸鋸の扱い（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第７回 木材を使った立体構成②組み木（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第８回 光と影の造形①（講義＋演習） 

事前学習 ・テキスト p.103を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第９回 光と影の造形②（講義＋演習） 

事前学習 ・配布資料を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 



 

 

第１０回 
映像メディアを用いた表現および鑑賞の活動（講義＋演
習） 

事前学習 ・テキスト pp.128-131を読む。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１１回 題材開発①教材研究と題材の構想（グループ学習） 

事前学習 
・図画工作科の実践題材に関する資料を集め
る。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１２回 題材開発②教材研究と題材化（グループ学習） 

事前学習 ・教材研究に必要な資料や材料を集める。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１３回 題材開発③題材の整理と授業案の検討（グループ学習） 

事前学習 ・材料研究の成果をまとめてくる。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１４回 題材開発④プレゼンテーション（グループ学習） 

事前学習 ・プレゼン用の模造紙を完成させる。 

事後学習 
・学習過程と内容を振り返りカードにまとめ

る。 

第１５回 
図画工作科における教材研究の重要性について振り返
る（講義＋ディスカッション） 

事前学習 
・これまでの学習内容を整理し、ポートフォ
リオにまとめてくる。 

事後学習 
・授業全体を振り返り、レポート課題に取り

組む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 
JENT2515 

JNNT1515 
２．授業担当教員 井上 昌樹 

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 
図画工作Ⅰ→図画工作Ⅱの順で履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

 図画工作Ⅰを踏まえ、より実践的な題材例に取り組むことを通して、幼児の造形の特色および幼児教育に

おける造形活動の役割を理解していくとともに、具体的な造形活動の展開について構想・実践することを通

して、保育の実践力を高めていく。併せて、乳幼児の感性や創造性を受け止められるよう、保育者自身の感

性と創造性を育成する。 

８．学習目標 

1．乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できる。 

2. 乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができる。 

3. 素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができる。 

4. 乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができる。 

5．乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【レポート課題】「幼児の特定の発達段階を対象とした造形活動を構想し、そこでの保育者・教師の直接

的・間接的援助を、具体例を示しながら述べなさい。」…1200字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

【教材・道具など】各自で準備が必要なものは事前に通知する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.乳・幼児期の造形および表現による「遊び」と「学び」の特色について理解できたか。 

2.乳・幼児の各発達段階における身体性・造形表現の特質を理解し、具体的な手立てを考えることができた

か。 

3.素材や用具・道具の理解・技能の習得を通して、安全面に配慮した造形活動を構想することができたか。 

4.乳・幼児の感性や創造性を受け止められる保育者になれるよう、自身の感覚をはたらかせることができた

か。 

5．乳・幼児の感性や創造性をひらく造形活動の展開を構想できたか。 

○評定の方法 

●授業への取り組み・態度 30％：欠席－２％、遅刻－１％の減点法で評価する。 

●ポートフォリオ 40％：授業と学習の記録、学習のふり返り、自己評価が毎時間記載されているか。 

●レポート 30%：設題に対し、自分のことばで考えをまとめることができているか。 

12．受講生への 

メッセージ 

現代の情報化が進展した社会環境において子どもの実体験不足が叫ばれています。幼少期における多様な素

材体験や造形体験が子どもの豊かな人間的成長を促してくれます。この授業では、様々な造形体験を通して、

造形に関する用具・道具の基礎的知識・技能の習得をめざすとともに、乳幼児の感性や創造性を受け止めら

れるよう、保育者自身の感性と創造性を育みます。 

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 
ガイダンス：造形表現における援助のあり方

について（ディスカッション） 

事前学習 ・テキストを一通り確認しておく。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第２回 自然素材を使った造形（講義＋演習） 
事前学習 ・テキスト第 3章⑭pp.57-59を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第３回 
造形と音楽〜手づくり楽器の製作〜（講義＋

演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章①pp.127-140を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第４回 
動きを生かしたおもちゃの製作①（講義＋演

習） 

事前学習 ・テキスト第 6章②pp.141-154を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第５回 
動きを生かしたおもちゃの製作②（講義＋演

習） 

事前学習 ・授業内で終わらなかった製作を進める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第６回 
造形活動における季節感と壁面構成①（講義

＋演習） 

事前学習 ・テキスト第 6章③pp.155-165を読む。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第７回 
造形活動における季節感と壁面構成②（講義

＋演習） 

事前学習 ・グループごとに必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第８回 
造形活動における季節感と壁面構成③（プレ

ゼンテーション） 

事前学習 ・グループごとに製作を進める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第９回 
年少児を対象とした造形表現題材①（講義＋

演習） 

事前学習 ・年少児の発達段階についてまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１０回 
年少児を対象とした造形表現題材②（講義＋

演習） 

事前学習 ・グループごとに題材で必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１１回 
年少児を対象とした造形表現題材③（プレゼ

ンテーション） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１２回 
年長児を対象とした造形表現題材①（講義＋

ディスカッション） 

事前学習 ・年長児の発達段階についてまとめてくる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 



 

 

第１３回 
年長児を対象とした造形表現題材②（講義＋

演習） 

事前学習 ・グループごとに題材で必要な材料を集める。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１４回 
年長児を対象とした造形表現題材③（プレゼ

ンテーション） 

事前学習 ・グループごとに題材案をまとめる。 

事後学習 ・学習内容を振り返りカードにまとめる。 

第１５回 授業のまとめとふりかえり 
事前学習 

・これまでの学習内容を整理し、ポートフォリオにまと

めてくる。 

事後学習 ・授業での学んだことをもとにレポート課題に取り組む。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 図画工作Ⅱ（幼） （2 単位） 

３．科目番号 

SSOT2522 

SCOT2522 

SJMP2141 ２．授業担当教員 森本 昭宏 

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 

１.毎時の制作課題をファイリングして提出する。 

２.テキスト第８章「鑑賞の学習」と第９章「美術活動の広がり」を読み合わせてそれぞれ500字程度で要点を

記述する。その他課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】辻 泰秀『図画工作 基礎造形』建帛社 

授業の進行に伴ってレジュメを配布する。 

【参考書】槇英子『保育をひらく造形表現』萌文書林 

     内閣府・文科省・厚労省編『幼保認定連携こども園教育・保育要領解説』フレーベル館 

【教材や道具など】各自で準備が必要な物は事前に告知する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

◯成績評価の規準 

1．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 

本授業では、造形表現にかかわる発達の理解を深め、援助ができる実践的な力を習得。現場で用いられる
様々な造形活動を楽しむことから始め、子どもたちへの適切な援助・配慮について理解するとともに、保育
を改善する視点を身に付けることをねらいとする。具体的な指導場面を想定した模擬保育等を通じて、子ど

もの多様な表現にも対応できる応用力のある指導者を目指していく。 
また、幼稚園教育等の基本を踏まえ、領域のねらい及び全体構想、作品評価の考え方を理解する。造形に

おける幼児の発達や造形あそび等の過程を理解した保育構想の向上に取り組む。 

【注意事項】 
１．造形活動で用いられる様々な材料･用具（画用紙・紙粘土・筆等）は、各自が準備すること。授業内で随

時伝えていく。 

２．必ず汚れて良い服装で出席すること。 

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 

ガイダンスと班プレゼンテーション 

主体的・対話的なグループ活動と模擬保育（新聞紙を

使ったファッションショー） グループごとにテーマ

を決めて新聞紙で着飾る。 

事前学習 テキストｐ104、105を読む。 

事後学習 
グループにおける自分の役割を明確にして、材

料・用具を用いた共同制作の振り返りを行う。 

第２回 

版を使った表現①【凸版 紙版画Ⅰ（切り取り版）】 

紙の重なりによって遠近、空間、量感を表現する。ハ

サミで自由に切り取り主題を強調させる。 

事前学習 テキストｐ48,49を読む。 

事後学習 
刷りをイメージしながら、デザインを確定する。 

台紙のある場合の作品もイメージしてみる。 

第３回 

版を使った表現②【凸版 紙版画Ⅱ（台紙版）】 

台紙の範囲内で形の組み合わせや配置などを考え、工

夫しながら版をつくる。 

事前学習 紙工作体験を振り返り、材料・用具を準備する。 

事後学習 
刷ったことでわかる気づきやより工夫できると

思われる点などを確認する。 

第４回 

版を使った表現③【凸版 紙版画Ⅲ（台紙版）】 

美しく刷り上げるためにインクの量と場所、刷るバレ

ンの力加減を体得する。 

事前学習 事前配布資料を読む。 

事後学習 
刷りにみられる遠近・空間・量感の表現を確認す

る。作品をファイルする。 

第５回 
子どもの絵の発達段階と様々な表現（観察画・創造

画・生活画ほか）講義 

事前学習 テキストｐ2～7を読む。 

事後学習 造形活動の発達段階を表にまとめる。 



 

 

第６回 

芯材を使った粘土制作① 粘土の特性と種類 幼児

の紙粘土の表現を鑑賞する。作品の大きさを想像し

て、計画的にビン、割りばしなどを用いた芯材をつく

る。 

事前学習 テキスト P58～61を読む。 

事後学習 
バランス・安定感の確認と芯棒に対する粘土の量

を確認する。作りたい作品の参考資料を揃える。 

第７回 
芯材を使った粘土制作② 芯棒、骨組み、肉づけ、量

塊、動静、安定感など、粘土の特性を理解する。 

事前学習 テキスト P62～65を読む。 

事後学習 表わしたいことやテーマを再度確認しておく。 

第８回 

芯材を使った粘土制作③ 着色、仕上げニス 

安定感、ひび割れの確認と着色・保存について。 

園内を飾る環境構成について考察する。（講義） 

事前学習 テキスト P66～69を読む。 

事後学習 
素材の特性を生かす仕上げと展示の工夫、制作工

程をまとめてファイリングする。 

第９回 
光と影の世界（影絵シアター）グループワーク 

レッジョエミリアの幼児教育と芸術士の役割 

事前学習 テキスト P134、158を読む。 

事後学習 光と影の活用法についてまとめる。 

第１０回 
光と影の世界（影絵シアター）グループワーク 

光を活用した造形遊びの体験（演習と相互評価） 

事前学習 事前配布資料を読む。 

事後学習 相互評価コメントをまとめてファイリングする。 

第１１回 
身近な自然物や人口の材料を用いた題材設定（模擬保

育、ワークショップ） 

事前学習 テキスト P128、194、204を読む。 

事後学習 発達段階を意識した環境構成等をまとめる。 

第１２回 
パネルシアターの歴史と物語の選定（心を動かす出来

事との出会いと共有） 

事前学習 テキスト P94、95を読む。フランネルの準備。 

事後学習 仕掛けの特性の理解と実習を想定した題材選定。 

第１３回 
パネルシアターの下絵と製作（素材に親しみ工夫して

遊ぶ）（エプロンシアター、ペープサートとの比較） 

事前学習 
テキスト P34、38、132 を読む。材料・用具の準

備。 

事後学習 仕掛けの理解と用具・材料の準備をする。 

第１４回 
パネルシアターの彩色と仕掛け（動きなど様々な表現

の仕方）（紙芝居・絵本との違い） 

事前学習 テキスト P98、99を読む。仕掛けの材料の準備。 

事後学習 作品の仕上げと、絵人形を演じる準備をする。 

第１５回 
パネルシアター演じ方と舞台設定（視聴覚教材の活

用）課題のまとめ 発表会 

事前学習 事前配布資料を読む。演じ方の練習と発表準備。 

事後学習 相互評価コメントをまとめてファイリングする。 

 



 

 

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 井上 昌樹 

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 
図画工作Ⅰ（小）・Ⅱ（小）の履修後が望ましい。 

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 ポートフォリオ（振り返りカード）の作成と提出 

2 【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） 

3 【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） 

4 【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） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 
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 

小学校の現場では、専門であろうとなかろうとほぼ全員の先生が図画工作科の指導にあたります。図画工作

科では、教員の押し付けや誘導ではなく、子どもに多くの実体験の場を与え、もてる感性や能力を 100%引き

出す指導を目指します。この授業では、実際に授業をつくり、実践する経験を通して、図画工作科の目的に

ついての理解を一層深めるとともに、授業づくりをする上での基本的な知識及び能力を身につけていきます。 

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 
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～p.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 p.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 pp.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 p.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。 

期末試験 

 



 

 

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 森本 昭宏 

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・Ⅱ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 ポートフォリオの作成（毎時間） 

※詳細は第1回のガイダンスで説明する。 

２【レポート課題①】子どもの描画と発達について・立体作品の指導・評価について、それぞれ考えを 

まとめる。500字～ 

【レポート課題②】表現と鑑賞活動についての気づき、感想をポートフォリオにまとめる。500字～ 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 

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 

子どもの表現に関わる資質・能力をバランスよく育成させるためには、造形遊びや工作の活動、絵や立体の
中で、子どもが納得するまでつくらせていくことが大切である。特に再構成（つくり、つくりかえ，つくる）

を満足のいくまで持たせる学習活動が必要であろう。このことは造形指導をする指導者にも、幅広い経験と
深い学びが必要であると考える。今までの演習に併せて、実際に教育現場で指導することを想定した、実践
者としての視点で捉えていく。図画工作Ⅰ・Ⅱの単位を修得した後に履修することが望ましい。 

【注意事項】 
１．模擬授業等の活動で用いられる様々な工作や絵の材料･用具は、各自が準備すること。授業内で随時伝え

ていく。 

２．必ず汚れて良い服装で出席すること。 

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 
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～p.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 p.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。（800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 pp.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 p.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。 

期末試験 

 



 

 

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 池内 慈朗 

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・Ⅱ履修後が望ましい。 

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 ティーチング・ポートフォリオの作成と提出（詳細は授業中に説明する） 

2 【レポート課題①】図画工作科の教育的意義についてポートフォリオにまとめる。500字～ 

【レポート課題②】鑑賞活動についての気づき、感想をポートフォリオにまとめる。500字～ 

【レポート課題③】評価規準（ルーブリック）の作成と感想をポートフォリオにまとめる。1500字 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

宮脇理 監修，福田隆眞他編著『美術科教育の基礎知識』建帛社。 

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 

小学校図画工作科専科の教員を配置している都道府県、市町村は少なく、小学校教員のほとんどは図画工
作科を指導することになる。図画工作（美術）を苦手にしている人も、そうでない人も、色やかたちによる

表現と鑑賞による造形教育のよさを感じ、楽しみながら（子どもの気持ちになって！）、意味やコトを紡ぎだ
す教科特性を持つ図画工作科への理解を深めていきたい。併せて、実際に教育現場で指導することをイメー
ジしながら受講することでより実践的な視点を獲得したい。 

13．オフィスアワー 木曜 3 限前後 

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 
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～p.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 p.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 pp.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 

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。 



 

 

【演習＋講義】 

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 p.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。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
生活科指導法 （2単位） 

３．科目番号 

SJMP3393 

SJMP3293 

EDEL3318 

JEEL2626 
２．授業担当教員 沼澤 清一 

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 

【課題】 

課題1 : 子どもを引きつける生活科の教材開発 

課題2 : 学習指導案の作成 

【レポート課題】 

  「生活科の授業展望」 1000字程度 

【振り返りシート】 

   講義の終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、自分自身はどのよう

な考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。 

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 

教師は、子ども以上に「はてな？」をもって身の回りの環境に目を向け、子どもに負けない知的好奇心・探

究心をもって教材開発を楽しむことが大切です。気づきを基に学ぶことの楽しさを児童と共有できるような

教師を目指して頑張りましょう！ 

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 

「生活科の実践事例(1)」 

・朝の会・帰りの会との連携を図り、学びの場を構

築する指導方法のあり方について理解を図る。 

事前学習 
・朝の会・帰りの会の内容をふり返り、その意義
についてまとめておく。 

事後学習 ・指導目的と方法についてまとめておく。 

第４回 

「生活科の実践事例(2)」 
・授業後の調べ学習の記録である日記指導の指導方
法、そのための授業構成のあり方について理解を深
める。 

事前学習 
・「日記」のあり方について自分の経験をふり返
り、まとめておく。 

事後学習 
・授業と授業の間を生かした日記指導を取り入
れることによる授業構成についてまとめておく。 

第５回 

「生活科の実践事例(3)」 
・学級通信をもとに授業実践を読み取る。授業構成
と追究課題の提示の仕方など、生活科の授業を支え
る指導のあり方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 
「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」 

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７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」 

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８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」 

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９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」 

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」 

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：地域と生活）
及び学習指導案の改善」 

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 

「生活科の授業の実際（指導の留意点と評価）」 
・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、改善を行い、
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１３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１４回 

「学びの共有」 

・第 12回でまとめた内容をグループで共有し、交流

を通して全体に伝える。 

事前学習 ・第 12回での学びを伝える準備をする。 

事後学習 ・共有後の更なる学びについてまとめておく。 

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） 生活支援技術・家政 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3107 

２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義･調理実習･グループディスカッションなど ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

在宅介護において食生活に対する援助が必要となる。この授業では栄養・調理についての知識及び技術を

身につけ、日常生活の支援方法を学習していく。献立作成や簡単な栄養計算、基本的な調理、生活習慣病の

予防、高齢者や身体障害者の食事、保存食づくり、食品衛生に関する実験などを講義･実習･ディスカッショ

ンを通して行い、高齢者や身体障害者が食生活を楽しく営むことができるようにその支援能力を養う。 

８．学習目標 

日常生活における支援方法を確実に自己学習内容として実践できる。 

 １.食生活に関する様々な技能を身につける。 

 ２.食生活において高齢者や身体障害者の生活支援に必要な知識を獲得できる。 

 ３.高齢者や身体障害者の食生活支援に必要な知識･技術を習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 

課題1 ・切り方、調理の仕方について実習活動中に評価する。普段の生活のなかで包丁使いについて練習し

ておくこと。 

課題2 ・実習レポート･自主献立 (栄養価、テーマ性、材料調達、レシピ)を作成して調理活動をする。 

    その過程を含めて、レポートに表わして調理実習ごとに提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『居宅グループホームにおける簡単おいしい介護食－基礎知識とレシピ 200－第 2版』第一出版 

【参考書】介護福祉士養成講座編集委員会編『新･介護福祉士養成講座 6 生活支援技術Ⅰ第 4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 

・食生活に関する様々な技能が身についたか。 

・食生活において高齢者や身体障害者の生活に支援に必要な知識を獲得できたか。 

・高齢者や身体障害者の食生活支援に必要な知識・技術を習得できたか。 

○評定の方法 

・授業への積極性 30% 

・野菜の切り方など実習技術 20% 

・実習レポート（1～6回） 30% 

・自主献立による実習及び実習への積極性 20% 

12．受講生への 

メッセージ 

生活支援における専門的知識や技術の獲得をめざす授業をともに創り上げたいと願っていますが、特に調

理実習などの場合の身支度などの準備やグループワークにおける協力性を発揮してより高い学びあいを行え

るよう期待しています。ですから疑問点は随時質問し積極的に取り組んでください。 

13．オフィスアワー 授業内(初回授業)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 シラバスの説明、高齢

者の摂食活動の機能 実習グループづくり、

調理実習室の使用の仕方、調理実習の内容、

準備、後片付けの仕方など 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込める予定表を準備し

臨むこと。 

事後学習 
学習日程･学習内容･学習準備について確認し、学習の見

通しを持つ。 

第２回 

高齢者の食生活 

調理の目標、調理の基本、器具操作、計量の

仕方、材料の切り方  

事前学習 
教科書第 1 章に目を通して学習の概要について理解した

うえで授業に臨むこと。 

事後学習 
食事バランスガイド表の使い方について理解し自分の生

活に取り入れていく。  

第３回 

調理実習１（体の具合が悪い時の食事） 

病人食(米･粥の種類、卵豆腐の作り方、留意

点) 

事前学習 教科書一口コラム欄を読んで授業に臨むこと。  

事後学習 

実習を通して理解できた学び米に対する地域の確認など

課題をワークシートにまとめて提出する。 

自分の食生活に取り入れ健康生活に役立てていく。  

第４回 

食べる機能に合わせた食事 

歯の機能低下・嚥下機能低下の問題点 

調理器具・熱源･給排水の取り扱い 

小麦粉･だし汁に対する知識 

事前学習 
教科書第 3 章に目を通して学習の概要について理解した

うえで授業に臨むこと。 

事後学習 

日常の食事作りの技能として活用し、習熟していく。 

実習を振り返りワークシートの提出をし、知識確認をし

て自分の食生活に取り入れ健康生活に役立てていく。 

第５回 

調理実習２（春の献立） 

群馬の食生活うどん作り、だし汁の取り方、

春野菜の切り方 

事前学習 
教科書 pp.38～45 を読んで学習の概要について理解した

うえで授業に臨むこと  

事後学習 

実習を通して理解できた学びや課題をワークシートにま

とめて提出する。 

自分の食生活に取り入れ健康生活に役立てていく。 

第６回 
食品の調理操作 

高齢者の食事、介護食の進め方 

事前学習 
教科書第４章に目を通して学習の概要について理解した

うえで授業に臨むこと。 

事後学習 
高齢者の食事のポイントを理解し高齢者の食事と調理を

ワークシートにまとめて提出する。 



 

 

 

第７回 

調理実習３（夏の献立） 

水分補給・福祉調理 

（薬菜調理、キザミ食、炊飯、とろみ食） 

事前学習 
教科書pp.46～57 を読んで夏の食事における高齢者食事

への配慮について読み授業に臨むこと。 

事後学習 
実習を通して理解できた学びや課題をワークシートにま

とめて提出する。 

第８回 

生活習慣病予防の食事 

（生活習慣病予防の食事のポイント、献立

の立て方） 

事前学習 
教科書 pp.118～131 を読んで減塩・肥満防止と食事の関

係を読み授業に臨むこと。 

事後学習 
減塩・肥満防止に対する場合の食事のポイントをまとめ

ておくこと。 

第９回 

調理実習４（生活習慣病予防の食事） 

栄養管理を必要とする治療食 

カルシウム食 カリウム食 減塩食 

魚の扱い（魚のおろし方、魚料理） 

事前学習 
カルシウム食 カリウム食について教科書 pp.132～138

を読んで授業に臨むこと。 

事後学習 

実習を通して理解できた学びや課題をワークシートにま

とめて提出する。自分の食生活に取り入れ健康生活に役

立てていく。 

第１０回 
野菜の切り方と実技試験 

（きり方･包丁の扱い） 

事前学習 
資料「野菜の切り方とその名称や使い方」を確認して授

業に臨むこと。 

事後学習 
自分の食生活に取り入れ,日常生活において包丁使用の

機会を増やし、習熟を促す。 

第１１回 

調理実習５（秋の献立） 

秋の行事食 冬至食（南瓜、けんちん汁） 

食べ物の旬と行事食との関係性についての

理解 

事前学習 
事前に渡した資料を基に食べ物の旬を調べて授業に臨む

こと。 

事後学習 
実習を通して理解できた学びや課題をワークシートにま

とめて提出する。 

第１２回 
実験:食品衛生、食品の安全性について 

行事にまつわる食事 

事前学習 
教科書第 1 章の 4 食中毒についてを読んで授業に臨んで

ください。 

事後学習 
食品の安全・食中毒に対する対策についてまとめて自分

の食生活にも取り入れ健康生活に役立てていく。 

第１３回 
調理実習６（冬の献立） 

冬の行事食 正月食（小豆粥・だて巻き） 

事前学習 
地域の行事食について高齢者に訊くなどしておく。事前

に渡した資料を基に行事食を調べて授業に臨むこと。 

事後学習 
実習を通して理解できた学びや課題をワークシートにま

とめて提出する。 

第１４回 
研究活動１ 

（自主献立の作成、グループ研究） 

事前学習 
テーマを挙げ、食品成分表・調理資料など準備して授業

に臨むこと。 

事後学習 
栄養価、テーマ性、材料調達、レシピについてグループ

の共通理解を図っておく。 

第１５回 
調理実習７ 

研究発表（自主献立の実習と発表） 

事前学習 
グループで協力して買い物をし、食品材料を準備してお

く。 

事後学習 
実習を振り返りポスターセッションを仕上げ、カフェテ

リアに展示する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活支援技術・環境 （2 単位） 

３．科目番号 SNMP3108 

２．授業担当教員 杉山 憲江 

４．授業形態 講義 実習 演習 実験 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

介護を要する人たちが尊厳を持って、日々その人らしく暮らしていけるよう支援するための考え方や技法

の習得をめざしている。そこで本講義では、介護の現場において生活支援技術とともに、人間の欲求や人間

生活の仕組みを理解し、すべての人が文化的で人間らしい生活を営むことができるよう支援できる力が必要

となる。生活支援演習･実習を通して具体的に学びを深め、介護現場で役立つ実践力を養うことを目的とする。  

住生活では、建物の段差の計測や家事作業計画･介護作業計画･室内環境の整備･清掃技術･住居管理･防災の

実習、さらに、老人･障害者に適した住居改善の事例を紹介しあい、支援のための演習･実習を行う。 

衣生活面においては、具体的な衣服の繕い･整理･保管･素材の鑑別実験･洗濯･染み抜き･漂白･しあげ･等の

実習を行う。 

８．学習目標 

1．家事支援における介護技術を身につけ、実践することができる。 

2．要介護者の衣生活に適切に援助するための知識と技能を身につけ、実践することができる。 

3．要介護者の居住環境に対し適切な生活支援ができる知識と技能を身につけ、実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・製作作品(清拭用ミトン･基礎縫いを基にした小物)の提出。 

・「被服管理に関する実験(繊維、洗剤)」、「ゾーイング調べ」に関するワークシート提出。 

・演習(たたみ方･アイロンがけ)の技能と記録。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 介護福祉士養成講座編集委員会編『新･介護福祉士養成講座 6 生活支援技術Ⅰ第 4版』中央法規 2017年。 

 東京商工会議所編『福祉住環境コーディネーター検定試験公式テキスト 3級 第 5版』2019年。 

【参考書】 

 佐々井 啓編著『家政学ノート －社会福祉専門職ライブラリー』誠信書房。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・家事支援における介護技術を身につけ、実践することができるか。 

・要介護者の衣生活に適切に援助するための知識と技術を身につけ、実践することができるか。 

・要介護者の居住環境に対し適切な生活支援ができる知識と技術を身につけ、実践することができるか。 

○評定の方法 

・授業への積極性 30% 

・演習・実験のレポート 40% 

・提出物作品（ミント･小物） 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

この教科は私たちが生きていくために行われる家事活動全般を対象としています。ですから授業は演習、

実習、実験といろいろな学習形態の活動を通して思考し、考察し、専門性をもった技能を身につけて欲しい

と願って授業を組み立てていきます。より質の高い介護支援技能を身につけた人間性、自己研鑽に励むこと

を望みます。 

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  

シラバスの説明（学習の内容、作品製作日

程や提出日の確認、材料の準備について） 

事前学習 
シラバス･学習準備について書き込める予定表を準備し

臨むこと。 

事後学習 
学習日程･学習内容･学習準備について確認し、学習の見

通しを持つ。 

第２回 

生活支援の視点(いろいろな生き方、暮らし

方） 

・イラストから受け取る家庭生活を想像して

いろいろな生き方、暮らし方があることを

理解する。 

・日常生活における衣生活の手入れ・環境な

どに配慮した生活について学びあう。 

事前学習 教科書第 3章 pp.182~188 を読んで授業に臨むこと。 

事後学習 
リサイクルマークなど環境整備における知識理解を図

る。 

第３回 
被服製作に必要な知識 裁縫の基礎（1） 

ボタン付け、スナップ付け 

事前学習 小物製作の製作計画を立て、裁縫道具・材料を準備する。 

事後学習 
ボタン付け、スナップ付け、など技能の基礎を体験し、

日常生活の中で習熟を図る。 

第４回 

被服製作に必要な知識 裁縫の基礎（2） 

並み縫い、まつりぬい 

布巾づくり 

事前学習 
裁縫道具の名称を理解したうえで、内容を確認し準備す

る。 

事後学習 
製作した布巾を仕上げ、提出する。時間内に仕上がらな

い場合は自己学習で仕上げて提出する。 

第５回 
被服製作に必要な知識 裁縫の基礎（3） 

小物制作 

事前学習 小物製作の製作計画を立て、裁縫道具・材料を準備する。 

事後学習 
小物製作実習を振り返り、工夫したところや日常生活に

おける活用について考察し、作品とともに提出する。 



 

 

 

第６回 
家庭用品のミシン製作（清拭用ミトン） 

 ミシンの使い方を学ぶ 

事前学習 
ミシン縫いに適する薄めタオル（フェイスタオル）1 枚

を用意する。 

事後学習 
ミシンの使い方を振り返り、出来上がった作品（清拭用

ミトン）を提出する。 

第７回 

被服管理に関する実験 1 

（着物の名称、浴衣のたたみ方、生活の中

の整理整頓） 

事前学習 教科書第 3章 pp.233~235 を読んで授業に臨むこと。 

事後学習 
日常生活の中で衣服・浴衣のたたみ方についての技能の

習熟を図る。 

第８回 

被服管理に関する実験 2 

（ 繊維の特性、しみ抜き、布の性質、アイ

ロンがけ） 

事前学習 
アイロンがけ練習用に適切な素材の衣服を用意する。（綿

製・ニット） 

事後学習 
日常生活の中で繊維の特性を理解し、アイロンがけ、染

み抜きなど技能の習熟を図っていく。 

第９回 

高齢者の被服 

サイズの測り方、体型にあわせた衣服のデ

ザインの直し方を学ぶ。 

事前学習 事前に渡した参考資料を読んでから授業に臨むこと。 

事後学習 
日常生活の中で、ユニバーサルデザインに対する認識を

図っていく。 

第１０回 

衣生活における生活支援 

 繊維の特性に関する実験を通して布の性質

を理解する。 

事前学習 事前に渡した参考資料を読んでから授業に臨むこと。 

事後学習 
実験を通して繊維や布の働きを知り、日常生活の中で活

かすことができる。 

第１１回 
暮らしやすい生活環境 

住生活に関する空間環境、ゾーイング調べ 

事前学習 
教科書第 2 章「居住環境の整備」を読んで授業に臨むこ

と。 

事後学習 活動を通してゾーイングの必要性を理解する。 

第１２回 
高齢者･障害者の住居  

住まいのバリアフリー考える。 

事前学習 
福祉住環境第 3 章「バリアフリーとユニバーサルデザイ

ン」に目をと通して授業に臨むこと。 

事後学習 
日常生活の中でバリアフリーを認識し、必要性を理解し

て知識ポイントの獲得をしておく。 

第１３回 
住生活とまちづくり 

安全快適な住まいの整備 1 住居の維持・管理 

事前学習 
福祉住環境第 5 章「安心できる住生活とまちづくりの内

容」に目を通してから授業に臨むこと。 

事後学習 
安全な住まいにおけるポイントを掴み知識理解を図って

おく。 

第１４回 
住まいの整備のための基本技術 

安全快適な住まいの整備 2 住居の改造・改築 

事前学習 
福祉住環境第 4 章「安全・安心・快適な住まい」に目を

通してから授業にｆ臨むこと。 

事後学習 
住居の改造における重要点を掴み知識理解を図ってい

く。 

第１５回 
福祉住環境コーディネーター3級 

過去問からの演習 

事前学習 事前に渡した参考資料を読んでから授業に臨むこと。 

事後学習 
日常生活の中で福祉住環境における工夫に気づき、住環

境に対する理解を図っていく。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活支援技術・基本Ⅰ （4単位） 

３．科目番号 SNMP1114 

２．授業担当教員 櫻井 恵美 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

介護概論を履修しておくこと。また、医学概論、心理学概論、コミュニケーション論と関連付け学習する

こと。 

７．講義概要 

 介護を要する人たちが、尊厳をもって、日々その人らしく、快適に暮らしていけるように支援するため

の考え方や技法の習得を目指していく。具体的には、居住環境の整備を中心とし、より良く生活するため

の意義や目的、生活支援技術の基本を理解し、根拠に基づいた介護が展開できるよう授業を展開していく。 

８．学習目標 

生活支援技術・基本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。 

・安全で快適な住居環境の整備について理解し、工夫することができる。 

・福祉用具を知り、自立に向けた住居環境の整備のために活用することができる、 

・状態の観察の視点と方法を理解し、バイタルサインの測定ができる。 

・ボディメカニクスの理解と活用を行い、適切な活動動作及び介助が行うことができる。 

・体位変換の方法を習得でき、安楽な方法を工夫することができる。 

・生活不活発病を理解することができ、それから発生する具体的な影響について理解できる。 

・異常の早期発見のために必要な視点を理解し、事故発生時の対応ができる。 

・AEDを用いた心肺蘇生法を習得することができ、実践で活用できる。 

・終末期の介護を理解し、終末期における尊厳の保持について考えることができる。 

・記録と報告の重要性を理解することができ、常に活用することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：①第7回より演習記録を記入し必ず提出して下さい。評定に反映されます。 

②第28回授業後「介護職員へのグリーフケアの在り方について」指定用紙1枚に自分の考え 

をまとめ提出する。 

事前・事後学習シートを整理し、提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新・介護福祉士養成講座 6 生活支援技術Ⅰ』中央法規、2019 

介護福祉士養成講座編集委員会『最新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ』中央法規、2019 

【教材】 

・DVD 白井孝子、櫻井恵美監修『根拠に基づく生活支援技術の基本』中央法規、2015 他 

参考書については、適宜授業で紹介します。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１）介護を要する人たちが、尊厳をもって、日々その人らしく、快適に暮らしていけるように支援するた

めの考え方や技法の習得ができたか。 

２）居住環境の整備を中心とし、より良く生活するための意義や目的、生活支援技術の基本を理解し、根

拠に基づいた介護が展開できたか。 

○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.到達度確認試験 (実技試験) 30% 

2.レポート 40％ 

3.授業態度 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

｢こころとからだのしくみ」｢介護概論｣と関連付けながら学習し、ただ単に技術（テクニック）を覚えるの

ではなく、根拠（なぜそうなのか）に基づいた科学的生活支援技術の習得を行ってください。 

・普段から自分の生活に興味・関心をもって受講して下さい。 

・実技の時は、介護しやすい指定の服装、介護にふさわしい身だしなみで授業に臨むこと。 

・理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

・自主的に空いている時間にベッドメーキング等の練習に取り組んでください。 

・演習で使用する物品は大切に取り扱い、準備、片付けまで責任をもって行ってください。 

・演習の習得度によって、一部シラバスの順番を入れ替えることがあります。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。その他については、第 1回で説明します。 

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 

オリエンテーション 

「生活支援技術・基本Ⅰ」のねらいと単元の解説、 

テーマ｢記録と報告｣① 

記録の意義と目的、授業で使用する記録様式の種類

と内容、書き方を理解する。 

事前学習 
シラバスを読んでおく。資料および演習ノート

用ファイルを用意する。 

事後学習 
今後の記録で実践できるよう、記録の方法や留

意事項を整理する。 

第２回 

グループ編成 

テーマ「加齢に伴う心身の変化と生活の変化」 

老化に伴う身体的、精神的変化を理解し、社会的変

化について考える 

事前学習 加齢に伴う心身の変化について考える。 

事後学習 
身近にいる高齢者を観察し、全体像を把握す

る。 

 



 

 

 

第３回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣① 

介護を要する人(特に高齢者)が安心して暮らすため

に必要な環境の整備を考える。 

事前学習 高齢者の家庭内での事故について調べておく。 

事後学習 
高齢者の居室における環境整備のポイントを

整理する。 

第４回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣② 

QOLの向上・安全・快適で自立した生活を維持するた

めの生活環境確保を理解する。 

プライバシー空間設営の意義・目的を理解する。 

事前学習 
高齢者にとってのバリアフリーのメリットと

デメリットについて考え、整理しておく。 

事後学習 
高齢者の自立した生活を支えるために必要な

知識について整理する。 

第５回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣③ 

自宅での生活と施設での生活を考えて、望ましい生

活の場とは何か考える。 

事前学習 福祉用具・住宅改修について調べておく。 

事後学習 
要介護者の自立を支える環境整備の重要性に

ついて整理する。 

第６回 
テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣③ 

 特殊寝台とその付属品について理解する。 

事前学習 
ベッドと布団のメリット・デメリットについて

整理しておく。 

事後学習 
福祉用具が適切に使用できるよう使用上の留

意点を整理し、実践できるようにする。 

第７回 

テーマ「介護に必要なボディメカニクス」① 

介護実践を行う際、介護者の身体機能の活用と対象

者の介助における活動において、最小の力で最大の

介護実践を行う必要がある。その動作を身につける。 

事前学習 自分の生活動作を確認する。 

事後学習 
介護者の安全・安心・安楽について考え、今後

の演習で実践できるようにする。 

第８回 

テーマ「介護に必要なボディメカニクス」② 

具体的場面・動作におけるボディメカニクスの活用

を行う。 

事前学習 
自分の生活動作の中で、ボディメカニクスが活

用されている場面を考える。 

事後学習 ボディメカニクスの原理・原則を整理する。 

第９回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣④ 

リネン類のたたみ方と収納の方法を習得する。 

寝心地の良いベッドの作り方を習得する。 

演習①シーツ、タオルケット、枕カバーのたたみ方 

②ベッドメーキング 

事前学習 
第 6回の授業を振り返り、留意点を確認してお

く。手洗いの方法について確認しておく。 

事後学習 
心地よい寝床を整えるためのポイント、留意点

を整理し演習ノートに記録する。 

第１０回 

テーマ｢記録と報告｣② 

考察の書き方を理解する。 

報告の意義と目的、方法、受け方を理解する。 

前回までの演習シートを修正しながら要点のまとめ 

方、考察の書き方を理解する。 

事前学習 
第 1回の授業での要点を確認しておく。 

第 9回演習ノートの内容を確認しておく。 

事後学習 
今後の演習ノートの記入において、他者にもわ

かりやすく記録できるようにする。 

第１１回 

テーマ「安楽と安寧の技法」 

介護における安楽の意義、目的を理解する。 

介護における安楽の方法を習得する。 

事前学習 
自分と他者の姿勢の違いについて観察してお

く。 

事後学習 生活の中の安楽な姿勢を意識する。 

第１２回 

テーマ「安楽な体位の技法」① 

体位の種類と特徴を理解する。安楽な体位と目的を

理解する。 

事前学習 
基本姿勢について調べ、安楽姿勢との違いにつ

いて確認しておく。 

事後学習 基本姿勢、基本体位について整理する。 

第１３回 

テーマ「生活不活発病」① 

ＩＣＦの概念と悪循環と良循環について学び、生活

不活発病について理解する。 

事前学習 
ICF と ICIDH の違いについて学習（確認）して

おくこと。 

事後学習 
生活不活発病が高齢者の生活に与える影響に

ついて考える。 

第１４回 

テーマ「生活不活発病」② 

寝たきり状態で起こる弊害について考え、離床の必

要性を理解する。褥瘡のメカニズムを知り、予防の

方法と対応について理解する。 

事前学習 
長時間同一体位で過ごした場合、身体のどの部

位に苦痛を感じるか体験する。 

事後学習 褥瘡予防に必要な知識について整理する。 

第１５回 

テーマ「安楽な体位の技法」② 

体位変換の方法を習得し、側臥位による安楽な方法

を工夫する。その他の体位の安楽な状態を理解する。 

演習：体位変換 

事前学習 
第 12 回の授業を振り返り、基本体位について

確認しておく。 

事後学習 
体位変換の介助の留意点とポイントを整理し、

演習ノートに記録する。 

第１６回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備⑤ 

シーツ交換の方法を習得する。 

演習：臥床状態でのシーツ交換 

事前学習 
第 9、11、12、15回の授業や演習ノート等を振

り返り、要点を確認しておく。 

事後学習 
寝心地の良いベッドメーキングが実践できる

ようにする。演習ノートに記録する。 

第１７回 

テーマ｢安全で快適な住まい・生活環境の整備｣⑥ 

演習確認小テスト：事例を踏まえた実践を行うことが

できる。 

事前学習 
第 1～16回までの授業を振り返り、要点を整理

し、実践できるようにしておく。 

事後学習 試験を振り返り、自己評価と点検を行う。 

第１８回 

テーマ「福祉用具の概要と活用の方法」 

福祉用具の意義・目的・種類・分類を理解する。 

福祉用具の選択の方法と注意点・留意点について学

習する。 

事前学習 
介護保険における貸与・支給福祉用具について

調べておく。 

事後学習 
介護福祉士に必要な福祉用具の知識について

整理する。 

第１９回 テーマ「移動の介護」 事前学習 車いすの各部の名称について調べておく。 



 

 

福祉用具を用いて、安全に安楽に移動する技法を習

得する。 

演習：車いす移動介助、杖歩行介助  

事後学習 

移動介護の目的を整理し、移動介助における留

意点、介護福祉士の役割を整理する。演習ノー

トに記録する。 

第２０回 

テーマ「健康状態の観察」 

健康状態の観察の視点と方法を理解するバイタルサ

インの測定の方法を習得する。体温、脈拍、呼吸、血

圧の測定。 

事前学習 
朝・昼・夜の自分の体温、脈拍を計測し、確認

しておく。 

事後学習 

健康状態の変化を把握するための観察視点と

方法について整理する。演習ノートに記録す

る。 

第２１回 

テーマ「安楽と安寧の技法」 

罨法の種類、意義、目的を理解する。 

罨法の方法を習得する。 

演習：氷枕の作り方と当て方 

事前学習 
電気毛布、使い捨てカイロの弊害について調べ

ておく。 

事後学習 
氷枕の作り方、当て方を整理する。 

演習ノートに記録する。 

第２２回 

テーマ「医療対応時の介護」 

異常の早期発見のために必要な視点とその対応、事

故発生時の応急手当（三角布、包帯などの活用）を習

得する。 

事前学習 
救急車の呼び方について確認しておく。 

 

事後学習 
緊急時における介護福祉士の役割について整

理する。 

第２３回 

テーマ「緊急事故時の対応」 

介護と医行為を理解する。安全・安楽な生活を支援

する事ができるように日常生活で発生しやすい主な

事故を理解する。 

事前学習 
高齢者の施設において、どのような行為が医療

行為なのかを考えておく。 

事後学習 
緊急時や日常生活の介護において必要な知識

について整理する。 

第２４回 

テーマ「緊急事故時の対応」 

薬剤の基礎知識と服薬方法を理解する。 

治療食を食する人に対する介護者としての役割を理

解する。 

事前学習 治療食について調べておく。 

事後学習 

日々の食事や生活上において起こりうる事故

について整理し、その対応ができるようにして

おく。 

第２５回 
テーマ「緊急事故時の対応」（外部講師（予定）） 

AEDを用いた心肺蘇生法を習得する。 

事前学習 
通学途中や大学構内の AEDの設置場所を確認し

ておく。 

事後学習 
心肺蘇生法や AEDを用いる際の留意点を整理す

る。 

第２６回 
テーマ「緊急事故時の対応」（外部講師（予定）） 

AEDを用いた心肺蘇生法を習得する 

事前学習 
第 23 回の授業を振り返り、緊急時における介

護福祉士の役割を確認しておく。 

事後学習 
緊急時における介護、医療職の連携について整

理する。 

第２７回 

テーマ「終末期の介護」 

終末期における尊厳の保持・事前意思確認等介護の

意義・目的を理解する。終末期を迎える利用者の身

体面・心理面・家族に対する支援のありかたを理解

する。他職種との連携を理解する 

事前学習 緩和ケアについて調べておく。 

事後学習 
終末期のケアにおける介護福祉士の役割につ

いて整理する。 

第２８回 

テーマ「終末期の介護」 

危篤時から臨終までの症状の変化・死後のケアを理

解する 

事前学習 
「死」を看取ることについて自分の考えをまと

めておく。 

事後学習 

レポート課題「介護職員へのグリーフケアの在

り方について」自分の考えまとめる。A4用紙 1

枚。 

第２９回 
実技確認試験 

事例を通して生活支援技術の試験を行う。 

事前学習 

これまでの演習を振り返り、根拠に基づく、安

全・安楽・安心な介助が実践できるようにして

おく。 

事後学習 
試験の振り返りを行い、自己評価と点検を行

う。 

第３０回 
生活視援技術実技の試験を振り返り、生活支援技術。

基本Ⅰのまとめを行う。 

事前学習 
自己評価・点検を踏まえ、修正・改善できるよ

うにしておく。 

事後学習 事例の介護の根拠、手順、留意点を整理する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生活支援技術・形態Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 SNMP2119 

２．授業担当教員 岡田 稔 

４．授業形態 講義及び演習、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
生活支援技術・基本Ⅱを履修していること。 

７．講義概要 
尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、「こころとからだの

しくみ」の学びから根拠ある科学的な介護の知識や技術について習得する。 

８．学習目標 

1. 高齢者の特性、生活障害者と介護のあり方についての知識と技術を身につける。 

2. 虚弱高齢者の定義、健康管理のポイントについて理解し、説明することができる。 

3 .寝たきり高齢者の基本的理解と寝たきりにさせない介護の在り方を考え、説明することができる。 

4 .認知症高齢者の基本的理解と介護（認知症高齢者の理解、介護、日常生活の支援、家族支援、事故防止、

虐待、身体拘束）についての知識を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

②  各演習前に、生活支援技術・基本Ⅱを振り返り、留意点、手順、方法を確認しておく。 

② 演習を行ったことをレポートにまとめて提出する。提出に関してはその都度指示します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

介護福祉士養成講座編集委員会『新・介護福祉士養成講座 7生活支援技術Ⅱ』第 3版、中央法規、2019 

その他、適宜授業中にプリントを配布する。 

高齢者介護論Ⅰ・Ⅱの授業のノート及び資料 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 高齢者の特性、生活障害者と介護のあり方についての知識と技術が身についたか。 

2. 虚弱高齢者の定義、健康管理のポイントについて理解し説明ができたか。 

3 .寝たきり高齢者の基本的理解と寝たきりにさせない介護の在り方を考えが説明し、実践できたか。 

4 .認知症高齢者の基本的理解と介護（認知症高齢者の理解、介護、日常生活の支援、家族支援、事故防止、

虐待、身体拘束）についての知識と方法が身についたか。 

○評定の方法 

1.手順やまとめのミニレポート 60％ 

2.授業態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・生活支援技術・基本Ⅱのノート、資料を活用してください。 

・授業で実践したことについて、レポート提出をしてもらいますので、そのことを踏まえて授業に臨んでく

ださい。 

・ただ単に技術（テクニック）を覚えるのではなく、「こころとからだのしくみ」「介護概論」と関連付けな 

がら、根拠に基づいた生活支援技術を習得して下さい。 

・技術演習の利用者役と介護者役の体験から、援助の際の留意点を考えてください。 

・講義・演習ともに積極的に取り組み、提出物は必ず期限内に提出して下さい。 

・演習では、指定された服装、介護にふさわしい身だしなみで臨んでください。 

・演習で使用する物品は大切に取り扱い、準備、片付けまで責任をもって行ってください。 

・やむを得ず遅刻・早退・欠席する際は、必ずその理由を申し出、プリント等を取りに来てください。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義で説明します。 

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 

実習Ⅰを振り返り、自らの技術を評価する。 

事前学習 シラバスを読んでおく。 

事後学習 自らが学んでいくことについて整理する。 

第２回 虚弱高齢者への対応と支援について 
事前学習 虚弱高齢者の特性を調べておく 

事後学習 虚弱高齢者の支援の方法について整理する。 

第３回 
寝たきり高齢者の介護① 

 介護実習Ⅰを振り返っての実践⑴ 

事前学習 生活不活発病について確認しておく。 

事後学習 

実習Ⅰを振り返って自らの実践を整理する。

寝たきり予防のための具体的な支援につい

て整理する。 

第４回 
寝たきり高齢者の介護② 

 介護実習Ⅰを振り返っての実践⑵ 

事前学習 基本姿勢・基本体位について確認しておく。 

事後学習 
実習Ⅰを振り返って自らの実践を整理し、課

題を明確にする。 

第５回 
寝たきり高齢者の介護③ 

 ベッド上での移動の介助 

事前学習 
体位変換の介助の留意点、手順を確認してお

く。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第６回 
寝たきり高齢者の介護④ 

 起居動作の介助 

事前学習 
自分の起き上がり動作について確認してお

く。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第７回 
寝たきり高齢者の介護⑤  

 ベッド上での食事の介助 

事前学習 嚥下・咀嚼のしくみについて確認しておく。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第８回 
寝たきり高齢者の介護⑥ 

 ベッド上での排泄介助 

事前学習 
排泄介助におけるプライバシーの保護につ

いて確認しておく。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 



 

 

第９回 
寝たきり高齢者の介護⑦ 

 ベッド上での着脱 

事前学習 
高齢者のおしゃれについて、身近な高齢者を

観察し考えておく。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第１０回 
寝たきり高齢者の介護⑧ 

 移乗（ベッド⇔車いす） 

事前学習 移乗介助の留意点と手順を確認しておく。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第１１回 
寝たきり高齢者の介護⑨ 

 移動（車いす介助、ポジショニング） 

事前学習 車いす介助の留意点と方法を確認しておく。 

事後学習 授業での実践を整理しレポートにまとめる。 

第１２回 
認知症高齢者の介護① 

 認知症高齢者の定義、認知症の原因と症状 

事前学習 認知症の原因疾患について調べておく。 

事後学習 認知症の中核症状、BPSDについて整理する。 

第１３回 
認知症高齢者の介護② 

 認知症高齢者への対応の基本と社会資源 

事前学習 

配布する事例を読んでおく。自分が住んでい

る地域にある認知症高齢者に対するサービ

スを確認しておく。 

事後学習 
認知症高齢者への対応に必要な知識につい

て整理する。 

第１４回 
認知症高齢者の介護③ 

 事故防止対策、虐待や身体拘束の防止 

事前学習 配布する資料を読んでおく。 

事後学習 
認知症高齢者の尊厳を守ることについて、具

体的に説明できるよう整理する。 

第１５回 
認知症高齢者の介護④ 

 介護する家族への支援 

事前学習 人間の『怒り』の感情について調べておく。 

事後学習 
認知症高齢者が安心して生活するための環

境について説明できるよう整理する。 

 



 

 

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 
GELA1339 

GELA1318 
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 

SPMP2427 

PSMP2427 ２．授業担当教員 長谷川 行雄 

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 

SPMP2425 

PSMP2425 ２．授業担当教員 大島 一成 

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 長谷川 行雄 

４．授業形態 講義、グループ討論 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① 

（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② 

（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③ 

（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④ 

（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⑤ 

（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⑥ 

（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⑦ 

（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⑧ 

（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① 

（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② 

（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③ 

（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④ 

（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⑤ 

（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⑥ 

（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⑦ 

（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⑧ 

（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⑨ 

（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① 

（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② 

（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③ 

（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④ 

（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① 
（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② 

（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③ 

（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） 精神保健学 / 精神保健学（中等） （2単位） 

３．科目番号 
EDHE2303 

PSMP2433 
２．授業担当教員 先崎 章 

４．授業形態 講義、プレゼンテーション、ディスカッション、レスポンスシート ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
養護教諭として求められる「乳幼児から老年期までの各ライフステージにおける精神保健」、「精神保健に

おける個別課題（家庭・学校・地域・職場・司法精神保健など）」、「精神保健に関する法制度・行政のしくみ」

「世界の精神保健事情」についての最新事情を学び、将来の自身のあり方を選択することに役立てる。 

８．学習目標 
・「養護教諭」として必要な精神保健学の知識を身につける。 

・精神保健の最新事情を知り、学校現場における「精神保健」の意義や課題について考える。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポートを作成し提出する。 

詳細は授業で説明する。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 

『第６版 精神保健福祉士養成セミナー２ 精神保健学―精神保健の課題と支援』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。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

【参考書】 

『新・精神保健福祉士養成講座１ 精神疾患とその治療』中央法規。 

東京福祉大学編『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、ライフサイクルにおける精神保健について理解しているかどうか。 

２、障害に対する理解をしているかどうか。 

３、精神保健福祉の個別課題に対し、理解しているかどうか。 

４、我が国と諸外国の精神保健を理解しているかどうか。 

○評定の方法 

１、積極的参加度（毎回の提出物、授業への積極的参加度）50％、 

２、課題レポート、プレゼンテーション 10％、 

３、復習テスト（2 回実施）の総計点数 40％ 

以上の結果を総合的に判断する。 

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条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健は、過去・現在そして将来、あなた自身を見つめ、把握し、自身を守るスキルになります。自分

の個体生存のためにも今学んでいるという視点をもってください。講義では視覚教材を多用します。毎回、

授業内容の重要項目をプリントアウトしたものを全員に配布しますので、その「 」内や余白に書き込んで

自前のノートをつくってください。 

13．オフィスアワー 木曜日（授業、会議のない時間帯） 

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、 

ストレスと脳 

事前学習 教科書 pp.1～16を読んでくる 

事後学習 ストレスについての配布プリントの復習 

第２回 
ライフサイクルにおける精神保健① 

乳幼児期 

事前学習 教科書 pp.17～24を読んでくる 

事後学習 

乳幼児期についての配布プリントの復習 

発達段階別の特徴（教科書 p.45 表 2－4）をい

つも見ることができるようにしておく。 

第３回 
ライフサイクルにおける精神保健② 

学童期 

事前学習 教科書 pp.24～32を読んでくる 

事後学習 学童期についての配布プリントの復習 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健③ 

思春期、青年期 

事前学習 教科書 pp.33～50を読んでくる 

事後学習 

思春期/青年期についての配布プリントの復習 

自我同一性の拡散（教科書 p.46）について振り

返る。 

第５回 

ライフサイクルにおける精神保健④ 

（青年期に発症する）統合失調症、 

わが国の精神障害者対策 

事前学習 教科書 pp.71～81を読んでくる 

事後学習 
青年期の精神障害についての配布プリントの復

習 

第６回 
ライフサイクルにおける精神保健⑤ 

成人期、老年期、うつ病、認知症について 

事前学習 教科書 pp.50～69、pp.82～92を読んでくる 

事後学習 成人期/老年期についての配布プリントの復習 

第７回 
障害者（児）の精神保健 

てんかん、知的障害について 

事前学習 
障害にはどのような種類があるのか、調べてみ

る 

事後学習 障害者（児）についての配布プリントの復習 

第８回 

成人の発達障害（アスペルガー障害、ADHD） 

老年の認知症（皮質性、皮質下性）と、 

その対策について 

事前学習 
発達障害や認知症にはどのような種類があり、

どのような対策がなされているのか調べてみる 

事後学習 

配布プリントの復習 

成人の発達障害や認知症が社会問題となってい

る、昨今の社会背景について考えてみる。 



 

 

第９回 
アルコール関連問題対策 

薬物乱用防止対策について 

事前学習 教科書 pp.92～127を読んでくる 

事後学習 薬物についての配布プリントの復習 

第１０回 
思春期（青年期）の精神保健対策 

（オーバードーズを中心に） 

事前学習 教科書 pp.130～136を読んでくる 

事後学習 

配布プリントの復習 

自我同一性の拡散（教科書 p.46）と確立（教科

書 p.47）について振り返ってみる。 

第１１回 
家庭における精神保健 

（児童虐待を中心に） 

事前学習 教科書 pp.181～190を読んでくる 

事後学習 児童虐待についての配布プリントの復習 

第１２回 
職場・学校における精神保健 

（児童相談所の職場環境を中心に） 

事前学習 教科書 pp.200～211を読んでくる 

事後学習 児童相談所についての配布プリントの復習 

第１３回 
地域における精神保健 

（保健福祉活動における具体的な技術、SSTなど） 

事前学習 教科書 pp.136～164を読んでくる 

事後学習 保健福祉活動についての配布プリントの復習 

第１４回 

まとめ（その１） 

うつ病と自殺対策、 

わが国の「こころの健康づくり」について 

事前学習 教科書 pp.200～211、pp.277～285を読んでくる 

事後学習 

配布プリントの復習 

自殺対策には何が必要なのか、身の回りの事柄

から考えてみる。 

第１５回 
まとめ（その２） 

世界的にみた精神保健の流れ 

事前学習 教科書 pp.307～328を読んでくる 

事後学習 

配布プリントの復習 

日本の精神医療、精神保健の現状から、日本人

の特性について考えてみる。 

 



 

 

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 
PSMP3468 

SCMP3168 
２．授業担当教員 長谷川 行雄、三野 宏冶、星野 弘美 

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Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3169 

PSMP3469 
２．授業担当教員 長谷川 行雄、小金澤 嘉 

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、2 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Ⅱでは、実技指導を通してソーシャルワーカーとして必要なケースワークの基本的

技術を学習する。また、事例を用いて具体的な課題別の援助方法を理解し課題により異なる援助技術を学習

する。 

精神保健福祉援助演習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）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、実技指導を行う。 

２）インテークからアセスメント、プランニング、介入、モニタリング、評価、終結とアフターケア―のケ

ースワークの一連の流れを理解し、それぞれの過程における必要な技術を実践することができる。 

３）他専門職の専門性を尊重したチームアプローチの意義を理解し、ネットワーキングの技術を身につける 

４）社会資源について理解し、その活用、調整、開発の技術を学ぶ 

５）ケアマネジメントについて理解し、実践することができる 

６）事例検討の意義を理解し、その方法を実践する 

７）次の課題について必要な援助技術を習得する：社会的排除／退院支援・地域移行、地域生活継続／ピア

サポート／地域における精神保健／教育、就労／貧困、低所得、ホームレス／精神科リハビリテーショ

ン／危機状態にある精神保健福祉 

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 

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、地域福祉の基盤整備について 

２、ソーシャルワークの課題（社会的排除、退院支援・地域移行、貧困など）について 
その他、授業中に振り返りの課題を課す 

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．実践に基づくアセスメントとそれに基づく支援計画の立案を理解し、その方法を身につける。 

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で学んだことの振り返りと演習Ⅱ
のねらいの解説 

事前学習 
精神保健福祉援助演習Ⅰで学んだ内容を
振り返る。 

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 

・ケースワークの実践（１）：ケースワークの援助過程を復
習する 

－インテークからアフターケアーまでの流れとそれぞれ

の過程において大切な要素を振り返る 

事前学習 テキスト〔実践編〕第１章序章を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第３回 
・ケースワークの実際（２）インテーク 

 － インテークの技術を振り返り実践する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第１章Ⅰ「インテーク・

契約」を熟読する。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 ロールプレイの考察をまとめる。 



 

 

第４回 

 ・ケースワークの実際（３）アセスメント・プランニング 
アセスメントの様々な視点 治療モデル、環境モデル、生活
モデル 

 － 視点によるニーズ把握の違いを理解する  

事前学習 
テキスト〔実践編〕第１章Ⅱ「アセスメン
ト・プランニング」 

事後学習 
視点によるニーズ把握の違いについてま

とめる。 

第５回 

 ・ケースワークの実際（４）アセスメント・プランニング 

アセスメントの様々な視点 「ICF」「バイオ・サイコ・ソ
ーシャルモデル」 

ー「ICF」を活用してアセスメントを実践する  

事前学習 ICF について復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる。 

第６回 

・ケースワークの実際（５）アセスメント・プランニング ア
セスメントの様々な視点 ストレングスモデル 

－ 「問題解決アプローチ」との比較 

  － 「ストレングスモデル」によるアセスメントの実践 

  － その他ソーシャルワークのアプローチを理解する 

事前学習 
ソーシャルワークのアプローチについて
復習する 

事後学習 事例を通して学んだことをまとめる 

第７回 

・ケースワークの実際（６）評価～終結、まとめ 

 －評価～終結の意義を理解し、終結の場面をロールプレイ
で実践する 

 －アフターケアの意義を理解し、必要なアフターケアを計
画する 

 －ソーシャルワークの援助過程を振り返り、ワーカーとし

ての自己の課題を見出す 

事前学習 

テキスト[実践編]第１章Ⅲ「支援の実施・
振り返り」Ⅳ「終結・支援の振り返りとア
フターケア」を熟読する。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる。自己
の課題について考察する 

第８回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（１） 

 －アウトリーチ、地域アセスメント、社会資源の活用と開
発、チームアプローチとネットワーキングについて理解する 

事前学習 

テキスト〔実践編〕第３章「地域の基盤整
備と地域生活支援活動の事例展開」A「ア

ウトリーチ」C「チームアプローチとネッ
トワーキング」、D「協議会の活用・調整・
開発」を熟読する 

事後学習 

アウト―リーチ、地域アセスメント、社会
資源、チームアプローチ、ネットワーキン

グとは何か自分の言葉でまとめる 

第９回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（２）ケ
アマネジメント 

 －ケアマネジメントの方法を学び、精神障害者に対する
ケアマネジメントの意義を理解する 

 －事例を用いてケアマネジメントを実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第 3 章 B「ケアマネジ
メント」を熟読する。 

事後学習 
ケアマネジメントとは何か自分の言葉で

まとめる。 

第１０回 

・地域福祉の基盤整備を実践する基礎力を習得する（３）地
域福祉計画とサービス評価 

 －地域福祉計画づくりを理解する 

 －事例を活用して地域福祉計画づくりを実践する 

 －サービス評価の意義と方法を理解する 

 －事例を用いてサービス評価を実践する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第３章 E「サービス評
価」、F「地域福祉計画」を熟読する。 

事後学習 

事例を通して学んだことをまとめる。事例

の中で学んだ専門用語や制度についてま
とめる。 

第１１回 

 ・事例検討の意義と方法 

 －事例検討とは何か理解し、事例検討の方法を学ぶ 

・事例検討（１）：社会的排除 

 －精神障害者が抱える社会的排除の問題を理解する 

 －事例を用いて社会的排除における支援の方法を学ぶ 

事前学習 

テキスト〔実践編〕序章（p.87）を熟読す
る。 

テキスト[実践編]第２章（pp.109～110）を
読み、わからない用語等意味を調べる。 

事後学習 

社会的排除とは何か自己の考えをまとめ
る。 

事例を通して学んだことを書き出す。 

第１２回 

・事例検討（２）：退院支援、地域移行、地域生活継続、ピ

アサポート 

 －上記に掲げたそれぞれの課題を理解する 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事
例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１３回 

 ・事例検討（３）：地域における精神保健（自殺、ひきこ

もり、児童虐待、薬物・アルコール依存） 

 －地域における精神保健の課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１４回 

・事例検討（４）：教育・就労、貧困・低所得・ホームレス、

精神科リハビリテーション、危機状態にある精神保健福祉 

 －上記に揚げたそれぞれの課題を理解する 

 －事例を用いてそれぞれの課題における支援の方法を学

ぶ 

事前学習 
テキスト〔実践編〕第２章の提示された事

例を読み、分からない用語等調べる。 

事後学習 
事例を通して学んだことをまとめる（それ
ぞれの課題に対する理解も含めること）。 

第１５回 

・まとめ 

 －精神保健福祉援助演習Ⅱで学んだこと、演習を通して
の自己の変化について振り返る 

事前学習 学習ノートを見返す。 

事後学習 
授業で学んだことと自己の変化をまとめ
る。 

 



 

 

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 

PSMP4470 
２．授業担当教員 三野 宏冶 

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 
事前学習 

実習中のチームアプローチの事例を記

入する。 



 

 

 －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 三野 宏冶 

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（P） （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3484 

２．授業担当教員 三野 宏冶 

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（２）の実施（合格点に達するまで実施） 
２．実習施設・機関の概要を調べレポートにまとめる（2000字～4000字） 
３．実習施設の概要、実習プログラム案の作成 

４．施設実習振り返り、実習総括レポート（実習報告書）の作成 

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、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 2019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る。この授業期間中に、初めて実習に行き、次の段階の実習に備えます。実
習及び資格取得に対する動機を高め、より充実した実習体験を持てるよう、積極的な授業参加態度を期待

する。 

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 

事後学習 実習に向けての自己の課題を書き出す 

第２回 

・実習先の配属 
：配属先施設に関する情報収集 
：誓約書・個人調書等書類作成の意味の理解と作成 

※第２回、第７回において、可能な場合は、外部講師を招いての
授業を実施し、実習先の理解についてまたスーパービジョンに
ついて理解を深める 

事前学習 
格取得動機、実習抱負の下書きを作成
する 

事後学習 個人調書下書きを完成させる 

第３回 

・個人調書の完成 
：下書きを持参し、清書を作成する 
・配属先施設に関する理解を深める 

：配属先施設・機関の概要レポートの作成について 
・実習記録の書き方演習Ⅰ 
 実習記録の練習をする 

事前学習 配属先施設について情報収集する 

事後学習 個人調書の清書を完成させる 

第４回 ・実習施設の概要・実習プログラム案作成の意義と方法を理解 事前学習 実習の手引き「施設実習の目的」を確



 

 

する 
実習記録の書き方演習Ⅱ 
：実習記録の練習をする 

認する 

事後学習 
実習施設の概要、実習プログラム案の

下書きを作成する 

第５回 

・実習施設・機関の概要レポートを完成させ、ピアレビューを行
う。 

・実習施設の概要、実習計画の作成方法を理解し、下書きを作成
する 

事前学習 レポートを完成させ持参する 

事後学習 

レポートの追加項目について修正する 
実習施設の概要、実習プログラム案の

下書きを完成させる 

第６回 ・実習施設の概要、実習プロラム案の完成 

事前学習 
下書きを完成させたうえで、実習施設
について不明点を書き出す 

事後学習 
実習施設の概要、プログラム案の清書
を完成させる 

第７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 

：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 
・実習指導者と協議したい点について

まとめる 

第８回 

・個人情報保護について 
：実習における個人のプライバシー保護と守秘義務の理解 

：実習中の記録等の取扱いに関する具体的注意事項 

事前学習 
精神保健福祉士専門職としての個人情

報保護の大切さについて書き出す 

事後学習 授業で学んだことをまとめる 

第９回 
・事前訪問に向けた準備 
・事前訪問の目的と意義の確認 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 事前訪問の目的と意義をまとめる 

第１０回 

・巡回指導教員の発表 
：巡回指導教員への挨拶の意義を理解し準備する 
・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 
・実習コンピテンス確認テストⅡ問題配布 
・セルフアセスメントの実施 

事前学習 テキスト該当項目を熟読する 

事後学習 

巡回指導教員への挨拶用紙を作成する 
各自巡回指導教員へ挨拶のアポイント

メントをとる 
実習施設の概要及び実習プログラム
（案）を実習施設に持参し、指導者と

協議する 

第１１回 

・実習コンピテンス確認テストⅡの実施 

・事前訪問の確認 
：実習施設の概要、実習プログラム案について実習指導者との
検討をもとに修正する 

事前学習 
事前訪問報告書の作成 

実習指導者と検討した点をまとめる 

事後学習 
修正した実習プログラム案の清書を完
成させる 

第１２回 

・施設実習に向けての最終確認 
：事故、緊急時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等につ

いて 
・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 

・自己評価表の理解 
：自己評価を行う意義と活用方法を理解する 
：自己評価表の記入方法を理解する 

・実習後の実習成果発表会、実習総括レポート（実習報告書）に
ついて説明 

事前学習 
施設実習で学びたいこと、事前知識を
再度確認する 

事後学習 

実習記録記入欄への記入、実習時持ち
物、実習初日の開始時間の確認等、各

自実習に備える 

第１３回 

第１４回 

第１５回 

※第 13回～第 15回は、実習事後学習として実習終了後に実施 

 
・実習の評価・総括（実習成果発表会） 
・学習のまとめ 

：施設実習における自己の課題を施設実習につなげる 
・自己の成長を振り返る 
・医療機関実習についての説明 

事前学習 
実習総括レポートを作成し、実習成果

発表会への準備をする 

事後学習 

発表を聞いての感想、考察をまとめる 
精神保健福祉援助実習指導Ⅱで学んだ
ことと今後の課題をまとめる 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習関連／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。 

施設実習配属発表 10月初旬 第１回～第２回あたりに発表＊個人調書の作成 

「実習施設・機関の調査」レポート提出 11月 第 4回～第 5回あたり 

実習コンピテンス確認テストⅡの問題配布

（自主学習用） 

12月下旬 

冬季休講前 
第 10回～第 11回あたり 

実習コンピテンス確認テストⅡの実施 
１月頭 

（冬季休講明け） 
冬季休講機関終了後の授業で実施 

第 12回～第 13回あたり 

見学実習（事前訪問）実施 1月中旬 
第 12回～第 14回あたり 
学生各自日程調整して実施 

セルフアセスメントの実施 授業後半実習前 実習前に実施 

巡回担当教員発表・挨拶 1月～2月 
第 11回～第 12回あたりに発表， 

学生各自挨拶に行く 

施設実習 2月～3月 春季休講期間に 18日間以上かつ 140時間以上 

 

 



 

 

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 三野 宏冶 

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） 精神保健福祉論Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 

SCMP2128 

SPMP2428 

PSMP2428 ２．授業担当教員 三野 宏治 

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） 生理学 （4単位） 

３．科目番号 GELA2322 

２．授業担当教員 澤田 晋一 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、ならびに意見発表。生理学に関する簡単

な実験。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

医療分野の多極化がすすみ、数多くの co-medical の新しい職種が誕生している。人体に関係のある仕事に

携わる人々にとって人体生理学は大変大切である。職場の労働者の健康管理や快適な職場環境づくりを行う

ための衛生管理者や福祉専門職・心理専門職にとって、この生理学は欠かすことのできない科目であるが、

難解な科目でもある。しかし、まず、人体の全般にわたって理解を深め、その上で、専門的な知識を習得し

ていくことが大切である。 

本科目では、人体各部の組織、器官・器官系それぞれの生理機能を理解し、それらが統合された個体として

の人体活動について、疾病とも関連させて学ぶ。 

８．学習目標 

学生には下記について学び、説明できるようになることが期待される。 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を確認する。 

２．生体内の諸組織・器官の機能について理解できるようになる。 

３．生体内の諸組織・器官の神経系による調節について理解できるようになる。 

４．生体内の諸組織・器官の内分泌系による調節について理解できるようになる。 

５．神経系・免疫系・自律神経系を介する生体防御について理解できるようになる。 

６．生体機能を健康的に維持する方法について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の復習のために、適宜提出物を求める。 

２．レポート課題：もっとも関心を持った器官系につき、生理機能をまとめる。 

（A4版、横書き、1,200～1,500字） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石川隆（監修）『生理学の基本がわかる事典』西東社 

【参考書】奈良信雄（監修）『人体のしくみと病気がわかる事典』西東社 

澤口彰子他(著)『人体のしくみとはたらき』朝倉書店。 

ニュートン編集委員会（編）『人体を支配するしくみ』ニュートンムック。 

彼末一之、能勢博（編）『やさしい生理学 改訂第 7版』南江堂 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体の組織・器官・器官系の機能をふまえて、生体丸ごとの活動について理解しているか。 

 ２．生理学と医学の他分野と関連づけて理解できているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業ごとのレポート、発言） 40％ 

 ２．課題レポート・発表                30％ 

 ３．期末試験                     30％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．一方的な講義でなく、随所で発言を求め、ディスカッションをたくさん行います。 

２．レポートは、簡潔かつ要点を掘り下げたものを求めます。 

３．解りやすい口頭発表の仕方を覚えてください。 

４．疑問点は後に残さず、講義時間内および直後に質問してください（研究室への来訪は大歓迎）。 

５．予習・復習を十分行ってください。 

６．関連図書をたくさん読んでください。 

７．マスメディアの医学情報を随時紹介しますが、皆さんも関心を持ってチェックしてください。 

８．授業時間の開始は厳守します。 

９．授業中の私語、携帯電話の使用を禁止します。 

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 
イントロダクション（生理学とは何か、ホメオスタシス

とは、成長・発達と老化） 

事前学習 
「生理学」用の学習ノートを準備し、授業に臨

む意識を高める。 

事後学習 生理学の概要をまとめる。 

第２回 細胞（構造、機能） 
事前学習 

教科書で細胞の大きさ、細胞内小器官について

調べておく。 

事後学習 細胞内小器官の機能についてまとめる。 

第３回 体液（組成、恒常性の調節） 

事前学習 教科書で体液量の割合について調べておく。 

事後学習 
細胞内液、細胞外液の組成、水分調節、脱水症

状についてまとめる。 

第４回 血液（役割、組成、血液凝固と線溶） 

事前学習 
教科書で血液の成分（血球成分・血漿成分）に

ついて調べておく。 

事後学習 
血液の機能、代表的な血液疾患についてまとめ
る。 



 

 

 

第５回 循環①（心臓の機能調節、心臓の異常） 

事前学習 教科書で心臓の位置、構造について調べておく。 

事後学習 
心臓機能の調節機序と代表的な心機能障害につ
いてまとめる。 

第６回 循環②（血管系と機能調節、血管系の異常、リンパ系） 

事前学習 
教科書で血管系・リンパ系の構造について覚え

ておく。 

事後学習 
血圧の測定結果を踏まえて、血圧調節の機序、
高血圧症の主要原因についてまとめる。 

第７回 呼吸①（呼吸器の構造と機能調節） 
事前学習 教科書で気道・肺の構造について調べておく。 

事後学習 呼吸の調節機構についてまとめる。 

第８回 呼吸②（ガス交換、呼吸器系の異常） 

事前学習 
教科書で吸気・呼気中のガス成分について調べ

ておく。 

事後学習 
血中酸素分圧の測定結果を踏まえて、呼吸器系
機能についてまとめる。 

第９回 消化①（消化器系の構造と機能調節） 
事前学習 教科書で消化器系の位置・構造を調べておく。 

事後学習 呼吸器系運動の調節についてまとめる。 

第１０回 消化②（消化、吸収、消化管ホルモン） 

事前学習 
教科書で消化・吸収の意味、消化酵素の機能に

ついて調べておく。 

事後学習 
消化運動に関与するホルモンについてまとめ
る。 

第１１回 栄養と代謝（栄養素、中間代謝、エネルギー所要量） 

事前学習 
教科書で 5 大栄養素と機能について調べてお

く。 

事後学習 
空腹時・満腹時のエネルギー代謝についてまと

める。 

第１２回 まとめとディスカッション第 1回ミニテスト 
事前学習 

第 5回～第 11回で学んだことについて学生間で

ディスカッションし、簡単なテストを行う。 

事後学習 テスト結果について、誤っていた項目を再学習。 

第１３回 
体温（体温の生理的変動、熱産生、熱放散、行動性体温

調節と発熱） 

事前学習 
教科書で体温調節について調べておくととも

に、体温を様々な部位、時刻で測定しておく。 

事後学習 体温の調節機構、発熱・解熱の機序をまとめる。 

第１４回 
腎・泌尿器（腎臓の機能、糸球体ろ過、尿細管再吸収、

体内の水分平衡） 

事前学習 教科書で腎臓の構造を調べておく。 

事後学習 尿形成の機序と腎臓障害についてまとめる。 

第１５回 
骨とカルシウム代謝（構造、骨吸収･再形成、骨代謝と

ホルモン、骨粗鬆症） 

事前学習 教科書で骨の構造を調べておく。 

事後学習 
骨形成・骨吸収の機序と、関連する器官・ホル
モンについてまとめる。 

第１６回 
内分泌系①（内分泌腺とホルモン、ホルモン分泌調節機

序） 

事前学習 教科書で内分泌器官について調べておく。 

事後学習 
内分泌の刺激機構、フィードバックによる抑制
機構についてまとめる。 

第１７回 
内分泌系②（成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後

葉ホルモン） 

事前学習 
教科書で視床下部－下垂体系のホルモン分泌過

程を調べておく。 

事後学習 ホルモンの生理的効果についてまとめる。 

第１８回 
内分泌系③（副腎皮質ホルモン、性ホルモン、膵臓ホル

モン） 

事前学習 
教科書で関係するホルモンについて調べてお

く。 

事後学習 ホルモン分泌の過剰・過小の影響をまとめる。 

第１９回 内分泌系④（ストレスと内分泌系の変化） 

事前学習 
事前配布資料を読んで、ストレスの生理機能へ

の影響について調べておく。 

事後学習 
ストレスに起因する各種疾患について、内分泌
と免疫機構との関連を含めてまとめる。 

第２０回 
まとめとディスカッション 

第２回ミニテスト 

事前学習 
第 13 回～第 19 回で学んだことについて学生間

でディスカッションし、簡単なテストを行う。 

事後学習 テスト結果について、誤っていた項目を再学習。 

第２１回 生殖（性分化、二次性徴、性周期、受精・分娩） 

事前学習 
教科書で受精、胎児の成長、分娩の過程を調べ

ておく。 

事後学習 
性分化、二次性徴と性ホルモンとの関連をまと

める。 

第２２回 神経系①（神経細胞の形態、活動電位、神経伝導・伝達） 

事前学習 教科書で神経細胞の特徴を把握しておく。 

事後学習 
神経伝導・神経伝達の機序、その速度について
まとめる。 

第２３回 神経②（自律神経系、運動神経系、感覚神経系） 
事前学習 

教科書で末梢神経系（遠心性、救心性）の特徴

を調べておく。 

事後学習 末梢神経系の障害に伴う各種症状をまとめる。 

第２４回 神経③（中枢神経系：大脳新皮質、辺縁系） 

事前学習 教科書で脳・脊髄の構造を調べておく。 

事後学習 
大脳の機能分化から、それらの障害に伴う症状

をまとめる。 



 

 

第２５回 筋肉①（骨格筋：筋収縮の機序、運動の神経支配） 

事前学習 
教科書で横紋筋（骨格筋）と平滑筋（内臓筋）

の特徴を把握しておく。 

事後学習 
骨格筋の収縮機序と筋肉疲労についてまとめ
る。 

第２６回 筋肉②（平滑筋、心筋） 

事前学習 教科書で平滑筋と心筋の特徴を調べておく。 

事後学習 
平滑筋・心筋の収縮と自律神経機構についてま
とめる。 

第２７回 感覚①（感覚の種類、感覚受容器と伝導、体性感覚） 
事前学習 

教科書で五感とは何か、感覚刺激の感受、伝導・

伝達と脳機能について調べておく。 

事後学習 体性感覚の種類と感度についてまとめる。 

第２８回 感覚②（特殊感覚） 

事前学習 
教科書で特殊感覚の感覚受容部位を把握してお

く。 

事後学習 
特殊感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚）
の特徴とそれらの障害についてまとめる。 

第２９回 まとめと総括。課題発表 
事前学習 事前提示された課題についてまとめる。 

事後学習 課題の発表内容について総括する。 

第３０回 まとめ 

事前学習 課題に対するレポートの作成。 

事後学習 
生理学全般について質疑・応答、ディスカッシ
ョンを取り入れてまとめたレポートを作成し、

提出する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 総合的な学習の時間の指導法（初等）（2単位） 

３．科目番号 

SJMP2216 

EDTE2311 

EDTS2311 ２．授業担当教員 沼澤 清一 

４．授業形態 講義、演習、討議 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 

「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、児童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】 

・次の①と②を課題レポートとする。 

① 第5回の講義までに学んだ内容に関するレポート（具体的課題については授業内に示す） 

② 指導計画・学習計画（模擬授業発表後） 

・ 振り返りシート 毎回の講義終了後、講義によって何が解決され、何が解決されなかったのか、また、

自分自身はどのような考えを持ったのかなどについてまとめ、講義終了の３日後までに提出する。  

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】 
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 
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％、日常の学習状況（出席・提
出物）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大きく反映されています。これからの子供たちを育て

ていく核となる存在です。授業づくりについて、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―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
の課題を児童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探究課題 
・各学校の教育課程の目標を達成するた
めに、どのように探究課題を設定したら
良いかについて、授業実践記録をもとに
考察し、グループで話し合い、発表する。 

事前学習 
学校で総合的な学習の目標や内容を定める際の考え方に 
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、課題設定
の仕方について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・探究課題 
・探究課題の連続性とその深化を重視し
た授業構成のあり方について、授業実践
記録をもとに考察し、グループで話し合
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指導視点 
・グラフをもとにした資料活用力など他
教科で身に付けた能力をもとに課題を
導き出し、生活の場をもとに解決してい
く学び方について、授業実践記録をもと
に考察し、グループで話し合い、発表す
る。 

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 
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を
ふり返り、まとめる。 

第９回 

総合的な学習の時間の学びについて 
・総合的な学習の時間において、主体的・
対話的で深い学びになるようにするに
はどういう学びを導けば良いかについ
て、授業実践記録をもとに考察し、グル
ープで話し合い、発表する。 

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１０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児童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、児童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、児童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 SJMP2103 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

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 
2年以上 

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．授業内容ごとに課題シートの提出、授業講義要約トレーニングを行う。 

２．レポートの課題(A4 2枚程度)は、各グループが担当した箇所の要約等、授業で活用した方法を使用して

のまとめを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新・プリマーズ/保育/福祉 久保美紀編『相談援助』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

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』中央法規出版。 

小田兼三・宮川数君『社会福祉援助技術論第 2版』。 

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．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 

この授業では、演習を効果的に行うために、講義・グループ討議に加えて、教員と学生､学生同士が向き合

うゼミナール方式を取り入れています。授業の運営は、必要に応じて学生と相談しながら進めています。 

また、学生も運営の一部を担うことになりますので、学生自身の主体的な参加が強く求められます。同時に、

大学での学びを楽しいものにするために、レクレーション等様々な企画が教員・学生で用意されます。座っ

て聴いていればよいという授業ではありません。 

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（シラバス、講義概要、レポートに

ついての説明.グループ分等） 

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ておく。講義用のノート

と資料を綴じるファイルを用意する。 

事後学習 

オリエンテーションで説明された内容を確

認しておく。配布された資料をファイルに綴

じる。 

第２回 
序章 家族と子どもの育ちの状況（社会状況の変化と保

育士の役割、家族状況と援助等） 

事前学習 

社会状況の変化と保育士の役割について、教

科書の序章「家族と子どもの育ちの状況」を

読んで、自分の考えをまとめておくこと。 

事後学習 

現代社会における家族の課題と子育て支援

の必要性について理解し、講義の内容をノー

トに要約しておく。 

 



 

 

第３回 

第１章 

相談援助の理論（ソーシャルワークとは何か、ソーシャ

ルワークの視点、体系等） 

事前学習 

ソーシャルワークとは何か、第１章「相談援

助の理論」を読んで、ソーシャルワークの概

念をイメージしておくこと。 

事後学習 

保育士とソーシャルワークの関係について

理解し、講義の内容をノートに要約してお

く。 

第４回 

第 2章  

相談援助の目的と原理・原則（ソーシャルワークの目的、

原理、原則等） 

事前学習 

ソーシャルワークの目的について、第 2章「相

談援助の目的と原理・原則」を読んで、課題

を整理しておくこと。 

事後学習 
ソーシャルワークの目的・原理・原則を理解

し、講義の内容をノートに要約しておく。 

第５回 

第 3章 

相談援助の機能（ソーシャルワークの構成要素、機能、

実践上の役割等） 

事前学習 

ソーシャルワークの構成要素と機能につい

て、第 3章「相談援助の機能」を読んで、内

容を整理しておくこと。 

事後学習 

ソーシャルワークの構成要素、機能、実践上

の役割について理解し、講義の内容をノート

に要約しておく 

第６回 中間のまとめ 

事前学習 
これまで学んできたことをまとめておき、授

業の討論で活用できるようにしておくこと。 

事後学習 
授業で討論した内容を、学習ノートに整理

し、要約した内容としてまとめる。 

第７回 

第 4章 

保育士の役割と相談援助（相談援助が求められる背景と

目的、家族支援等） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 4章「保育士の役割と相談援助」を

読み、理解しておくこと。プレゼンテーショ

ンは、丁寧でわかりやすく、問題提起を含ん

だ観点から行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 

第８回 

第 5章 

子どものケアと相談援助（相談援助の視点、関連する相

談援助技術等） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 5章「子どものケアと相談援助」を

読み、理解しておくこと。プレゼンテーショ

ンは、丁寧でわかりやすく、問題提起を含ん

だ観点から行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 

第９回 

第 6章  

相談援助の対象（相談援助の役割と対象、対象把握の原

理） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 6章「相談援助の対象」を読み、理

解しておくこと。プレゼンテーションは、丁

寧でわかりやすく、問題提起を含んだ観点か

ら行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 

第１０回 

第 7章  

相談援助の過程（相談援助の過程、アセスメント、計画、

計画の実行、評価） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 7章「相談援助の過程」を読み、理

解しておくこと。プレゼンテーションは、丁

寧でわかりやすく、問題提起を含んだ観点か

ら行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 

第１１回 

第 8章  

相談援助の技法（保育士と相談援助の技法、関係の技法、

問題分析の技法、専門職としての技法） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 8章「相談援助の技法」を読み、理

解しておくこと。プレゼンテーションは、丁

寧でわかりやすく、問題提起を含んだ観点か

ら行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 



 

 

第１２回 

第 9章  

計画・発達・記録・評価の実際（事例にみる計画・記録・

評価の実際等） 

グループによるプレゼンテーション 

事前学習 

担当の章をグループごとに学習し、討議を経

て、発表の準備を進める。他の学生は事前に

教科書第 9章「計画・発達・記録・評価」を

読み、理解しておくこと。プレゼンテーショ

ンは、丁寧でわかりやすく、問題提起を含ん

だ観点から行う。 

事後学習 

発表内容を整理して、要約したものをノート

にまとめる。翌週に、発表したグループに渡

すコメント文を作成する。 

第１３回 

第 10章  

関係の機関との協働（協働が求められる背景、協働とは、

関係機関との協働のかたち、交流・協力を促進するため

に等） 

事前学習 

協働が求められる背景などについて、第 10

章「関係の機関との協働」を読んで、課題を

整理しておくこと。 

事後学習 
関係機関との協働のかたちについて理解し、

講義の内容をノートに要約しておく。 

第１４回 

第 11章  

多様な専門職との連携（専門職間の連携の必要性、チー

ムとは、求められる能力等） 

第 12章  

社会資源の活用、調整、開発（社会資源とは、社会資源

の活用、方法、開発等） 

事前学習 

専門職間の連携の必要性などについて、第 11

章「多様な専門職との連携」と第 12章 「社

会資源の活用、調整、開発」を読んで、課題

を整理しておくこと。 

事後学習 

専門職間の連携のあり方と地域社会にどの

ような社会資源があるかを理解し、講義の内

容をノートに要約しておく。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 

相談援助演習の授業において学んだ内容を

振り返り、相談援助の課題について自己の見

解を加えてまとめておく。 

事後学習 

講義内容、発表内容を整理して、改めてノー

トにまとめる。授業中に配付された資料はす

べてファイリングする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4単位） 

３．科目番号 

SBMP2155 

SNMP2355 

SCMP2355 

SPMP2155 

SSMP2155 

PSMP2455 

２．授業担当教員 鈴木 雄司 

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 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年生以上 

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 

「社会福祉士の倫理綱領および行動規範を学び、ソーシャルワーク実践においてなぜ倫理綱領を遵守するこ

とが大切なのかを考察せよ」。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。 

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年 
【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。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。積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

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。 

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    

を必ず教師に書面をもって報告すること。 

4.レポートの提出日を厳守すること。 

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 

（シラバス、講義概要、試験・レポートについての説

明、グループ分け等） 

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Ⅰのねらいについて講義

用ノートにまとめる。 

第２回 
グループにて割り振られた部分についての話し合い・発

表準備 

事前学習 
発表日や打ち合わせ日についてのスケジュ

ールを調整しておく。 

事後学習 

講義、試験日、レポート提出日等について各

自のスケジュール帳につける。発表レジメを

教員に提出する日を確認する。 

第３回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」① 

(ソーシャルワーカーの仕事、法律、社会福祉士の専門

性、精神保健福祉士の専門性) 

事前学習 

社会福祉士、精神保健福祉士とは何か、その

実践内容について調べておくこと。教科書

pp.2～6を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士、精神保健福祉士の法的位置づけ

についてノートにまとめる。 



 

 

 

第４回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」② 

(現代社会とは、地域での生活、地域や家庭内で起きて

いること) 

事前学習 

最近の地域社会の問題について考え、その内

容についてノートに書き留めておくこと。教

科書 pp.7～12を読んでくること。 

事後学習 講義の要旨をノートにまとめる。 

第５回 

「社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義」③ 

(人々の人生とソーシャルワーカー、チームアプローチ

の必要性、ソーシャルワーク実践とその基盤となる知

識) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.11～17を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べノートにまとめる。 

第６回 

「相談援助の定義と構成要素」① 

(国際ソーシャルワーカー連盟の定義とその他の主だ

った定義) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し事前に教員に提出する。他の学生に

ついては教科書 pp.20～28 を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第７回 
「相談援助の定義と構成要素」② 

(クライエントシステムとニーズ) 

事前学習 
IFSWの定義を復習しておく。教科書 pp.29～

33を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第８回 
「相談援助の定義と構成要素」③ 

(ソーシャルワーカーの知識・性質・スキル、社会資源) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.33～41を読んでくるこ

と。 

事後学習 
相談援助の定義と構成要素についての小レ

ポートを作成する。 

第９回 
「相談援助の形成過程」① 

(ソーシャルワークの源流、基礎確立期～1930年代) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.44～59を読んでくるこ

と。 

事後学習 
COS, セツルメント、YMCA の実践についてノ

ートにまとめる。 

第１０回 

「相談援助の形成過程」② 

(ソーシャルワークの発展期、1940 年代～1950 年代半

ば) 

事前学習 

ソーシャルワークの前史について復習して

おくこと。教科書 pp.62～68を読んでくるこ

と。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考

え方について復習し、ノートにまとめる。 

第１１回 

「相談援助の形成過程」③ 

(ソーシャルワークの展開期、 

1950年代半ば～1960年代以降) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.69～76を読んでくるこ

と。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１２回 

「相談援助の形成過程」④ 

(ソーシャルワークの統合化と 

ジェネラリスト・ソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.77～82を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ジェネラリストソーシャルワークとは何か

についてノートにまとめる。 

第１３回 

「相談援助の理念」① 

(ソーシャルワーカーと価値、 

ソーシャルワーク実践と価値) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.84～95を読んでくるこ

と。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につけ

る価値についてまとめる。 

第１４回 
「相談援助の理念」② 

(ソーシャルワーク実践と権利擁護) 

事前学習 教科書 pp.96～103を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１５回 
「相談援助の理念」③ 

(自立支援、社会的包摂、ノーマラィゼーション)  

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.106～118を読んでくる

こと。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクル

ージョンについてノートにまとめる。 

 



 

 

第１６回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」① 

(専門職倫理の概念、日本社会福祉士会倫理綱領及び 

行動規範) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.120～131を読んでくる

こと。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行

動規範に関する事例の課題を行う。 

第１７回 

「専門職倫理と倫理的ジレンマ」② 

(ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ、 

倫理的ジレンマにおける倫理的判断過程) 

事前学習 教科書 pp.132～140を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第１８回 
「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」① 

(総合的かつ包括的な相談援助の動向とその背景) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.142～147を読んでくる

こと。 

事後学習 

社会福祉基礎構造改革がもたらした新たな

援助状況と求められる専門的援助について

ノートにまとめる。 

第１９回 
「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」② 

(地域を基盤にしたソーシャルワークの基本的視座) 

事前学習 

社会福祉入門や社会福祉原論で学んだ地域

福祉の部分をよく復習しておくこと。教科書

pp.148～152を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２０回 

「総合的かつ包括的な相談援助の全体像」③ 

 (地域を基盤にしたソーシャルワークの八つの機能と

事例) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.153～154を読んでくる

こと。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２１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、 

3方法の融合とジェネラリストソーシャルワーク) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.156～159を読んでくる

こと。 

事後学習 

ケースワーク、グループワーク、コミュニテ

ィワークとジェネラリストソーシャルワー

クとの関係性についてノートにまとめる。 

第２２回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」② 

(システム思考とエコシステム) 

事前学習 

事前にシステム理論、エコロジカル理論につ

いて調べておくこと。教科書 pp.160～163を

読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２３回 
「総合的かつ包括的な相談援助を支える理論」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 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.163～167を読んでくる

こと。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２４回 
「相談援助にかかる専門職の概念と範囲」① 

(相談援助専門職の概念) 

事前学習 

発表を担当するグループについてはレジメ

を準備し、事前に教員に提出する。他の学生

については教科書 pp.170～177を読んでくる

こと。 

事後学習 
ソーシャルワークになぜ専門性が必要なの

かをノートにまとめる。 

第２５回 
「相談援助にかかる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) 

事前学習 

自分の興味があるソーシャルワークの専門

職について調べておくこと。教科書 pp.178

～188を読んでくること。 

事後学習 
行なわれた確認テストにおいて学習が不十

分な部分について調べ、ノートにまとめる。 

第２６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 事例検討 地域包括支援センターにおけ

る実践) 

事前学習 
孤独死とは何かについて調べておくこと。教

科書 pp.190～200を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

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」② 

 (新しいニーズへの対応 事例検討 独立型社会福祉

士の実践、スクールソーシャルワーカーによる総合支

援) 

事前学習 

最近の新しいソーシャルワークの事例につ

いて新聞記事等の資料を探しもってくるこ

と。教科書 pp.201～221を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 



 

 

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」③ 

 (権利擁護機能 事例検討 知的障害者施設における

権利擁護の実践)  

事前学習 

知的障害者の権利侵害に関する事例の資料

を探しもってくること。教科書 pp.222～231

を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第２９回 

「総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能」④ 

 (社会資源開発機能 事例検討 社会福祉協議会によ

る社会資源開発) 

事前学習 

市町村社会福祉協議会の機能と業務につい

て調べておくこと。教科書 pp.232～237を読

んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク

実践のポイントをノートにまとめる。 

第３０回 
まとめ 

(これまでの講義内容のまとめを行う) 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルを

もってくること。 

事後学習 

これまで行われた確認テストと教科書を通

じて理解が不十分な部分についてチェック

しノートにまとめること。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SNMP3356 

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 年。 

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 
援助過程の概要、展開プロセス 

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 
ケースの発見とインテーク面接 

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 

ニーズ、アセスメント、プランニング 

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 
支援の実施、モニタリング、測定 

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 
評価と予防的対応 

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 

ソーシャルワークの構造 

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８回 
第２章 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 

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 
第 2章 相談援助の構造と機能③ 

ソーシャルワークの機能 

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 
システム理論の発展 

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 
システム理論のソーシャルワークへ応用 

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１２回 
第４章 相談援助における援助関係① 

援助関係の意義、要因 

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 
援助構造と援助関係 

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 
自己覚知、実践領域 

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アウトリーチの意義と目的 

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アウトリーチの方法と留意点 

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 
契約の意義と目的 

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 

契約方法と留意点 

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アセスメントの特性 

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アセスメント面接の留意点 

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アセスメントルール 

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 
第 9章 相談援助のためのアセスメント技
術④アセスメント伊おける情報の分析 

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介入の意義 

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介入の方法と留意点 

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 相談援助のための面接 目的、
面接の展開、コミュニケーションスキル 

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１３章 相談援助のための記録の技術 
意義と活用方法。記録と IT化 

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１４章 相談援助のための交渉の技術 

交渉の目的と意義、考え方 

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 
第 14 章 相談援助のための交渉の技術 

交渉方法と留意点 援助展開の振り返り 

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 

SSMP2156 

SBMP2156 

SCMP2356 

SPMP2156 

PSMP2456 

２．授業担当教員 北爪 克洋 

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 

レポート課題1：ソーシャルワークに必要とされる視点と態度について講義をもとに解説せよ。 
レポート課題2：ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性と必要な技術について説明せよ。 
レポートはいずれもA4 2枚(2880字)にまとめる。 

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 年。 

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では主に相談援助についての学びを深めます。相談援助はソーシャルワーク実践の核を

なす重要な援助技術でもあります。したがって学生たちは授業の復習や準備を欠かすことなく授業に臨んで
ください。授業では常に高い緊張度と集中力を維持する必要があります。 

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： 

ソーシャルワークⅡを学習するにあたっての説明と確
認 
ソーシャルワークⅠの振り返り 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき
るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第２回 
社会福祉の概念的理解： 
「社会福祉」をどのように説明するか？ 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき
るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第３回 
ソーシャルワークの概念と範囲：① 

映画『ターミナル』からソーシャルワークを考える 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第４回 
ソーシャルワークの概念と範囲：② 

国際的ソーシャルワークの定義について理解する 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第５回 
ソーシャルワークの職種と専門性： 
ソーシャルワークの「仕事」と「職場」 

事前学習 
テキスト pp.19～25を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 

第６回 
ソーシャルワークの理念と原則： 
ソーシャルワーク実践の根底にあるものは何かを知る 

事前学習 
「社会正義」について調べ、自分の言葉で説
明できるようにする。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 

 



 

 

 

第７回 
ソーシャルワークの倫理： 
倫理綱領とは何か？ 

事前学習 

社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に

ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第８回 ソーシャルワーク実践上のディレンマ 

事前学習 
社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に
ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第９回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅰ：事例を

通じてソーシャルワークの構造を知る 

事前学習 
第 8回に配布されたレジュメに記載されてい
る課題（ジェノグラムを見て考える）につい
て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１０回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅱ：事例を
通じてソーシャルワークに必要な視点と態度を学ぶ 

事前学習 
第 8回に配布されたレジュメに記載されてい
る課題（ジェノグラムを見て考える）につい

て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１１回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅲ：事例を
通じて「人と環境の相互作用」を理解する 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を
明確にする。テキスト pp.53～67を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１２回 
ソーシャルワークにおけるニーズ： 
ニーズの多様性について事例を用いて理解を深める 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を
明確にする。pp.44～51を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１３回 
ミクロからメゾ、マクロを包括したソーシャルワーク
実践について（事例紹介） 

事前学習 
テキスト pp.27～43を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 15回の講義時に提出する。 

第１４回 

ソーシャルワーク実践と援助関係： 
ソーシャルワーカーとクライエントとの関係性につい

て理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.69～93を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

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１５回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅰ： 

ソーシャルワークの展開過程の全体像を理解する 

事前学習 
テキスト pp.95～101 を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 17回の講義時に提出する。 

第１６回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅱ： 
ケースの発見からアセスメント 

事前学習 
テキスト pp.102～126を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 17回の講義時に提出する。 

第１７回 
ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性と技術

を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１８回 アセスメント演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を
確認する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」

を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１９回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅲ： 
アセスメントからプランニング・支援の実施 

事前学習 
テキスト pp.127～136を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２０回 プランニング演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.206～222を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２１回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅳ： 
モニタリングと評価・効果測定 

事前学習 
テキスト pp.138～153を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳

守）。 

第２２回 
ソーシャルワークのモニタリングと効果測定・評価の
技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.224～248を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 

第２３回 面接技法Ⅰ：面接の必要性と果たす役割を理解する 事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 



 

 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 25回の講義時に提出する。 

第２４回 面接技法Ⅱ：面接に必要となる技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 25回の講義時に提出する。 

第２５回 面接ロールプレイ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知
識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２６回 
記録の意義と方法：ソーシャルワーク技術としての記
録について事例を基に技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知
識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２７回 
“交渉”とソーシャルワーク：ソーシャルワークにお
ける交渉の持つ意義と役割を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.296～315を熟読し、その内容を

ノートに記入する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 29回の講義時に提出する。 

第２８回 
これまでの学びについてのまとめ： 
事例を用いてソーシャルワークの展開過程とその他技
術について総合的にその内容を確認する 

事前学習 
これまでの資料等を整理し、学習内容を振り
返る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２９回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅰ（ジェネ
リック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を
箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配
布されたレジュメをまとめる。 

第３０回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅱ（スペシ

フィック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を

箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配

布されたレジュメをまとめる。 

期末試験 

・ソーシャルワークの支援過程（ソーシャルワーク・プロセス）に関するする理解を問う。 
・講義内で扱った専門用語に関する理解を問う。 
※試験の詳細については、講義の中で提示する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅢ （4単位） 

３．科目番号 

SBMP3157 

SNMP3357 

SCMP3357 

SSMP3157 

PSMP3457 

２．授業担当教員 北爪 克洋 

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 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Ⅲは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡ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、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、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、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

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.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題1：グループを用いた援助実践に関して、その展開過程とそこでのソーシャルワーカーの果たす

べき役割について説明せよ。 

レポート課題2：心理社会的アプローチについて事例をもとにその支援展開を解説せよ。 

レポートはいずれもA4 2枚(2880字)にまとめる。 

※その他「事後学習」に示されている各課題を実施。 

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Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 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 

ソーシャルワークⅢでは主にソーシャルワーク実践に不可欠な実践モデルについての学びを深めます。また、

ソーシャルワーク論の総括を行います。したがって学生たちは授業の復習や準備を欠かすことなく授業に臨

んでください。授業では常に高い緊張度と集中力を維持する必要があります。 

13．オフィスアワー 
月曜日 13：00～16：00（仮） 

※他の曜日・時間帯でも、教員が研究室に在室している時は可 

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Ⅲを学習するにあたっての説明と確

認 

ソーシャルワークⅠ・Ⅱの振り返り 

事前学習 
テキストの「はじめに」を熟読し、その内容を

要約しまとめる。 

事後学習 
IFSW によるソーシャルワークの定義をレポー

トにまとめる。 

第２回 
ソーシャルワークの概念： 

IFSWのソーシャルワークの定義から 

事前学習 
「社会福祉とは」の問いに対する自身の考えを

これまでの講義等を参考にまとめる。 

事後学習 
IFSW によるソーシャルワークの定義をレポー

トにまとめる。 

第３回 
ソーシャルワークの理念：人権と社会正義、自立支援

とエンパワメント等について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～25の内容を熟読しまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第４回 

ソーシャルワークの対象者を理解する： 

パーソナリティとシステム理解 

個人、家族、グループ、地域をどうとらえるかについ

事前学習 テキスト pp.2～25の内容を熟読しまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 



 

 

て理解する 

第５回 
ケースマネジメントとは？： 

ケースマネジメントについてその基本と過程を学ぶ 

事前学習 

テキスト pp.27～58（第 2章ケースマネジメン

ト）を熟読し、ケースマネジメントの重要性に

ついてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

次回の講義時に提出する。 

第６回 

ケースマネジメントに必要な技術とは？： 

アセスメントに関する講義と演習 

ケースマネジメントとソーシャルワークの関係を理解

する 

事前学習 

テキスト pp.27～58（第 2章ケースマネジメン

ト）を熟読し、ケースマネジメントの重要性に

ついてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

次回の講義時に提出する。 

第７回 

グループ（集団）とソーシャルワーク： 

ソーシャルワークにおけるグループワークの意義につ

いて理解を深める 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだグループワ

ークに関する理論を復習し、ノートにまとめ

る。テキスト pp.59～80参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第８回 

グループワークを用いた援助実践①：人間にとってグ

ループ（集団）が意味するものとは？グループ（集団）

の特性とそれを活用するために必要な専門技術を学ぶ 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだグループワ

ークに関する理論を復習し、ノートにまとめ

る。テキスト pp.59～80参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第９回 
グループワークを用いた援助実践②： 

（7回・8回をもとに）グループワーク演習 

事前学習 
7・8 回で学んだグループを用いた支援に関す

る理論について内容をまとめる。 

事後学習 
課題 1を作成（講義内で示される提出期限を厳

守）。 

第１０回 
グループワークに関するまとめ：演習のフィードバッ

ク 

事前学習 
テキスト pp.59～80を熟読し、グループに関す

る理論をまとめる。 

事後学習 
課題 1を作成（講義内で示される提出期限を厳

守）。 

第１１回 
実践モデルとその意味： 

ソーシャルワーク実践理論が必要である意味を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.128～136を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１２回 

ジェネラリスト・ソーシャルワークと実践モデルの関

係： 

事例を通じて実践モデルに関する理解を深める 

治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルについ

ての学習 

事前学習 
テキスト pp.137～148 を熟読し、「3 つの実践

モデル」についてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１３回 心理社会的アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.150～152を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
課題 2を作成（講義内で示される提出期限を厳

守）。 

第１４回 

事例考察による心理社会的アプローチの理解：グルー

プ検討を通じて心理社会的アプローチを用いた支援を

考察する 

事前学習 
テキスト pp.150～152を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
課題 2を作成（講義内で示される提出期限を厳

守）。 

第１５回 行動変容アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.165～167を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 17回の講義時に提出する。 

第１６回 

事例考察による行動変容アプローチの理解：グループ

検討を通じて行動変容アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.165～167を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 17回の講義時に提出する。 

第１７回 課題中心アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.159～161を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 19回の講義時に提出する。 

第１８回 

事例考察による課題中心アプローチの理解：グループ

検討を通じて課題中心アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.159～161を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 19回の講義時に提出する。 

第１９回 機能的アプローチの基盤を理解する 事前学習 
テキスト pp.153～155を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 



 

 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 21回の講義時に提出する。 

第２０回 
事例考察による機能的アプローチの理解：グループ検

討を通じて機能的アプローチを用いた支援を考察する 

事前学習 
テキスト pp.153～155を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 21回の講義時に提出する。 

第２１回 危機介入アプローチの基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.162～164を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 23回の講義時に提出する。 

第２２回 

事例考察による危機介入アプローチの理解：グループ

検討を通じて危機介入アプローチを用いた支援を考察

する 

事前学習 
テキスト pp.162～164を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 23回の講義時に提出する。 

第２３回 
エンパワメントアプローチ・ナラティブアプローチの

基盤を理解する 

事前学習 
テキスト pp.174～181を熟読し、エンパワメン

トアプローチについてノートにまとめる。 

事後学習 
第 24 回の講義内で配布予定の「確認テスト」

を記入し、第 24回の講義時に提出する。 

第２４回 

事例考察によるエンパワメントアプローチ・ナラティ

ブアプローチの理解：グループ検討を通じてエンパワ

メントアプローチ・ナラティブアプローチを用いた支

援を考察する 

事前学習 
テキスト pp.174～181を熟読し、ナラティブア

プローチについてノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 25回の講義時に提出する。 

第２５回 
認知アプローチの基盤を理解する 

その他アプローチについてその内容を確認する 

事前学習 
テキスト pp.182～185を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 27回の講義時に提出する。 

第２６回 実践モデルについてのまとめ 

事前学習 
テキスト pp.192～197を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 27回の講義時に提出する。 

第２７回 

スーパービジョンの意義と目的：スーパービジョンを

理解するうえで必要な知識を学習する 

スーパービジョンの実際：模擬的なスーパービジョン

を体験する（ロールプレイの実施） 

事前学習 
テキスト pp.199～213を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
ロールプレイを通じて学んだ事柄をレポート

にまとめる。 

第２８回 

コーディネーションとネットワーキングの目的と意義

について理解する：事例を通じて目的、意義、必要と

される技術について理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.81～104 を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 

スーパービジョン、コーディネーションとネッ

トワーキングに関する「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２９回 これからのソーシャルワークの課題と展望 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、疑問点を箇条書き

にする。 

事後学習 
学期末試験に向け、資料の整理と学習内容の確
認を行う。 

第３０回 
まとめ：これまでの学習を振り返りその内容を確認、

今後の自己課題を明確にする。 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、疑問点を箇条書き

にする。 

事後学習 
学期末試験に向け、資料の整理と学習内容の確
認を行う。 

期末試験 

・ソーシャルワーク実践アプローチに関する理解を問う。 

・講義内で扱った専門用語に関する理解を問う。 

※その他、試験の詳細は講義内で提示する。 

 



 

 

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 

SSMP1160 

SBMP1160 

SNMP1160 

SCMP1160 

GEBS1102 

GELA2302 

２．授業担当教員 田中 良幸、上野 義光、星野 弘美、橋本 好広、小金澤 嘉 

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 

【参考書】 

 

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 

SPMP2361 

SBMP2305 

GEBS2103 

GELA2303 

２．授業担当教員 佐々木 貴雄、小金澤 嘉 

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Ⅱ （2 単位）SNC2 

３．科目番号 

SSMP2160 

SCMP2160 

SNMP2308 ２．授業担当教員 橋本 好広、小金澤 嘉 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

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、グループ（小集団）理論、グループ・ダイナミクス理論を基礎にして、グループワーク（集団援
助技術）の学習をする。特に、実践グループワークの方法を中心に、目標の設定方法、グループの構成方法、
グループ・プロセス、リーダーシップ、凝集性、メンバーの役割、相互作用、グループの発達段階などを演

習グループの体験を通じて学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待される。 

「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技術の習得を目的とする」 

より詳細には、下記の学習目標を達成することが期待される。 

1）グループ（小集団）とは何か、その基本的知識、特性の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

2）グループ・ダイナミクス理論とその主要概念の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

3）グループワークの歴史的発展、目的、特質、援助技術としての位置づけについて理解ができ、明瞭な説明
ができる。 

4）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）について各々の特質の理解ができ、説明

できる。 

5）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）についてのワーカーの知識、技術、役割、
機能の理解ができ、説明ができる。 

6）グループ・プロセス（過程）の理解ができ、説明ができる。 

7）グループワークを行ううえでの最低の技術（リーダーシップ、個々のメンバーとグループ全体にどのよう
に関わるか、プロセスの促進、凝集性の発達、葛藤の解決、コミュニケーション能力の発達など）に関し

ての基本的理解ができ、説明ができる。 

8）図工、音楽、ゲーム、行事などのプログラムを媒介役として、相互作用、凝集性の促進、役割・責務の遂
行などについて理解ができ、実行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：自分がこれまで関わったグループ（小集団）（例；仲良しグループ、学級、高校の同窓会、勉強会、
趣味のグループ等）を題材に、次にあげるグループの特性について例をあげて説明せよ（A4/3枚）。 

①どのような目的のグループか ②どのようにしてグループが作られたのか ③メンバーは何人か ④
どのくらいの期間、継続しているのか ⑤どのくらいの頻度で会合を開いているのか ⑥グループの特
性は何か ⑦あなたがグループに属する理由は何か ⑧今までにグループを止めた人はいるか、それは

どのような理由からか ⑨グループの中心になっている人がいるか、それはどのような人格の人か ⑩
グループの中で意見の相違、お互いの葛藤が生じた場合、どのように相違や葛藤を解決したか 

課題 2：グループワークに関する文献を調べ、下記の「概念」の意味について自分の言葉で説明せよ 

（A4/3枚）。 

①グループ・ダイナミクス ②規範 ③役割 ④相互作用 ⑤凝集性 ⑥グループの発達段階 ⑦グル
ープワーカーの役割と機能 ⑧メンバーの役割と機能 

課題 3：リーダーシップ理論についてその概念についてまとめよ。（A4/2枚）。 

まとめレポート：グループワーク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】保田井進・硯川眞旬・黒木保博『福祉グループワークの理論と実際』、2010年。 

【参考書】平山尚・武田丈『人間行動と社会環境』、2004年。 

野村豊子 監訳『グループワーク入門』中央法規、2013年。 

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Ⅱが終了した時点で、「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技

術の習得を目的とする」という目的のもと、8つの具体的な学習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. 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 
グループとは何か 
自分が体験したグループの目的、特徴、何が自分のため
になったか。グループの良い点と悪い点はなにか。 
演習Ⅱの学習目標は何か、何を、どのように学習するか。
（グループの目的と、個々のメンバーの目的は何か） 

事前学習 テキスト第 1章（pp.2～9）の内容をまとめる 

事後学習 課題 1の作成と提出 

第２回 

グループワーク基本的概念を理解する 
相互作用、過程、規範、力動、凝集性、自己開示とはな
にか体験してみる。 
グループワークの歴史発達を理解する。 
グループワークと他の実践技術との関係を理解する。 

事前学習 
参考書『グループワーク入門』第 2 章（pp.71
～98）の内容をまとめる 

事後学習 課題 2の作成と提出 

第３回 

グループワークの理解の枠組み：グループの発達段階
（準備期、開始期、作業期、終結期） 
グループワークのプロセスを学習する。 
グループワークの記録の方式を学ぶ。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～61 を熟読しそ
の内容をまとめる。 

事後学習 
グループワークの記録について学習したこと
を A4用紙 1枚にまとめ提出する。 

第４回 

新しいグループを構成する 
準備期：グループの計画 
施設・機関のニーズを知る。どのようなグループを構成
するか、参加者の募集（高齢者の孤立を解消する、児童
養護施設での行動問題がある子どもの矯正グループ、統
合失調症患者の家族のためのグループなど）。 
グループワークの計画書を作成する。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～53 を熟読し、
グループ計画案を作成する。 

事後学習 
構成されたグループメンバーにてグループワ
ークの計画書を完成させる。 

第５回 
準備期 
「契約書」を作成し、ワーカーとメンバー間で交換する。 
グループワークの評価方法をきめる。 

事前学習 
テキスト p.77「評価の方法」を読み、その内容
をまとめる。 

事後学習 
講義内で用いた契約書をもとに、再度契約書を
作成し提出する。 

第６回 

開始期 
グループをどのように始めるか。「アイスブレーカー」
を用意する。 
ワーカーはグループ全体と個々のメンバーとの関係を
つくる技術（メンバーの経験を普遍化する技術、メンバ
ーのグループ・過程に参加を促進する技術）の習得。 
グループのルール（規範）について話し合う。 

事前学習 
アイスブレイクに必要なアイディアを考えま
とめる。 

事後学習 
テキスト pp.53～56の内容を A4用紙 1枚にま
とめ提出する。 

第７回 

開始期 
「コミュニケーション技術の基本」を学習する。 
メンバーの自己開示を促進する技術の習得。 
メンバー間の思考、感情、行動を連携させる技術の習得。 
リーダーシップについて。 

事前学習 
第 6 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 課題 3の作成と提出 

第８回 

作業期 
グループ過程を明確化する技術。プロセスの促進する技
術、凝集性を発達する技術の習得。メンバーの役割を理
解する技術、「葛藤解決技術」習得の習得。 

事前学習 
テキスト pp.56～59 を熟読しその内容をまと
める。 

事後学習 
講義で取り上げた技術について 1つを選択し、
その内容についてまとめる。 

第９回 
作業期 
「問題解決技術」と「認知再構成技術」の習得。 

事前学習 
第 8 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 
問題解決技術もしくは認知再構成技術につい
て 1つを選びその内容を A4用紙 1枚にまとめ
る。 

第１０回 

作業期 
メンバーの役割を理解する技術の習得。 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.62～68 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
教員から提示されたプログラム活動について
その内容をまとめる。 

第１１回 

作業期 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 
ソシオグラム（Sociogram）を作る。 

事前学習 
プログラム活動案を作成し、講義内でメンバー
からフィードバックを受ける。 

事後学習 
ソシオグラムについて学習したことを用いて
家族のそれを作成する。 

第１２回 
作業期 
グループ内と外の社会資源を探し、有効に利用する技術
（例：精神障害者の家族のための心理・教育グループ）。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.68～72 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 
特定のグループを想定し、そのグループに提供
可能な身近で具体的な社会資源についてあげ、
その活用と意義についてまとめ提出する。 

第１３回 
終結期 
グループの終結の準備（終結の予告をして、メンバーの
終結に対する感情の話し合い）。 

事前学習 
テキスト pp.59～61を熟読し、その内容をまと
める。 

事後学習 
グループで実践してみる「終結作業」を通じて
学び、感じたことを A4用紙 1枚にまとめ提出
する。 

第１４回 グループワークの評価方法を応用 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.73～81 を熟読し、その内
容をまとめる。 

事後学習 

これまで行ってきたグループ活動を通じてグ
ループワークのおけるソーシャルワーカーの
機能と役割について A4用紙 3枚にまとめて提
出する（まとめレポート）。 

第１５回 
まとめ 
評価：教員と学生が演習Ⅱで学んだことは何であって、
どの程度学習目標の達成ができたか。 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.82～88 を熟読し、その内
容をまとめる。 

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Ⅱ （2単位）JPBPW2／編 

３．科目番号 

SSMP2160 

SPMP2361 

SBMP2305 

GEBS2103 

GELA2303 

２．授業担当教員 佐々木 貴雄、小金澤 嘉 

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） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SCMP3460 

SPMP3461 

SBMP3460 

SNMP3460 

SSMP3160 

PSMP3460 

２．授業担当教員 北爪 克洋、田中 良幸、小金澤 嘉、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

年。 

【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 年。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004 年。 

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 年。 

 

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 

SSMP3161 

SNMP4461 

SCMP4461 

SBMP3461 

PSMP3461 

２．授業担当教員 荻野 基行、田代 幹康、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年。 

【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年。 

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 

SSMP4162 

SNMP4462 

SCMP4462 

SBMP4462 

PSMP4462 

２．授業担当教員 田代 幹康、上野 義光、小金澤 嘉、橋本 好広 

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年。 

【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年。 

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） 事前学習 テキスト pp.268～271を熟読し、事例理



 

 

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。 

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 田中 良幸、小金澤 嘉 

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 事前学習 テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助



 

 

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 

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）：

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。 



 

 

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 

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（C/N） （2 単位） 

３．科目番号 
SCMP3481 

SNMP3481 
２．授業担当教員 荻野 基行 

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）ソーシャルワーク実習で確認すべき各種相談援助技術について、明確に説明できる。 
2）ソーシャルワーク実習配属実習施設・機関の関連法制度、規定されているサービス内容に関して、明確に

説明することができる。 
3）ソーシャルワーク実習に対する抱負及び動機に関して言語化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：社会福祉士受験資格取得のための相談援助実習において、実習内容に含まれるべき事項をレポート
にまとめる。 
課題 2：配属された実習施設・機関に関する適切な理解のもと、実習の目標と抱負を文書にまとめる。 

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。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.ソーシャルワーク実習で確認すべき各種相談援助技術について、明確に説明できる。 

2.ソーシャルワーク実習配属実習施設・機関の関連法制度、規定されているサービス内容に関して、明確に
説明することができる。 

3.ソーシャルワーク実習に対する抱負及び動機に関して言語化できる。 

○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。 

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 

・実習機関・施設、地域の理解（1）（テキスト pp.104～122）： 

事前学習として各分野における実習の在り方につて理解を

深める。 

事前学習 
テキスト第 2 部第 7 章を熟読し、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 

・実習機関・施設、地域の理解（2）（テキスト pp.104～122）： 

第２回に引き続き、第 2 部第 7 章に示す、実習先理解を深め
る。 

事前学習 
テキスト第 2 部第 7 章を熟読し、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 ・実習機関・施設、地域の利用者理解と援助方法（1）（テキ 事前学習 テキスト第 2 部第 8 章を熟読し、要点を



 

 

 

スト pp.124～140）： 

施設、機関、また地域の社会福祉サービス利用者についての
理解を深める。 

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 

・実習機関・施設、地域の利用者理解と援助方法（2）（テキ
スト pp.124～140）： 

第４回に引き続き、第 2 部第 8 章に示す、社会福祉サービス
利用者の理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 2 部第 8 章を熟読し、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６回 
・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～158）：相談援
助実習の構成と求められる内容について理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 2 部第 9 章を熟読し、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７回 

・実習経験と学習「基本的なコミュニケーション、円滑な人

間関係形成」（テキスト p.166～173）： 

サービス利用者とのコミュニケーションの方法と信頼関係
の形成について理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3部第 10章第 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８回 

・実習経験と学習「利用者理解、利用者の需要把握、支援計
画の作成」（テキスト p.174～181）： 

ニーズの把握から支援のための計画作成までの方法につい
て理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3部第 10章第 3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９回 

・実習経験と学習「利用者やその関係者との援助関係の形成」
（テキスト p.182～190）： 

利用者支援に必要となる関係者との関わり方とその必要性

について理解を深める。 

・実習経験と学習「利用者やその関係者への権利擁護及び支
援」（テキスト p.191～195）： 

利用者及び関係者に対しての権利擁護とはどのようなもの
なのか理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3 部第 10 章第 4 節及び第 5

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１０回 

・実習経験と学習「チームアプローチの実際」（テキスト p.196

～202）： 

ソーシャルワーク実践におけるチームアプローチの意義と

方法について理解を深める。 

・実習経験と学習「社会福祉士としての職業倫理、施設・職
員などに関する規定と責任の理解」（テキスト p.203～208）： 

専門職倫理が実践の根底にあることの意義と、実習における
専門職倫理へのアプローチの方法について理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3 部第 10 章第 6 節及び第 7

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１１回 

・実習経験と学習「実習機関・施設の経営やサービスの管理

運営の理解」（テキスト p.209～215）： 

ソーシャルアドミニストレーションについて理解を深める。 

・実習経験と学習「地域社会の一員としての実習機関・施設

の理解」（テキスト p.216～223）： 

社会福祉機関・施設の社会化について理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3 部第 10 章第 8 節及び第 9

節を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成 

第１２回 

・実習先の配属発表 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集を行う 

・実習個人調書の作成方法について理解を深める。 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」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・機関に関する情報収集を行い、
ノートにまとめる。 

第１３回 

・実習配属施設・機関に関する理解を深める 

・実習個人調書の作成（ソーシャルワーク実習に対する動機
と抱負について言語化する）。（課題 2 の作成） 

事前学習 
ソーシャルワーク実習に対する動機と抱
負について自分なりにまとめる。 

事後学習 
実習個人調書をまとめて、担当教員から

の添削を受ける。 

第１４回 

東京福祉大学 ソーシャルワーク実習の目標理解（『ソーシ

ャルワーク実習の手引き』使用）： 
これまで学習してきたことと、本学の実習目標との相互関係
を確認し、実習プログラム（案）の作成方法について理解を

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』を熟読し、実習目標について理
解を深める。 

事後学習 
実習目標に沿った実習プログラム（案）

についてまとめる。 

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 

・実習経験と学習「社会福祉士としての職業倫理、施設・職

員などに関する規定と責任の理解」（テキスト p.203）： 

専門職倫理が実践の根底にあることの意義と、実習における
専門職倫理へのアプローチの方法について理解を深める。 

事前学習 
テキスト第 3 部第 10 章第 8 節及び第 9

節を熟読し、要点をノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

第１２回 

・実習経験と学習「実習機関・施設の経営やサービスの管理

運営の理解」（テキスト p.209～215）： 

ソーシャルアドミニストレーションについて理解を深める。 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」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 鈴木 雄司 

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 事前学習 テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ



 

 

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

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Ⅱ（P/B/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3181 

SBMP3481 

PSMP3481 ２．授業担当教員 佐々木 貴雄、田中 良幸 

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 事前学習 テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ



 

 

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

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） 
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。 



 

 

・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 北爪 克洋、田中 良幸 

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. 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。 

 


