
 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2122 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

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 
「心理学入門」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

従来発達とは、乳児が成人に至るまでの心身の変化と捉えられてきた。しかし、今日では死ぬまでを発達

の過程と捉える生涯発達の視点から、老年期の発達も注目されはじめている。また、老人だけでなく障害児
（者）の発達も考えていく必要があり、発達心理学と福祉の関係を学習することの重要性が高まっている。 
そこで、本講義では、発達心理学の方法と考え方を学び、①認知機能の発達及び感情・社会性の発達、②

自己と他者の関係の在り方と心理的発達、③誕生から死に至るまでの生涯における心身の発達、④発達障害
等非定型発達についての基礎的な知識及び考え方、⑤高齢者の心理について学ぶ。 

８．学習目標 
 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程を学ぶ。正常な発達と発達の障害を対比しながら理解

する。その中で、講義概要の①～⑤を学び、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 

・事前学習、事後学習に努めること。 

・３回レポートを作成し、発表を課す。（Ａ４用紙２枚、2,400字以上） 

① 乳幼児期の問題（言葉の習得、感情の発達、心の理論など）から児童期の問題（虐待、いじめ、不登校

など）を取り上げ、どのようなものかまとめ、自分なりの意見を述べる。 

②青年期の問題（モラトリアム、摂食障害、アパシー、ひきこもりなど）を取り上げ、どのようなものか

まとめ、自分なりの意見を述べる。 

② 成人期の問題（うつ、育児不安など）から老年期の問題（認知症、死など）、非定型発達（発達障害な

ど）を取り上げ、どのようなものかまとめ、自分なりの意見を述べる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

無藤隆・岡本祐子・大坪治彦編『よくわかる発達心理学第２版』ミネルヴァ書房、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１、２について理解し説明できるか。 

１． 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程 

２．正常な発達と発達の障害の理解と支援 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ５０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本講義を通じて、発達心理学に関する基本的な知識を、単にテキストから学ぶだけでなく、自ら考え・調

べ、他者との意見交換を通じながら、身につけること。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・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。 

・他の受講生の学習に迷惑をかける行為（携帯電話の操作、私語、居眠り、グループ活動に協力しない等）    

をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2コマを第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

【胎児期】 

・胎内で聞こえる母親の声 

事前学習 
テキスト pp.2～3 を読んで、胎児・新生児につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

胎児の特徴について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第２回 

【新生児期】 

・親の顔を見分ける赤ちゃん（選好注視法） 

【乳児期】 

・微笑みと人見知り（自発的微笑、外発的微笑、社

会的微笑、8 ヶ月不安、イナイイナイバア、愛着） 

事前学習 

テキスト pp.20～23 を読んで、選好注視と微笑

み・人見知りについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「愛着」について参考書などでさらに調べて、

理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ

いては次時の授業で質問すること。 

第３回 

・大事に育てたい親子の愛情（エントレインメント、

情緒的コミュニケーション、基本的信頼感、愛着、

安全基地） 

・増えていく言葉の数（喃語、一語文、二語文、一

次的ことば、二次的ことば） 

事前学習 

テキスト pp.24～25、pp.32～33 を読んで、親

子の関係と言葉の発達について理解し、疑問点

を明確にする。 

事後学習 

「基本的信頼感」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第４回 

・大事なスキンシップ（スキンシップ、カンガルー

ケア、タッチケア、アタッチメント） 

・ハイハイから二足歩行へ（平衡機能、協応関係、

原始歩行、レディネス） 

事前学習 

テキスト pp.34～35、pp.38～39 を読んで、ス

キンシップと歩行について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「スキンシップ」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 



第５回 

【幼児期前期】 

・ものを見立てる遊び（ごっこ遊び、見立て、象徴

遊び、表象、表象機能） 

・自分に目覚める（自我の芽生え、反抗期） 

事前学習 
テキスト pp.46～49 を読んで、遊びと自我の芽

生えについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「第一次反抗期」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第６回 事例文献の検討１（幼児期、発達の遅れ） 

事前学習 
発達の遅れの事例文献をよく読み、自分なりの

理解をしておく。 

事後学習 

「1.5 歳児健診、３歳児健診」について参考書

などでさらに調べて、理解した内容をノートに

まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第７回 

・困ったことをするようになる（強化子、注目獲得

行動、計画的無視、タイムアウト） 

・毛布などを好きになる（乳児院・養護施設、ハー

ロウのアカゲザルの実験、移行対象） 

事前学習 

テキスト pp.52～53、pp.56～57 を読んで、困

った問題への関わりと移行対象について理解

し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「移行対象」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第８回 

【幼児期後期】 

・論理的に考える時期（感覚運動段階、前操作段階、

素朴理論） 

・言葉の上達（役割所得、一次的ことば、二次的こ

とば） 

事前学習 

テキスト pp.62～63、pp.68～69 を読んで、幼

児期の発達と言葉の発達について理解し、疑問

点を明確にする。 

事後学習 

「ピアジェの発達段階」について参考書などで

さらに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第９回 

・ごっこ遊び（ごっこ、表象、内面世界、モニタリ

ング、心の理論） 

・保育所、幼稚園で学ぶこと 

事前学習 

テキスト pp.72～73、pp.76～77 を読んで、ご

っこ遊びと保育所・幼稚園について理解し、疑

問点を明確にする。 

事後学習 

「心の理論」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１０回 

【児童期】 

・読み書きの力（識字、鏡文字、外言、内言） 

・いじめ（環境移行、自己効力感） 

事前学習 

テキスト pp.84～85、pp.90～91 を読んで、読

字・書字といじめについて理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「いじめの４層構造」について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第１１回 事例文献の検討２（児童期、いじめ） 

事前学習 
いじめの事例文献をよく読み、自分なりの理解

をしておく。 

事後学習 

「いじめ」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１２回 
・テレビの悪影響 

・先生に恵まれる（ピグマリオン効果） 

事前学習 
テキスト pp.92～93、pp.96～97 を読んで、に

ついて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「テレビの影響」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第１３回 レポート発表１（乳幼児期から児童期の問題） 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート

を修正して再提出してもよい）。 

第１４回 

【青年期】 

・男の子、女の子の違い（男女差、友人関係、性役

割） 

・将来どうやって生きるか（アイデンティティ、将

来展望） 

事前学習 
テキスト pp.110～113 を読んで、男女差や将来

展望について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「アイデンティティ」について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第１５回 

・自分についての悩み（２０答法、第二次性徴、ア

イデンティティの確立） 

【成人初期・中期】 

・どう生きていくべきか（危機、モラトリアム、拡

散、燃え尽き症候群、アイデンティティ・フリー） 

事前学習 

テキストpp.118～119、pp.122～123を読んで、

アイデンティティと生きがいについて理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「モラトリアム」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 



 

 

第１６回 

・子育ての楽しさ つらさ（育児ストレス、育児ノ

イローゼ、虐待） 

【成人後期・老年期】 

・中年の危機（空の巣症候群） 

事前学習 

テキスト pp.128～129、pp.142～143 を読ん

で、子育てと中年の危機について理解し、疑問

点を明確にする。 

事後学習 

「虐待」について参考書などでさらに調べて、
理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ
いては次時の授業で質問すること。 

第１７回 

・高齢者と認知症（老化現象、認知症、アルツハイ

マー型認知症、脳血管性認知症） 

・老年の生きがい（生きがい度測定尺度） 

事前学習 

テキスト pp.150～151、pp.154～155 を読ん

で、高齢者の問題について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「認知症」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１８回 

・人生を回顧する（ライフレビュー、回想法） 

・介護の大変さとストレス（老老介護、ストレス、

ケアマネージャー） 

事前学習 
テキスト pp.156～159 を読んで、回想法と介

護について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ライフレビュー」「回想法」について参考書
などでさらに調べて、理解した内容をノートに
まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第１９回 

・死をどう考えているか（魔術的思考、自我の統合

性） 

【発達を援助する】 

・虐待はどうして起こる（身体的虐待、心理的虐待、

性的虐待、ネグレクト、DV の目撃、長期の母子分

離） 

事前学習 
テキスト pp.160～163 を読んで、死と虐待に

ついて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「児童虐待防止法」について参考書などでさら

に調べて、理解した内容をノートにまとめる。
疑問点については次時の授業で質問すること。 

第２０回 レポート発表２（青年期の問題） 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート
を修正して再提出してもよい）。 

第２１回 

・不登校はどうして起こる（分離不安、ネグレクト、

さなぎの時期） 

・子育てのストレスを和らげる援助（育児不安、エ

ンゼルプラン） 

事前学習 
テキスト pp.164～167 を読んで、不登校と育

児不安について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「分離不安」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点
については次時の授業で質問すること。 

第２２回 事例文献の検討３（青年期、無気力） 

事前学習 
無気力の事例文献をよく読み、自分なりの理解

をしておく。 

事後学習 

「無気力」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点
については次時の授業で質問すること。 

第２３回 

・発達の障害（精神遅滞、広汎性発達障害、脳性麻

痺、学習障害、注意欠陥・多動性障害） 

・学校の問題を援助する（登校しぶり） 

事前学習 

テキスト pp.168～171 を読んで、発達障害と

登校しぶりについて理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「発達障害」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第２４回 

・思春期の悩みを援助する（行動化、身体化） 

・思春期の食の問題（摂食障害、神経性無食欲症、

神経性大食症） 

事前学習 

テキスト pp.172～175 を読んで、思春期の悩

みの特徴と摂食障害について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

「行動化」「身体化」について参考書などでさ
らに調べて、理解した内容をノートにまとめ
る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第２５回 

・生きかたに迷う大学生への援助（アイデンティテ

ィ拡散） 

・悩みを抱える成人への援助（自殺、うつ、心理社

会的危機、認知行動療法） 

事前学習 

テキスト pp.176～179 を読んで、大学生と成

人の問題について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「アイデンティティ拡散」について参考書など

でさらに調べて、理解した内容をノートにまと
める。疑問点については次時の授業で質問する
こと。 

第２６回 

・施設高齢者の適応と生きがい（初期適応、回想法） 

【発達を考える際に】 

・子どものこころの問題 

事前学習 

テキスト pp.180～183 を読んで、高齢者と子

どものこころについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「高齢者の施設」について参考書などでさらに
調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑
問点については次時の授業で質問すること。 



第２７回 
・大人も変わる（クオリティ・オブ・ライフ） 

・発達と能力 

事前学習 

テキスト pp.186～189 を読んで、クオリティ・

オブ・ライフについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「クオリティ・オブ・ライフ」について参考書
などでさらに調べて、理解した内容をノートに
まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第２８回 事例文献の検討４（成人期、うつ） 

事前学習 
うつの事例文献をよく読み、自分なりの理解を

しておく。 

事後学習 

「うつ」について参考書などでさらに調べて、

理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ
いては次時の授業で質問すること。 

第２９回 
・虐待の連鎖をストップする（世代間連鎖） 

・生涯にわたる発達をみる 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を読んで、虐待と生涯

発達について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「世代間連鎖」について参考書などでさらに調
べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問

点については次時の授業で質問すること。 

第３０回 

レポート発表３（成人期から老年期の問題、非定型

発達） 

まとめ 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート

を修正して再提出してもよい）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学（2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2342 

SSMP2342 

EDPS2304 ２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ討議・発表 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」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

今日の発達心理学は、人間の受精から死までを扱う「生涯発達心理学」を意味する。本講義では、最初に発
達の全体的なプロセスやメカニズムについて、概観する。そして、身体、認知、感情、言語、社会性など、
それぞれの機能がどのように発達していくか、考えたい。また、現代の少子高齢化社会や情報社会特有の問

題と発達との関係、幼児や児童、生徒の心身の発達を踏まえて、主体的な学びをさせる指導法、関わり方に
つても講義、ディスカッション等を行いながら、学習を進めていく。 

８．学習目標 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・事前学習、事後学習に努めること。 

・２回レポートを課す。（Ａ４用紙２枚、2,400字以上） 

①児童期の問題（虐待、いじめ、不登校など） 

②青年期の問題（モラトリアム、摂食障害、アパシー、ひきこもりなど） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達也編『発達心理学－健やかな幸せな発達をめざして』丸善出版。 

【参考書】 

咲間まり子編『多文化保育・教育論』みらい社。 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣。 

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）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

○評定の方法 

・試験・小テスト等 40％ 

・レポート等課題研究 20％ 

・平常点（授業態度、ディスカッションへの参加、発表、発言）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 

・本講義を通じて、発達心理学に関する基本的な知識を、単にテキストから学ぶだけでなく、自ら考え、調

べ、他者との意見交換を通じながら、身につけること。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・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。 

・他の受講生の学習に迷惑をかける行為（携帯電話の操作、私語、居眠り、グループ活動に協力しない等）    

をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2コマを第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、発達心理学とは 

事前学習 
生涯発達の概念について考える。エリクソン

の心理社会的発達段階説を復習する。 

事後学習 生涯発達のイメージをつくる。 

第２回 胎児期・新生児期：赤ちゃん研究の最前線 

事前学習 胎児期・新生児期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、胎児期の母体の状態の大切さや新生
児期の外界への反応の特徴を理解する。 

第３回 乳児期：情緒・親子関係、ボウルビィの愛着理論 

事前学習 乳児期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、乳児期の行動の特徴や親子関係の大
切さを理解する。 

第４回 幼児期：自己と遊び、言語の発達 
事前学習 幼児期後期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、幼児期後期の仲間関係、遊びの発達
や知能の発達について理解する。 

第５回 
児童期：友人関係と道徳性の発達、ピアジェの認知発達

理論 

事前学習 
幼児期から児童期にかけての人間関係の発

達、認知の発達の特徴を振り返る。 

事後学習 
児童期の仲間関係の特徴、道徳性と認知発達
の関係について考察する。 



第６回 これまでの内容のまとめ・小テスト 
事前学習 配布資料を確認し、疑問点を整理する。 

事後学習 
これまでの学習内容を振り返り、発達の連続
性を確認する。 

第７回 さまざまな視点から発達を学ぶ 

事前学習 発達における自立と依存の関係を調べる。 

事後学習 自立と依存についてまとめる。 

第８回 青年期：アイデンティティの発達 

事前学習 青年期の部分を熟読する。 

事後学習 
配布資料を復習し、青年期の身体と精神の発
達を理解し、自分と向き合うことの意味につ
いて考察する。 

第９回 成人前期：親密性と子育て 

事前学習 成人前期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、成人前期の人間関係について理解す
る。また、家族を持つこと、子を育てること
の大切さや大変さを考える。 

第１０回 成人後期：中年期の危機 

事前学習 成人後期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、成人後期に訪れる危機について理解す
る。 

第１１回 高齢期：よりよくいきるために 

事前学習 高齢期の部分を熟読する。 

事後学習 
配布資料を復習し、老年期の発達について理
解し、高齢化社会をより過ごしやすくするた
めには何が必要か考える。 

第１２回 発達の危機：いじめ・不登校・ひきこもり 

事前学習 いじめや不登校の部分を熟読する。 

事後学習 
いじめや不登校などについての自分の見解
をまとめる。 

第１３回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第 1回目の

グループ・プレゼンテーション 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１４回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第 2回目の

グループ・プレゼンテーション 相互評価 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１５回 全体のまとめ・小テスト 

事前学習 
授業内容を振り返り、生涯発達の視点から主体

的な学びとは何かを考える。 

事後学習 発達の本質について考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較文化学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3382 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、プレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

比較文化とは、他文化を通して自文化を客観的にみつめ、それぞれの文化がもつ固有性や共通性をみていく

学問領域である。文化を比較するといっても各文化のもつ背景は一様ではないため単純に比較することはで

きないが、比較は物事の本質や性質を認識するための方法の一つである。 

本講義では、比較文化の入門書をテキストとして使用する。「比較日本文化論」のテキストでも扱った文献を

はじめ、複数の文献が取り上げられている。テキストで扱う内容については、履修者の意見も取り入れなが

ら、調整して進めていきたい。 

８．学習目標 
１．表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができる。 

２．異文化の事象を通時的・共時的に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】 

予め参加者全員が、事前に配布する資料を読んでから授業に参加する。教師が提示したテーマに沿ってグル

ープ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の活動で書い

た発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

日本若しくは他国企業の社会貢献から見える文化について1,500字以上で纏め、期日の授業前に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリントを授業内配布。東洋経済オンライン等の記事を使用。 

【参考書】（以下「授業内容」順に提示） 

・東洋経済新報社『就職四季報 企業研究・インターンシップ版 2021 年版』東洋経済新報社、2019。 

・中原圭介『AI×人口減少 これから日本で何が起こるのか』東洋経済新報社、2018。 

・橋本健二『新・日本の階級社会』講談社、2018。 

・東洋経済新報社『会社四季報 業界地図 2020 年版』東洋経済新報社、2019。 

・石井一成『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』ナツメ社、2011。 

・塚本真也、高橋志織『学生のためのプレゼン上達の方法―トレーニングとビジュアル化』朝倉書店、2012。 

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.表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができたか。 

2.異文化の事象を通時的・共時的に考察し、説明することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.グループ・ディスカッション 40％：ディスカッションの結果発表、Work Sheetの提出により評価。 

3.レポート 40％：レポート内容、提出期限の遵守により評価。 

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原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回発言を求める。授業中の態度、参加度が成績

評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。質問は、授業中に受け付ける。 

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 

授業の概要説明 

日本と他国の就職活動に於ける文化比較 ① 

日本と他国の就職活動の相違について発表 

日本の就職活動について確認・ディスカッション 

事前学習 

配布資料を管理するクリアブックを準備す

ること。日本と他国の就職活動の相違につい

て調べてくる。  

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第２回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ② 

「企業のグローバル人材の採用」1 

グローバル人材の定義について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。グローバル人材の定義について、自分の

言葉で纏めてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第３回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ③ 

「企業のグローバル人材の採用」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第４回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ④ 

「採用内定」「経団連」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 



第５回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑤ 

「労働者・生活者として日本に溶け込む外国人」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第６回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑥ 

「1day インターンシップ」1 

インターンシップの定義と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。インターンシップの定義と目的について

自分の言葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第７回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑦ 

「1day インターンシップ」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第８回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑧ 

「終身雇用」1 

終身雇用の定義と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。終身雇用の定義と目的について自分の言

葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第９回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑨ 

「終身雇用」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１０回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑩ 

「企業の内定者フォロー」1 

企業の内定者フォローの内容と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。企業の内定者フォローの内容と目的につ

いて自分の言葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１１回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑪ 

「企業の内定者フォロー」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１２回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑫ 

「AI 導入によるリストラ」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 

授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第 15 回プレゼンテーションの内容をレポー

ト形式にして期日の授業前までに提出する。 

第１３回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑬ 

「AI 時代に生き残るためには」 

AI 時代に生き残るための方法について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。AI 時代に生き残るための方法について考

えてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１４回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑭ 

「コインランドリー業界」 

コインランドリー業界と使用者について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。コインランドリー業界と使用者について

調べてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１５回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑮ 

プレゼンテーション 

「企業の社会貢献から見える文化」 

事前学習 

原稿を見ないで発表できるように口頭練習

をする。予測される質問にも答えられるよう

に準備しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 東アジアの中の日本文化 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2181 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

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 
「アジア文化論」を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

 従来、日本の文化はアメリカやヨーロッパと比較され、その差異に目を向けられることが多かった。一方、

東アジア諸国と日本は、古くからの交流の歴史において、人々の移動やそれにともなう文化の影響など、相

互的共通性を有しているものの、一様というわけではない。 

 本講義では、中国や韓国を中心とした東アジア諸国と日本の文化について、比較したり文化的特徴を見出

したりしていく。日本文化や日本人の文化的行動との共通性や類似性とともに、日本との関係性や欧米との

対比では見過ごされてしまいがちな差異などについて扱っていく。 

８．学習目標 

１ 日本文化について、改めて考え理解を深めることができるようになる。 

２ 東アジア諸国と日本の関係について理解することができるようになる。 

３ 東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえ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.  各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２.  東アジアにおける日本のサブカルチャーの影響について分析をする。 

３.  講義で扱うテーマの中から一つ取り上げ、具体的な例を示しながら文化を比較し分析をする。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、改めて考え理解を深めることができたか。 

2.東アジア諸国と日本の関係について理解することができたか。 

3.東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.授業態度     総合点の 30%：積極的な参加、課題の提出状況などにより評価。 

2.グループ・ワーク 総合点の 30%：共同作業での発言、役割貢献などにより評価。 

3.試験・レポート  総合点の 40%：基礎知識の理解、自身の意見の表出の程度により評価。 

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原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

異なる文化、多様な文化に興味を持っていることが望ましい。 

自身の身近な生活の中にある異文化を意識して観察し、関連付けながら受講すること。 

講義内容を積極的に聴き、必要に応じて自身が振り返る際に理解できる言葉・表現でメモすること。 

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション: 東アジア圏についての概要、授業

の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 東アジアの伝統文化 

事前学習 東アジアについて地理的に確認しておく。 

事後学習 
東アジアの文化的共通性について振り返っ

ておく。 

第３回 東アジアのサブカルチャー 

事前学習 
サブカルチャーにはどのようなものが含ま

れるか考えをまとめておく。 

事後学習 
日本のサブカルチャーの影響について振り

返っておく。 

第４回 日中韓の言語行動の特徴 

事前学習 
自身の言語行動の特徴について振り返って

おく。 

事後学習 
日中韓の言語行動の特徴について整理して

おく。 

第５回 日中韓の非言語行動の特徴 

事前学習 
言葉以外の行動にはどのようなものがある

か、振り返っておく。 

事後学習 
日中韓の非言語行動の特徴について整理し

ておく。 



第６回 日中韓の家族観 

事前学習 
自身の家族に対する考え方について振り返

っておく。 

事後学習 
日中韓の家族に対する考え方について整理

しておく。 

第７回 日中韓の仕事観 

事前学習 
自身の仕事に対する考え方について考えを

まとめておく。 

事後学習 
日中韓の仕事に対する考え方について整理

しておく。 

第８回 日中台韓の教育観 

事前学習 
進学した動機について自身の考えを振り返

っておく。 

事後学習 
日中台韓の教育に対する考え方について整

理しておく。 

第９回 日中韓の対人関係 

事前学習 
自身はどのように他者との関係を築いたり

維持したりしているか振り返っておく。 

事後学習 
日中韓の対人関係の形成や維持について整

理しておく。 

第１０回 東アジアの文化的行動：中国 

事前学習 
中国のイメージや中国人の行動特徴につい

て自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、中国の文化的行動を整

理しておく。 

第１１回 東アジアの文化的行動：台湾 

事前学習 
台湾のイメージについて自身の考えをまと

めておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、台湾の文化的行動を整

理しておく。 

第１２回 東アジアの文化的行動：韓国 

事前学習 
韓国のイメージや韓国人の行動特徴につい

て自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、韓国の文化的行動を整

理しておく。 

第１３回 東アジアの文化的行動：日本 

事前学習 

中台韓の文化的行動を踏まえ、日本人らしい

行動とはどのような行動であると思うか考

えをまとめておく。 

事後学習 
中台韓と日本の文化的行動を比較しながら、

全体的に整理しておく。 

第１４回 東アジアにおける文化交流 

事前学習 
文化交流への参加経験がある場合には、振り

返っておく。 

事後学習 
東アジアの交流の歴史について整理してお

く。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SBMP3103 

PSMP3403 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉原論等の関連科目の履修が望ましい。 

７．講義概要 

市場の失敗が問われている現在、これからは福祉分野においても、行政の役割が市場機能より重要になる

と考えられる。こうした問題意識から本講義は福祉と関連し、パブリック（行政）が行っている事について

以下の点を中心に学習する。 

・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

１．福祉分野において市場の失敗と行政の機能の変化について理解し、説明することができる。 

２．福祉サービスの担い手として行政組織の役割について学習し、理解を深める。 

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

４．福祉計画の理論と技法について、また、福祉計画がなぜ重要になってきたのかについて学び、説明でき

るようになる。 

５．福祉行政の過程すなわち、plan→do→see→feed back について学び、理解を深める。 

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、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 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解されているのか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解されているのか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解されているのか 

4．発表や討議を通して発表力の向上できたのか 

○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 

社会保障・社会福祉の制度、法律、財政、現状や課題などについて、自主的にも学ぶこと。また、日頃か

ら主体的に資料やニュース、参考文献、各省庁のインターネット情報などに目を通しておくこと。 

（特に社会保障・社会福祉制度の法律・制度の矛盾・現状・動向について、日頃から関心を持って資料収集

すること。） 

履修にあたっては次の事を最低限守ること。 

１．指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

２．別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

３．授業中の私語や携帯電話の使用は禁止とする。 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付けます。 

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 

社会福祉の法体系 

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 行政と民間の相違点についてまとめる。 

第２回 福祉行政の実施体制① 社会福祉の概念 

事前学習 pp.2～10 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる。 

第３回 福祉行政の実施体制② 社会福祉における市場と行政 

事前学習 pp.11～23 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化に

ついてまとめる。 

第４回 福祉行政の実施体制③ 福祉行政と福祉計画 

事前学習 pp.24～31 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる。 



第５回 福祉行政の実施体制④ 社会福祉関連法令 

事前学習 pp.34～43 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる。 

第６回 福祉行政の実施体制⑤ 厚生労働省の機能 

事前学習 pp.44～51 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる。 

第７回 福祉計画の役割と考え① 福祉サービス 

事前学習 pp.54～60 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる。 

第８回 福祉計画の役割と考え② 社会保障給付費の動向 

事前学習 pp.62～68 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴につい

てまとめる。 

第９回 福祉計画の役割と考え③ 民生費の動向 

事前学習 
pp.69～75 を参考に自分が住んでいる地方自

治体の民生費を調べてまとめる。 

事後学習 
日本の民生費の動向の特徴についてまとめ

る。 

第１０回 

グループワーク ①「私たちが描く地域福祉計画」 

（メンバーの役割分担、資料の確認と不足する資料の検

討） 

事前学習 
地域福祉計画の意義を再度理解しておくこ

と。 

事後学習 
グループのメンバーの役割と計画策定の柱

立てを決める。 

第１１回 
グループワーク ②「私たちが描く地域福祉計画」 

（資料の読み込みと討論、柱立てを決める） 

事前学習 
基礎的データの収集とメンバーの共有化を

図る。 

事後学習 柱立ての検討をしておくこと。 

第１２回 
グループワーク ③「私たちが描く地域福祉計画」 

（柱立てに沿った福祉サービス内容を検討） 

事前学習 
必要な福祉サービスは何があるか事前に調

べておく。 

事後学習 柱立てとの関連を精査する。 

第１３回 
グループワーク ④「私たちが描く地域福祉計画」 

（B 紙への書き込み作業） 

事前学習 B 紙に書き写す素案を準備する。 

事後学習 発表に向けた内容を検討する。 

第１４回 
グループワーク ⑤「私たちが描く地域福祉計画」 

（まとめ作業） 

事前学習 発表の役割分担を検討する。 

事後学習 発表に向けた最終確認をする。 

第１５回 発表会 「わが市町村の地域福祉計画について」 

事前学習 グループの意思統一を確認しておく。 

事後学習 発表について相互評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3334 

２．授業担当教員 大住 誠 

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 

福祉では、支援を必要とする人々を対象として支援を行う。かつては児童が中心であったが、青年期、中年

期、高齢期と生涯発達の視野の中で、その援助が考えられるようになった。福祉現場で生じる問題及びその

背景、福祉現場での心理社会的課題及び必要な支援方法、特に、虐待、認知症に関する必要な支援方法につ

いて学ぶ。 

８．学習目標 
生涯発達の中で、どのような問題が発生するか、その問題は発達とともにどのように変化してゆくか、それ

に対応した心理福祉的な支援について説明できるようになることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題１：児童虐待への心理的対応と多職種との連携について述べよ 

レポート課題２：高齢者の認知症への心理的対応と多職種との連携について述べよ 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中島健一編『福祉心理学』遠見書房 2,600円 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①暴力被害者への心理支援について理解し、説明することができる。 

②高齢者へ心理支援について理解し、説明することができる。 

③障害・疾病のある人への心理支援について理解し、説明することができる。 

④生活困窮者への心理支援について理解し、説明することができる。 

⑤児童虐待への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑥子どもと親への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑦認知症高齢者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑧ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際について理解し、説明できる。 

⑨精神障害者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑩家族・職員への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑪福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけを理解し、説明できる。 

○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、授業態度と参加姿勢

20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学は福祉における大切な柱である。公認心理師は単独で活動することもあるが、他職種との協働の機会

も多い。この点をよく理解しよう。 

13．オフィスアワー 時間割が決定していないので、授業で知らせる。 

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 授業の進め方とオリエンテーション 

事前学習 シラバスを読み、教科書に目を通しておく。 

事後学習 福祉における心理学の意義について考える。 

第２回 福祉の歴史と現在の福祉施策の概要 

事前学習 
福祉の歴史と現在の福祉施策の概要を読んで

おく。 

事後学習 福祉施策の問題点について考える。 

第３回 総論：生活を支える心理支援 

事前学習 総論：生活を支える心理支援を読む。 

事後学習 生活を支える心理支援について考える。 

第４回 暴力被害者への心理支援 

事前学習 暴力被害者への心理支援を読む。 

事後学習 
暴力被害者への心理支援のポイントについて

考える。 

第５回 高齢者へ心理支援 

事前学習 高齢者へ心理支援を読む。 

事後学習 高齢者へ心理支援のポイントについて考える。 

第６回 障害・疾病のある人への心理支援 

事前学習 障害・疾病のある人への心理支援を読む。 

事後学習 
障害・疾病のある人への心理支援のポイントに

ついて考える。 

第７回 生活困窮者への心理支援 
事前学習 生活困窮者への心理支援を読む。 

事後学習 生活困窮者への心理支援とは何か考えてみる。 



第８回 児童虐待への心理支援の実際 

事前学習 児童虐待への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
児童虐待への心理支援の実際の難しさについ

て考える。 

第９回 子どもと親への心理支援の実際 

事前学習 子どもと親への心理支援の実際を読む。 

事後学習 子どもと親への心理支援と親子関係を考える。 

第１０回 認知症高齢者への心理支援の実際 

事前学習 認知症高齢者への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
認知症高齢者への心理支援の実際と限界を考

える。 

第１１回 ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際 

事前学習 
ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際を読

む。 

事後学習 
ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際と限界

を考える。 

第１２回 精神障害者への心理支援の実際 

事前学習 精神障害者への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
精神障害者への心理支援の実際の現状を調べ

る。 

第１３回 家族・職員への心理支援の実際 

事前学習 家族・職員への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
家族・職員への心理支援の実際での心理職の働

きとは何かを考える。 

第１４回 福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけ 

事前学習 
福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置

づけを読む。 

事後学習 
福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置

づけを考える。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 これまでの授業を振り返り、整理する。 

事後学習 福祉における心理支援の意義をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「福祉と経営Ⅰ」が受講済みであることを原則とする。 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝え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.主体的に学習を行う上での基本となるので、各自学習課題にそって事前学習・事後学習を進めること。 

２.15回の講義の中で４回福祉経営に関するアサイメント（レポート）を課す。 

 【レポート課題】（各課題について1,000字以上） 

(1) 介護保険制度の創設と介護保険制度の仕組みについて述べなさい。 

(2) 介護経営における人材戦略（人材確保と定着、人材育成、リーダーシップ）について述べなさい。 

(3) 福祉介護サービスの質の平準化とISO9001認証制度について述べなさい。 

(4) これからの介護業界と質の高い介護経営の実現について述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』 
日本医療企画、2014。 
【参考書】 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房。（社会福祉入門テキスト） 
土方千代子・椎野裕美子『経営学の基本がきっちりと理解できる本』秀和システム。（経営学テキスト） 

(社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』 

日本医療企画、2015。（介護福祉経営士入門研修テキスト） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

 本講義は、春期の「福祉と経営Ⅰ」を学習していることを前提として、発展的な論点についてケーススタ
ディーを中心にしたグループディスカッションを行う。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表
面的な議論しかできないため、「福祉と経営Ⅰ」での学習内容をよく復習しておくこと。 
 また、グループディスカッションを行う上で、注意しなければならないことは、他人の意見を否定するの
ではなく、肯定的に捉え、建設的な議論を全員で作り上げていくことである。日本の企業社会は、1 人のス
ター選手ではなく、多くの普通の人たちによるチーム戦に価値を見出すことが多く、コミュニケーション能
力の高さが求められるからこそ、就職活動においてもグループディスカッションが重視される。 
 就職の際には、日本の企業社会では当然の常識とされている「報・連・相」（仕事内容を具体的に文書で提
出する報告書、ビジネスメールを含めた上司への連絡、仕事を進めていくための上司や同僚とのディスカッ
ション<相談>）ができるかについて試される。そのためにも、ビジネス文書を書く能力とコミュニケーショ
ン能力を向上させることが必須である。本学の授業スタイルはコミュニケーション能力を高めることに有効
な双方向対話型の授業であり、レポートは文書作成能力の向上に効果がある。 

以上のことを理解した上で、積極的に授業に参加することを意識すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営Ⅰの総復習 

事前学習 福祉と経営Ⅰで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営Ⅰで学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 

テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15 のコラム 4 及び事前配布資料をよく読

んでくること。 

事後学習 

少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、第 7 回に向けて自国の将来につ

いても考えておく。 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）を復習しておく。 

事後学習 
高齢者の住まいのあり方について自分の考

えをまとめる。 



第４回 コムスン事件 

事前学習 
テキスト p.55 のコラム 14 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 

ドラッカーの 5 つの質問について理解し、

コムスン事件を教訓として生かせるように

する。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）を復習しておく。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を理解する。 

第６回 
事例 小規模チームでの取り組みと情報の透明化で、人

材定着率アップ（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第７回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 
テキスト p.68 のコラム 17 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 
テキスト p.73 のコラム 18 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 

人材不足を解消するために受け入れられる

こととなった外国人受け入れ職種の意味を

理解し、福祉業界で働くことの意義を考え

る。 

第９回 
介護福祉経営士や社会福祉事業所経営者等から話を聞

く 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
各自、講話から感じたこと、考えたことを

まとめ、レポートにしてくること。 

第１０回 
前回の講話と各自のレポートを踏まえて、グループディ

スカッション 

事前学習 
前回の講話についてレポートを作成するこ

と。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 
テキスト pp.86～92 を復習し、リーダーシ

ップの意味を再確認する。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己の成長のためのヒントと

する。 

第１２回 
事例 ISO9001認証を取得して「サービスの質の平準化」

を徹底（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.105～108を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 最終まとめ 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1316 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 
講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ
ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 
この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す

るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、
いわゆるリーガルマインドを習得する。 

この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの
で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ
とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義

になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

１．法学的な思考法、いわゆるリーガルマインドを習得し、法学的に物事を考えることができるようになる。 

２．教科書のポイントを理解し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

４．民法や行政法が規制する内容を理解し、法律問題が生じないように行動することができるようになる。 
５．公務員試験や各種国家試験の法律科目に対応できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

 社会生活をする人間集団に法が必要な理由及び法と道徳の差異について書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 日本に住む外国人の基本的人権について、「認められると考えられる人権とその理由」及び「認められない

と考えられる人権とその理由」を書きなさい。外国人の人権についてのあなたの考えを書きなさい。（A4 用

紙） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】三好充・鈴木義孚編著『ポイント法学』嵯峨野書院、2015。 

【参考書】末川博編『法学入門 第六版』有斐閣双書、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

法学概論は、諸法令の基礎にある知識や考え方を習得する重要な科目である。予習、復習をして授業に臨

むこと。 

また、憲法については、条文や判例を読んでその背景を判断するという難しい作業のほかに、学生の皆さ

んが持っている価値観や人間観が問われるものであることを学んでいくこと。 

13．オフィスアワー 講義の中で通知するが、研究室在席中はいつでも受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

「１ 法とは何か」（教科書 pp.1～7） 

事前学習 
インターネットなどで社会秩序維持の理念

を知る。 

事後学習 法と道徳の違いについてノートにまとめる。 

第２回 
第１章 法学へのさそい 

「２ 法源」（教科書 pp.7～14） 

事前学習 教科書で法の発展の歴史を調べる。 

事後学習 成文法と不文法についてノートにまとめる。 

第３回 
第１章 法学へのさそい 

「３ 法の体系」（教科書 pp.14～18） 

事前学習 教科書で国法形式を調べる。 

事後学習 
行政機関の立法権限についてノートにまと

める。 

第４回 
第１章 法学へのさそい 

「４ 法の効力（教科書 pp.18～21） 

事前学習 教科書で法の妥当性と実効性を調べる。 

事後学習 
実際社会で法は守られているかについてノ

ートにまとめる。 

第５回 
第１章 法学へのさそい 

「５ 法の適用と解釈」（教科 pp.21～25） 

事前学習 教科書で法の適用の仕方を調べる。 

事後学習 
いくつかの法の適用の解釈方法についてノ

ートにまとめる。 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=%E9%88%B4%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E5%AD%9A&search-alias=books-jp&field-author=%E9%88%B4%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E5%AD%9A&sort=relevancerank


第６回 
第２章 統治と法 

「１ 憲法の基礎」（教科書 pp.26～33） 

事前学習 教科書で日本国憲法の三大原理を調べる。 

事後学習 
明治憲法との違いについてノートにまとめ

る。 

第７回 

第２章 統治と法 

「２ 国民主権と天皇制」「３ 立法と国会」 

（教科書 pp.34～50） 

事前学習 教科書で権力分立の必要性を調べる。 

事後学習 
諸国の政治組織の違いについてノートにま

とめる。 

第８回 

第２章 統治と法 

「４ 行政と内閣」「５ 司法と裁判所」 

（教科書 pp.50～64） 

事前学習 教科書で内閣の権限を調べる。 

事後学習 裁判所の役割についてノートにまとめる。 

第９回 
第３章 人権と法 

「１ 人権の基礎」（教科書 pp.65～83） 

事前学習 
教科書で基本的人権と市民革命の歴史を調

べる。 

事後学習 人権思想についてノートにまとめる。 

第１０回 
第３章 人権と法 

「２ 自由と人権」（教科書 pp.83～96） 

事前学習 教科書で自由権の種類を調べる。 

事後学習 

自由権の特質第３章 人権と法 

「２ 自由と人権」（教科書 pp.83～96）につ

いてノートにまとめる。 

第１１回 

第３章 人権と法 

「３ 社会権と人権」「４ 受益権と人権」 

「５ 参政権と人権」（教科書 pp.97～116） 

事前学習 教科書で社会権の概要を調べる。 

事後学習 受益権と参政権についてノートにまとめる。 

第１２回 行政法の基礎（教科書 pp.117～145） 

事前学習 教科書で行政法の対象を調べる。 

事後学習 法治行政についてノートにまとめる。 

第１３回 刑法の基礎（教科書 pp.170～179） 

事前学習 教科書で刑法の基礎理論を調べる。 

事後学習 罪刑法定主義についてノートにまとめる。 

第１４回 民法の基礎（教科書 pp.223～244） 

事前学習 教科書で民法の適用範囲を調べる。 

事後学習 
法律行為自由の原則についてノートにまと

める。 

第１５回 法学概論のまとめ（講義・質疑応答） 

事前学習 
これまでの学習で記憶に残っている内容を

ノートに箇条書きにする。 

事後学習 
いちばん関心の深い内容について自分の考

えをノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1330 

２．授業担当教員 渡邊 保志 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） 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、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

アの貢献度が新たに見直され、以後、学問的なボランティア論としての研究も活発になされるようになった。

ボランティア活動は今日、様々な内容に拡大化、多様化しているが、同時にいくつかの課題も浮き彫りにさ

れてきている。本講義において、福祉ボランティアを中心に、活動の現状と課題を探り、今後ボランティア

コーディネーターとしての活躍も期待されている福祉系の学生が、必要な知識を会得するよう、講義、視聴

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになる。 

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深める。 

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・期末レポート課題：ボランティアにおける多様性、公私協働、共生社会について述べる。 

字数は、1,000字以上 

・実地見学報告レポート 

 字数は、400字以上 

ワープロ（Ａ４）、あるいは手書き。ただし、手書きの場合、罫線用紙とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 講義内容を簡潔に示したプリント、及び随時、資料を配布する。 

【参考書】 川村匡由編著『ボランティア論』ミネルヴァ書房、2006。 

 東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房、2005。 

      安藤雄太監修『ボランティアまるごとガイド』ミネルヴァ書房、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになったか。 

2．今日のボランティア活動の現状と、そこにおける課題を理解し、説明できるようになったか。  

3．実際に行われているボランティア活動のひとつに着目し、深く掘り下げて学習し理解を深めることができ

たか。  

4．ボランティアコーディネーターに求められているボランティア指導の方法を理解することができたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度 40％ 課題レポート 30％ 期末評価（レポート・試験等）30％  

※ 東京福祉大学の学則（第 36 条）に則り、成績評価に必要な出席時間数を満たしていない受講生の評価 は

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

 出会いの時がボランティアの始まり。可能な限り何らかの形で地域のボランティア活動に参加するよう心

がけること。通知（確認）事項等は、随時、授業中に伝える。 

13．オフィスアワー  授業時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

スケジュールの確認 

事前学習 学習用ノートを準備し講義へ臨むこと。 

事後学習 
オリエンテーション・スケジュールの要点を

確認すること。 

第２回 ボランティア活動の概念 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
ボランティアの理念について各自の考察を

含めて学習ノートにまとめる。 

第３回 ボランティア活動の目的 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
ボランティアの目的について各自の考察を

含めて学習ノートにまとめる。 

第４回 ボランティア活動の活動範囲・事例 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
事例を通して学び、感じたことを学習ノート

にまとめる。 

第５回 ボランティア活動の内容 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ボランティアの分類等）と

の関連を再確認する。 

第６回 海外のボランティア活動の沿革 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（欧米のボランティアの沿革

等）との関連を再確認する。 



第７回 日本のボランティア活動の沿革 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（戦後ボランティアの沿革

等）との関連を再確認する。 

第８回 企業、労働組合のボランティア活動 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（企業の社会貢献等）との関

連を再確認する。 

第９回 社会福祉協議会、ＮＰＯと有償ボランティア 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ＮＰＯ等）との関連を再確

認する。 

第１０回 病院ボランティア 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ホスピス）との関連を再認

識する。 

第１１回 災害ボランティア・東日本大震災でのボランティア 

事前学習 

プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。東日本大震災でどのようなボランティ

ア活動が実践されたかを調べる。 

事後学習 
リアルタイムでボランティア活動が実践さ

れていることを再確認する。 

第１２回 

実地見学 地域活動とボランティア 

 

見学予定：一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 

事前学習 
実地見学先の活動について調べる。各自が質

問を一つ以上考えておく。 

事後学習 
実地見学先での講話内容等を学習ノートに

まとめる。 

第１３回 実地見学報告とディスカッション 

事前学習 実地見学報告レポートを作成する。 

事後学習 
各報告レポートとディスカッションの要点

を学習ノートにまとめる。 

第１４回 ボランティア活動の内容（まとめ） 
事前学習 

ボランティア論での学びを振り返り、学習ノ

ート・プリントを整理確認する。 

事後学習 ボランティアの文化性についてまとめる。 

第１５回 期末レポート提出（講評等） 

事前学習 期末レポート提出の準備を行う。 

事後学習 

ボランティアは、何よりも実践することによ

り、はじめて理論的にも理解できるものであ

ることを再確認し、今後の活動に生かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


