
 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 武田 嘉孝 

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 
『簿記』が履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

近年の会計制度の状況を踏まえ、会計学の基礎的な理論を把握するのがこの授業の目的である。財務会計

の目的は、会計の財務状況を投資家などの利害関係者に知らせるものであり、そのために、会計の基礎概念、
財務諸表の作成ルール、現金、手形、商品取引、資金調達、収益と費用、決算手続等についても解説を加え
る。財務諸表の利用者（債権者や株主などの利害関係者）、経営者の会計に関する行動などについても解説を

加える。将来、就職した先や自分で立ち上げる事業所等の経営に役立てるようにする。 

８．学習目標 

１．個人商店や会社について、その財政状態や経営成績を表す財務諸表の読み方を知り、説明できる。 

２．収益と費用と測定して利益を計上するという過程の基礎にある会計理論を学び、説明できる。 
３．資産項目、負債項目、資本項目の課題と評価について理解し、説明できる。 
４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントやレポートについては、特に課さない。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

碓氷悟史・柴田寛幸 著『入門会計学テキスト<第 4 版>』中央経済社、2006。 

【参考書】 

伊藤邦雄 著『ゼミナール 現代会計入門<第 8 版>』日本経済新聞出版社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

２．レポート課題に対して的確に検討し、会計情報を活用した経営判断ができるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「会計とは、企業にとって過去に対する誤りなき判定者であり､現在に対する欠くべからざる指導者であり､

将来に対する信ずべき助言者である」との格言からも分かるとおり、会計学の基礎知識こそ、組織活動の成

果を科学的・客観的に評価できる最良の道具であることを理解してほしい。 

13．オフィスアワー 講義後に質問を受け付ける。分からないところを気軽に聞きに来てほしい。 

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） 会社の意義 

事前学習 

日本の会社にはどのようなものがあるのか、

会社には色々な形態があり、法律によって規

定され、どのような決算書を作成しなければ

ならないのかを理解しておく。 

事後学習 

決算書とは何であるかを認識すること。それ

ぞれがどのような役割を持っているのかを、

理解する。 

第２回 会計の基礎的考え方と開示 

事前学習 
儲けの状態と財産の状態は、どう表わされる

かを理解できるようにする。 

事後学習 
実際の損益の状況と財政状態を表示するこ

とができるようにする。 

第３回 貸借対照表と損益計算書の仕組み 

事前学習 
貸借対照表と損益計算書の仕組みが理解で

きるようになること。 

事後学習 
貸借対照表と損益計算書の作成方法を練習

し、作成できるようにする。 

第４回 企業会計の特徴と役割 

事前学習 

企業の会計を行う目的や基本的な考え方を

認識することによって、会計の性格を理解す

る。 

事後学習 

企業会計の基本的な公準とは何か、制度会計

の領域と会計学の学問領域を概観できるよ

うに、全体を把握できるようにする。併せて

会計は誰のために行うのかを考える。 

第５回 財務会計の基礎と原則 

事前学習 財務会計の基本的な目的を知っておく。 

事後学習 
企業の利害関係者を考え、彼らの必要とする

会計情報の内容を把握できるようにする。 



第６回 一般原則 1 企業会計原則の意義 

事前学習 
企業会計原則の意義、とくに構成はどのよう

になっているかを知っておく。 

事後学習 
真実性の原則についての考え方、および同原

則の具体的な意味を理解できるようにする。 

第７回 一般原則 2 簿記の原則 

事前学習 
正規の簿記の原則とは何であるかを、会計的

に考えてみる。 

事後学習 

帳簿作成の際の立証性、秩序性、網羅性、説

明性について理解した上で、簿外資産と簿外

負債との微妙な認識の違いを理解する。 

第８回 一般原則 3 資本取引・損益取引区分の原則 

事前学習 

資本取引・損益取引区分の原則について、詳

細に取り上げ、明瞭性の原則にも触れてお

く。 

事後学習 

継続性の原則の意味合いを理解する。また保

守主義の原則についてその考え方を十分理

解できるようにする。 

第９回 一般原則 4 保守主義の原則 

事前学習 
保守主義の原則をしっかりと理解している

かを復習する。 

事後学習 

単一性の原則および重要性の原則について、 

しっかりと理解した上で、重要性の原則を学

び、全体としての一般原則の内容の理解の総

括とする。 

第１０回 損益計算書 

事前学習 
経営成績の計算と表示の原則に関わるのが、

損益計算書であることを認識する。 

事後学習 
損益計算書の具体的な作成方法をマスター

できるようにする。 

第１１回 貸借対照表 

事前学習 財政状態の計算・表示の仕方を認識する。 

事後学習 

資産の認識原則、貸借対照表作成の原則につ

いての、細部に亘る諸原則の考え方を理解

し、実際に貸借対照表作成の練習問題を解け

るようにする。 

第１２回 キュッシュフロー計算書 

事前学習 

キュッシュフロー計算書を作る目的につい

て考える。そのためには営業・投資・財務活

動におけるキュッシュフローを区分する。 

事後学習 
3 区分キュッシュフロー計算書の作り方を覚

える。そして作成演習を行ってみる。 

第１３回 原価計算 

事前学習 商業簿記と工業簿記の違いをまず理解する。 

事後学習 

原価計算の目的、原価要素とは何か、製造原

価報告書と損益計算書そして貸借対照表の

関わりを認識する。 

第１４回 小テスト問題練習（第 1 回～第 7 回の範囲） 

事前学習 
教科書の小テスト第 1回から第 5回までの復

習問題を解答する。 

事後学習 
教科書の小テスト第 1回から第 5回までの復

習問題を解説する。 

第１５回 小テスト問題練習（第 8 回～第 11 回の範囲） 

事前学習 
教科書の小テスト第 6 回から第 11 回までの

復習問題を解答する。 

事後学習 
教科書の小テスト第 6 回から第 11 回までの

復習問題を解説する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、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 

簿記や会計学は、数学的で技術的な側面が強く、苦手意識を持つ学生も少なくない。そこで、この講座では、

会計を素材としたビジネス書や小説を題材に、数字に頼ることなく会計的思考法を学習することを試みる。

会計的思考は簿記上の仕訳を前提とするものではなく、ビジネスを行うすべての人に必要な思考法であり、

数字はその根拠を示すものとして用いられているに過ぎない。この講座を通じて、数字への苦手意識を持つ

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考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．名代富士そばが２４時間営業にこだわる理由を調べてみる。 
２．リーダーに必要な“ドンブリ勘定”についてまとめてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山田真哉著『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』光文社新書、2016。 

【参考書】 

丹道夫著『「富士そば」は、なぜアルバイトにボーナスを出すのか』集英社新書、2017。 

山根節著『経営の対局をつかむ会計』光文社新書、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        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 

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、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 
③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は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。 

⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

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 
１．さおだけ屋はなぜ潰れないのか―利益の出し方 

  さおだけ屋の決算書 

事前学習 p.24 のさおだけ屋の決算書をまとめること。 

事後学習 
p.35 のさおだけ屋から考える商売の本質を

まとめること。 

第２回 
１．さおだけ屋はなぜ潰れないのか―利益の出し方 

  節約は絶対額で考える 

事前学習 p.39 の節約は絶対額で考えをまとめること。 

事後学習 
p.44 の会計に騙されない方法を読みまとめ

ること。 

第３回 
２．ベッドタウンに高級フランス料理店の謎―連結経営 

  商売の原則は等価交換 

事前学習 
p.51 の商売の原則は等価交換を読みまとめ

ること。 

事後学習 p.57 の本業と副業についてまとめること。 

第４回 
２．ベッドタウンに高級フランス料理店の謎―連結経営 

  企業は連結している 

事前学習 
p.60「週末起業」は連結であることを読みそ

の意味を整理すること。 

事後学習 
p.63 ローリスク・ハイリターンの意味を整理

すること。 

第５回 
３．在庫だらけの自然食品店―在庫と資金繰り 

  在庫だらけの自然食品店 

事前学習 
p.69 の在庫だらけの自然食品店を読みその

内容をまとめること。 

事後学習 
p.70 の在庫があるとなぜ損をするかをまと

めること。 



第６回 
３．在庫だらけの自然食品店―在庫と資金繰り 

  在庫減らしの究極の方法は受注生産 

事前学習 
p.87 の在庫減らしの究極の方法は受注生産

であることをまとめること。 

事後学習 
p.89 の損をしないために在庫を減らす考え

方をまとめること。 

第７回 
４．完売したのに怒られた―機会損失と決算書 

  完売御礼 

事前学習 
p.102 の完売御礼に満足してはいけない理由

を考えてくること。 

事後学習 
p.110 の会計は見えないものを数字にする学

問であることをまとめること。 

第８回 
４．完売したのに怒られた―機会損失と決算書 

  家庭の決算書 

事前学習 
p.112 の家庭の決算書は何が問題なのかまと

めること。 

事後学習 
p.121 の数字がもつ説得力についてまとめ

る。 

第９回 
５．トップを逃がして満足するギャンブラー―回転率 

  真の狙いは回転率 

事前学習 p.134 の薄利多売の回転率について考える。 

事後学習 
p.140 の回転率の高さと、リピーターの関係

について考える。 

第１０回 
５．トップを逃がして満足するギャンブラー―回転率 

  木を見て森を推測する 

事前学習 
p.150 の木を見て森を推測するのが監査の仕

事であることまとめること。 

事後学習 
p.152 の全体とポイントの関係をまとめるこ

と。 

第１１回 

６．あの人なぜいつもワリカンの支払い役になるのか―

キャッシュ・フロ― 

キャッシュ・フローで見るカード払い 

事前学習 
p.160 のとりあえず払っておくという意味を

考えてみること。 

事後学習 
p.164 のワリカン金融についてまとめるこ

と。 

第１２回 

６．あの人なぜいつもワリカンの支払い役になるのか―

キャッシュ・フロ― 

  決算書が３種類もある理由 

事前学習 
p.174 の決算書が３種類もある理由をまとめ

ること。 

事後学習 
p.174 の会計のセンスとはどのような内容か

まとめること。 

第１３回 

７．数字に弱くても「数字のセンス」があればいい―数

字のセンス 

  数字のセンスとはなにか？ 

事前学習 p.184 の数字のセンスの意味を考えてくる。 

事後学習 
p.193 の優秀な経営者には別の数字が見えて

いるとはどのような内容かまとめること。 

第１４回 

７．数字に弱くても「数字のセンス」があればいい―数

字のセンス 

  決算書で使う数字のセンス 

事前学習 
p.199 の数字のセンスを身につけるとは、ど

のような内容かまとめること。 

事後学習 
p.203 の数字をもとに分析するための内容に

ついてまとめること。 

第１５回 
身近な生活から、企業経営の成果を数字に頼ることなく

会計的思考法についてまとめる。 

事前学習 
p.207 の会計の本質的な考え方を整理するこ

と。 

事後学習 
p.5 身近な疑問からはじめる理由について、

自分なりにまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答などを併用する。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経済

学的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済的条

件に着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあるが、

発展のパスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通する政策や

問題点を実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業で興味を持った開発経済学の議論のうち、興味を持った事項につき、具体的な事例も挙げながら、ま

とめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 高橋和志、山形辰史編著『国際協力ってなんだろう－現場に生きる開発経済学』、岩波ジュニア新書、2010。 

【参考書】 

渡辺利夫著『開発経済学入門（第３版）』東洋経済新報社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済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２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
開発経済の内容を包括的かつ平易に説明するが、授業時間中に質問や意見を積極的に述べて欲しい。 

13．オフィスアワー 授業中に伝える。 

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（講義概要の説明） 

開発経済とは 

事前学習 
発展途上国の生活や産業など、開発経済に関
する新聞や雑誌の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
オリエンテーションをもとに、経済発展とは

何かとその要件をまとめる。 

第２回 経済開発の目指すもの、貧困と不平等 

事前学習 
教科書 pp.2～8の内容及び新聞や雑誌などの

関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である途上国における貧困

の実情をまとめる。 

第３回 障害と保健 

事前学習 
教科書pp.16～29の内容及び障害と保健と社

会的コストについて調べる。 

事後学習 
授業の学習内容である障害と保健による社

会的課題を整理する。 

第４回 教育－より良い将来に向けた投資 

事前学習 
教科書pp.37～43の内容及び先進国と途上国

の教育の違いを調べる。 

事後学習 
授業の学習内容である教育と社会発展との

関係をまとめる。 

第５回 平和と公正の実現 

事前学習 
教科書pp.45～59の内容及び新聞や雑誌など

の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である経済発展における平

和の重要性を学ぶ。 

第６回 法制度改正支援 

事前学習 
教科書pp.60～67の内容及び新聞や雑誌など

の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である法制度改革の真のあ

り方をまとめる。 

第７回 開発援助 

事前学習 
教科書 pp.100～106 の内容及び産業を分類

する構造を確認する。 

事後学習 
授業の学習内容である経済発展と開発援助

との関係をまとめる。 

http://www.yuhikaku.co.jp/writers/recent/254289


第８回 マイクロファイナンスと貧困削減 

事前学習 
教科書 pp.107～120 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容であるマイクロファイナン

スの成果をまとめる。 

第９回 技術と知的財産権 

事前学習 
教科書 pp.121～134 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である先進国の途上国への

技術移転をまとめる。 

第１０回 情報技術革命 

事前学習 
教科書 pp.135～141 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である情報技術革命のポイ

ントをまとめる。 

第１１回 農業技術革命 

事前学習 
教科書 pp.142～148 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である農業技術革命と経済

発展の関係をまとめる。 

第１２回 貿易自由化 

事前学習 
教科書 pp.149～156 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である貿易の自由化と経済

発展の関係をまとめる。 

第１３回 産業集積と国際価値連鎖 

事前学習 
教科書 pp.157～169 の内容及び産業集積な

どの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である国際価値連鎖と経済

発展の関係をまとめる。 

第１４回 国際労働移動 

事前学習 
教科書 pp.170～176 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である労働移動と経済発展

の関係をまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
教科書全体pp.2～176の内容を見直したうえ
で、講義の要点を復習する。 

事後学習 
授業を通して学習した発展途上国の現状と

課題について、自主的にまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリング演習 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS3306 

２．授業担当教員 長坂 正文 

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 
履修の条件として、先に「カウンセリングの基礎」を履修済みとする。 

７．講義概要 

カウンセリングとは、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(レポートが遅れがちな

人なら、日時を守れるようになる。悩みがあり苦しんでいる人なら、その悩みが解消し明るくなる、など)
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。
現代社会においては、カウンセラーの心構えは、（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、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、「カウンセリングの基礎」の続きとして、
より広くカウンセリングの理論と技法を学ぶと共に、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. カウンセリング以外の援助技術(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 

・講義前には必ず該当部分に目を通す。 

・発表資料作りをし、授業で発表をする。 

・2回レポートを提出する（A4用紙 2枚、2,400字以上）。 

 １.カウンセリングの実際問題   

      カウンセリングをする上で、どのような問題があるのかを調べ考えることは重要であり、教科書の学習

内容の理解を深める。本設題について文献を2、3冊調べながら、単なる文献のまとめではなく、疑問

点も含めた自分なりの意見をまとめる。 

２.事例の紹介と自分の意見 

カウンセリングの実際の１事例を選び、内容を紹介するとともに、疑問点・問題点も含めた自分なり

の意見を、文献を 2、3 冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鑪幹八郎監修『精神分析的心理療法の手引き』誠信書房、1998。 

【参考書】 

 河合隼雄著『カウンセリングの実際問題』誠信書房、1970。 

【教 材】 

随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．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. カウンセリング以外の援助技術(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 

・演習形式と実習を中心とした授業であるので、主体的に取り組むこと。 

・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。 

・発表者は、該当頁についてしっかりと調べてまとめること。 

・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（講義概要の解説） 

事前学習 
「はじめに」を読んで、理解し、疑問点を明確

にする。 

事後学習 
講義内容で興味をもったことについて参考書

などで調べてノートにまとめる。 

第２回 

・精神分析の諸学派とその臨床 

・心理療法における技術と個性 

・精神分析的心理療法とは 

事前学習 

テキスト pp.1～15 を読んで、精神分析的心理

療法の概略について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 
中立性・解釈・修正情動体験について参考書な

どで調べてノートにまとめる。 

第３回 

・心理療法の枠組み 

・傾聴と共感、抱えの環境 

・逆転移の意義 

・転移の認識 

事前学習 

テキスト pp.16～28 を読んで、傾聴・共感につ

いて理解し、疑問点を明確にする。発表者は資

料を作る。 

事後学習 
転移・逆転移について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第４回 

・抵抗の尊重 

・心的外傷と心的現実性 

・生き方の変化の機序 

事前学習 

テキスト pp.28～41 を読んで、抵抗・心的外傷

について理解し、疑問点を明確にする。 

発表者は資料を作る。 

事後学習 

行動化・洞察・内在化・対象恒常性について参

考書などで調べて、理解した内容をノートにま

とめる。 

第５回 
【演習１】 

・事例研究（不登校） 

事前学習 
事前に配布された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 理解した内容をノートにまとめる。 

第６回 

・心理療法の基礎技法 

・質問 

・明確化 

・直面化 

・解釈 

・技法の工夫 

事前学習 

テキスト pp.42～59 を読んで、心理療法の基礎

技法について理解し、疑問点を明確にする。発

表者は資料を作る。 

事後学習 
明確化・直面化について参考書などで調べて、

理解した内容をノートにまとめる。 

第７回 

・最初の出会い 

・初期面接での心理療法家の役割 

・心理力動的アセスメント 

・心理療法の目標と方針 

事前学習 

テキスト pp.60～74 を読んで、心理療法家の役

割について理解し、疑問点を明確にする。発表

者は資料を作る。 

事後学習 
アセスメントについて参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第８回 
【演習２】 

・描画療法体験 

事前学習 描画療法について調べて概要を理解しておく。 

事後学習 
理解した内容をノートにまとめる。また、自分

の作品について自己分析をする。 

第９回 
・心理療法を進めていくうえでの取り決め 

・治療構造 

事前学習 

テキスト pp.74～78 を読んで、心理療法を進め

ていくうえでの取り決めについて理解し、疑問

点を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
治療構造について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第１０回 

・心理療法の進め方と基本的態度 

・心理療法家とクライエントの関係 

・抵抗と心理療法の停滞・中断 

・クライエントの変化 

事前学習 

テキスト pp.79～100 を読んで、心理療法の進

め方と諸問題について理解し、疑問点を明確に

する。発表者は資料を作る。 

事後学習 
心理臨床家の態度について参考書などで調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。 

第１１回 

・心理療法の終結期 

・乳幼児-母親の心理的援助 

・幼児-児童期の遊戯療法 

事前学習 

テキスト pp.100～119 を読んで、子どもと母親

への援助について理解し、疑問点を明確にす

る。発表者は資料を作る。 

事後学習 
遊戯療法について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第１２回 
【演習３】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
参考書などでカウンセリングの基本について

知識を得ておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 



 

 

第１３回 
【演習４】 

・ロールプレイ、逐語録 

事前学習 
参考書などでロールプレイの仕方について知

識を得ておく。 

事後学習 
逐語録をチェックして、気づいたことを記入し

て提出する。 

第１４回 
・思春期の心理療法 

・青年期から若い成人期の心理療法 

事前学習 

テキスト pp.119～137 を読んで、思春期と青年

期の心理療法について理解し、疑問点を明確に

する。発表者は資料を作る。 

事後学習 
自殺とリストカットについて参考書などで調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１５回 

・中年期の心理療法 

・親面接の形態と進め方 

・夫婦面接の意義と進め方 

事前学習 

テキスト pp.138～158 を読んで、中年期・親・

夫婦面接について理解し、疑問点を明確にす

る。発表者は資料を作る。 

事後学習 

同席面接・並行面接・継時面接について参考書

などで調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。 

第１６回 
【演習５】 

・事例研究（発達障害） 

事前学習 
事前に配布された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 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第１７回 
・高齢期の心理療法 

・ターミナル期の心理的援助 

事前学習 

テキスト pp.159～181 を読んで、高齢期面接・

ターミナルケアについて理解し、疑問点を明確

にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
死の受容段階説について参考書などで調べて、

理解した内容をノートにまとめる。 

第１８回 

・自己愛の障害 

・境界例 

・抑うつの悲哀 

・心身症 

事前学習 

テキスト pp.182～196 を読んで、自己愛・境

界例・抑うつ・心身症について理解し、疑問点

を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
境界例について参考書などで調べて、理解した

内容をノートにまとめる。 

第１９回 

・転換・解離機制 

・強迫機制 

・薬物依存と乱用 

・統合失調症 

事前学習 

テキスト pp.196～211 を読んで、転換・解離・

強迫・薬物依存・統合失調症について理解し、

疑問点を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
解離について参考書などで調べて、理解した内
容をノートにまとめる。 

第２０回 
【演習６】 

・コラージュ療法体験 

事前学習 
コラージュ療法について調べて概要を理解し

ておく。 

事後学習 
理解した内容をレポートにまとめ、自分の作品

について自己分析をし、提出する。 

第２１回 

・夢を利用するさいの留意点 

・夢の意味をつかむさいの留意点 

・面接者-クライエント関係と夢 

・面接過程と夢 

事前学習 

テキスト pp.212～229 を読んで、夢について

理解し、疑問点を明確にする。発表者は資料を

作る。 

事後学習 
夢分析の方法について参考書などで調べて、理
解した内容をノートにまとめる。 

第２２回 

・遅刻やキャンセル 

・贈物 

・電話の功罪と対処 

・恋愛感情や身体接触の要求 

・面接者への不満や攻撃 

事前学習 

テキスト pp.230～242 を読んで、遅刻・贈物・

恋愛感情・陰性感情について理解し、疑問点を

明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
心理的距離について参考書などで調べて、理解
した内容をノートにまとめる。 

第２３回 

・自殺念慮 

・行動化 

・家族、上司 

・訪問面接 

事前学習 

テキスト pp.243～253 を読んで、自殺念慮・

行動化・訪問面接について理解し、疑問点を明

確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
行動化について参考書などで調べて、理解した
内容をノートにまとめる。 



第２４回 
【演習７】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
カウンセリングの基本的な技術について復習

しておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２５回 
【演習８】 

・ロールプレイ、逐語録 

事前学習 
カウンセリングの基本的な技術について復習

しておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２６回 

・スーパービジョン 

・事例検討会 

・個人分析 

事前学習 

テキスト pp.254～281 を読んで、スーパービ

ジョン・事例検討会について理解し、疑問点を

明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 

スーパービジョン・コンサルテーションについ
て参考書などで調べて、理解した内容をノート

にまとめる。 

第２７回 
【演習９】 

・事例検討会（いじめ） 

事前学習 
事前に配布された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 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２８回 ・精神分析的心理療法の日本的特徴 

事前学習 

テキスト pp.282～301 を読んで、日本的特徴

について理解し、疑問点を明確にする。発表者

は資料を作る。 

事後学習 
甘え理論について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第２９回 
【演習１０】 

・事例研究（うつ） 

事前学習 
事前に配布された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 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第３０回 
まとめ 

・用語・概念の復習 

事前学習 
テキストに出てきた用語について分からない

ものを確認する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解をノ
ートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学習・言語心理学／学習心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP2351 

２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 学習とは、経験によって生じる行動の変化、と定義される。人間は、生まれてから死ぬまでの間に、さま
ざまなことを学習したり、忘れたりする。さらに、過去の学習を基盤として新しい学習を行うといったよう

に、日常生活においては常に学習をしている。本科目では、こうした学習の仕組みや働きに関する代表的な
学習理論について学んでいく。また、言語の習得における機序についても学ぶ。 

８．学習目標 

1.学習心理学の基礎的な理論や研究方法についての知識を習得する。 

2.学習心理学の知識が臨床、教育、福祉等の他分野でどのように生かされているのかを理解し、説明できる。 

3.身近な問題行動の理解や改善に、習得した学習心理学の知識や研究方法を活用することができる。 

4.言語学習の機序について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

途中で宿題を求めることはないが、予習・復習をおこなうこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 指定しない（資料を事前に配布する）。 

【参考書】 山内光哉、春木豊著『グラフィック学習心理学―行動と認知』サイエンス社、2001。 

      今井むつみ、針生悦子『言葉をおぼえるしくみ』ちくま学芸文庫、2014。 

      今井むつみ『ことばと思考』 岩波新書 2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習心理学の基礎的な理論や研究方法について理解し、説明できること。 

・学習心理学の知識が他分野においてどのように生かされているかを理解し、説明できること。 

・身近な問題行動の理解や改善に学習心理学の知識をどのように生かすことができるか説明できること。 

・言語学習の機序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 15％、課題(テスト、レポート、発表など)85％とし、総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

授業はただその時間だけ参加すればよいものではなく、そこで得た知識を基に自分で知識を深めていく 

きっかけとなるものである。また、授業中も出来るだけ知識を吸収するため、積極的態度で参加することが

期待される。授業への参加にあたっては、以下の事項を守って臨むこと。 

1.授業のための予習・復習を必ずする。 

2.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、その理由必

ず書面をもって教員に報告する。 

13．オフィスアワー 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（講義概要の説明） 

事前学習 シラバスを読んで内容を確認しておくこと。 

事後学習 心理学一般に関し復習すること。 

第２回 学習心理学とは 

事前学習 
学習心理学について資料を探して調べてお

くこと。 

事後学習 
心理学における学習の位置づけを復習する

こと。 

第３回 古典的条件付け (行動の獲得) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「行動の獲得」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第４回 古典的条件付け (行動の消去） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「行動の消去」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 3、4 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめること。 

第５回 オペラント条件付け (典型的な条件付け) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「典型的な条件付け」を

A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 



第６回 オペラント条件付け (より高次な条件付け) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「より高次な条件付け」

を A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 5、6 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめる。 

第７回 社会的学習 (摸倣・観察学習) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「模範・観察学習」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第８回 技能的学習 (練習の条件・フィードバック) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「練習の条件・フィード

バック」をA4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第９回 言語の学習 1（単語の切り出し・名詞の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「単語の切り出し」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１０回 言語の学習 2（動詞・形容詞の学習）  

事前学習 
講義資料を熟読し、「名詞の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１１回 言語の学習 3（擬態語の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「動詞の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１２回 言語の学習 4（第二言語の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「擬態語の学習」を A4 用

紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１３回 概念の学習 

事前学習 
講義資料を熟読し、「第二言語の習得」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１４回 言語と認識 

事前学習 
講義資料を熟読し、「概念の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
資料等を熟読し、今まで学んだことを見返

し、疑問等があればまとめておくこと。 

事後学習 
これまでに作成したまとめの整理をするこ

と。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 関係行政論 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3354 

２．授業担当教員 岩月 敦 

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 

心理に関する支援において関係する行政制度の把握は重要であり、今日、クライエントやその家族、関係

者の支援において必要性が高くなっている。心理に関する支援の保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・

労働等の諸領域における行政の仕組みや法律、倫理について取り上げ、それらの理解を深めると共に、事例

に関連したグループ討議を通して、心理に関する支援に関係する行政制度に応じた臨床感覚を養っていく。 

８．学習目標 

以下の6点を学習の目標とする。 

①心理に関する支援における保健医療分野に関係する制度、法律を理解する。 

②心理に関する支援における福祉分野に関係する制度、法律を理解する。 

③心理に関する支援における教育分野に関係する制度、法律を理解する。 

④心理に関する支援における司法・犯罪分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑤心理に関する支援における産業・労働分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑥心理に関する支援における倫理的対応を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習において、授業の中で取り扱う予定の内容について調べておくこと。レポート課題の内容は心理臨

床現場の各分野に関するものとする。レポート課題の提出期限は授業最終日とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

元永拓郎編「公認心理士の基礎と実践 23 関係行政論」遠見書房 2018 年。 

【参考書】 

佐藤進監修『心の専門家が出会う法律 新版』誠信書房、2009 年。 

日本心理臨床学会倫理規定 2013 年。 

日本臨床心理士会倫理規定 2013 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理に関する支援において関係する行政制度と法律に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。 

2. 心理に関する支援の諸領域におけるこころの健康保持に関する課題を発見する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題レポート・試験等を総合して評価する。 

1.積極的態度（発言、討議、学習ノート等）総合点の 30％ 

2.課題レポート・試験等          総合点の 70％ 

 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 

心理に関する支援における法と制度の背景となっている事件や災害、出来事に関心を持つと同時に、職能

団体の倫理規定の意味を理解できる心理に関する支援の感覚を養う土台にしてください。 

初回授業では受講ルールや成績評価の詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第一回目の授業に出席し

てください。なお、受講態度と課題への積極的な取り組みを評価しますので、授業内容に関連しない私語・

居眠りや携帯電話の使用、事前に通知のない欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。 

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

①授業の全体像 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細

を確認する。 

第２回 
医療領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
医療領域における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第３回 
福祉領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
福祉領域における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第４回 
児童の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 
児童の心理に関する支援に関連する法律の

概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第５回 
少年の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 少年事件の処理の流れについて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 



第６回 
学校における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 
学校における心理に関する支援に関連する

法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第７回 
家庭における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（ＤＶ防止法）の概要について

調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第８回 
産業領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 労働三法について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第９回 
高齢者福祉領域における心理に関する支援に関連する

法律の概要について学ぶ。 

事前学習 
高齢者福祉領域における心理に関する支援

に関連する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１０回 
犯罪被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
被害者支援としての心理に関する法律や制

度について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１１回 
災害被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
災害被害における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１２回 心理に関する支援における倫理の概要について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における倫理の原則につ

いて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１３回 
事例発表・出版等における倫理の概要について学ぶ。 

 

事前学習 研究倫理について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１４回 
心理に関する支援における守秘義務に関する判決例等

について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における守秘義務等につ

いて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１５回 まとめ 

事前学習 まとめたノートを見直しておく。 

事後学習 記入していなかった重要語句をまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 感情・人格心理学／人格心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3333 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

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 

 人格心理学とは、個人の内側から人間の行動の法則をみようとするものである。なお人格とは、性格とほ
ぼ同じ意味で用いられるが、態度（認知・感情・行動）、興味、価値観並びに知的理解度などを含んだ全体的
な特徴を指す。ここでは人格と性格とを分けない考え方に立ち、さまざまな観点から人格の特徴を明らかに

していく。 

８．学習目標 

 人間とはなにか。人間の本質を理解し、自己理解だけでなく、他者を理解し、人を見る目を養成すること

がこの授業の最大の目標である。人を見るときに、様々なバイアスがかかるが、それがなぜかということを

理解し、説明できるようになることも学習目標の一つである。具体的には以下のとおりである。 

１．性格とは何か、その研究史からも理解できる。 
２．性格に関する諸理論が分かり、多面的に人の行動をみることができる。 
３．性格の診断の仕方が理解できる。 

４．性格の形成のされ方が分かる。 

５．性格の正常・異常について様々な観点から理解できる。 

６．感情に関する理論を理解し、感情喚起の機序並びに感情の行動への影響について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に1～2回程度のレポート提出を求める。 

課題例）パーソナリティ検査について、パーソナリティ障害について 等 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】榎本博明・安藤寿康・堀毛一也著『パーソナリティ心理学－人間科学、自然科学、社会科学のク

ロスロード』有斐閣、2009。 

鈴木公啓編『パーソナリティ心理学概論－性格理解への扉』ナカニシヤ出版、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．自己理解や他者理解を通して、人をみる目を養うことができているか。 

２．他者をみる時、さまざまなバイアスがかかるものであるが、そのメカニズムを理解できているか。 

３．感情に関する理論を理解し、感情喚起の機序並びに感情の行動への影響について説明できるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加  総合点の３０％ 

２．課題レポート     総合点の３５％ 

３．テーマ毎の理解度   総合点の３５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人にはそれぞれ個性があるが、心理学ではこれを「人格（性格・パーソナリティ）」という言葉で説明して

いる。本講義では、人格（性格・パーソナリティ）、つまり個性について心理学的・科学的に理解していく。

パーソナリティを測る質問紙などの体験を通して、理論や測定法の理解だけでなく、自身のパーソナリティ

理解にもつなげていってほしい。 

講義で守って欲しいこと。 

1．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

2．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

3．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします。 

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：本講義の目的、人格心理学の基礎

概念 

事前学習 人格について考えてくる。 

事後学習 
人格心理学の中で自分が最も興味をもって

いることについてまとめてくる。 

第２回 パーソナリティ研究の歴史 

事前学習 
テキスト（パーソナリティ研究の歴史）を熟

読し、疑問点等はまとめてくる。 

事後学習 
パーソナリティ研究の歴史について考えた

ことや学んだことをまとめておく。 

第３回 パーソナリティの理論（1）：類型論 

事前学習 
テキスト（類型論）を熟読し、疑問点等はま

とめてくる。 

事後学習 類型論についてノートにまとめておく。 

第４回 パーソナリティの理論（2）：特性論 

事前学習 
テキスト（特性論）を熟読し、疑問点等はま

とめてくる。 

事後学習 
代表的な特性論についてノートにまとめて

おく。 

第５回 パーソナリティの測定：YG 性格検査 

事前学習 YG 性格検査についてまとめておく。 

事後学習 
YG 性格検査の結果について類型論と特性論

の考えをまとめてくる。 



第６回 パーソナリティの理論（3）：因子理論 

事前学習 
テキスト（因子理論）を熟読し、疑問点等は

まとめてくる。 

事後学習 
それぞれの因子理論を理解し，5 因子モデル

の各因子名についてまとめる。 

第７回 
５因子名の小テスト 

パーソナリティの理論（4）：そのほかの理論 

事前学習 
パーソナリティの理論について、資料等を探

して調べておく。 

事後学習 そのほかの理論をまとめておく。 

第８回 パーソナリティの測定：5 因子性格検査 

事前学習 
パーソナリティの測定について、資料等を探

して調べておく。 

事後学習 心理検査の結果をまとめてくる。 

第９回 気質とパーソナリティ 

事前学習 
気質とは何かテキストや資料などで調べて

くる。 

事後学習 気質についてまとめておく。 

第１０回 パーソナリティの発達 

事前学習 
テキスト（パーソナリティの発達）を熟読し、

疑問点等はまとめてくる。 

事後学習 発達課題を覚えて、まとめておく。 

第１１回 パーソナリティと疾患：病前性格 

事前学習 
テキスト（病前性格）を熟読し、疑問点等は

まとめてくる。 

事後学習 病前性格をまとめておく。 

第１２回 パーソナリティと疾患：A 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
A 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 A 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１３回 パーソナリティと疾患：B 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
B 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 B 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１４回 パーソナリティと疾患：C 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
C 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 C 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでに配布した講義資料を見直し、疑問

点等をまとめておく。 

事後学習 
これまでの学習を振り返り、期末試験に向け

てプリントなどをまとめておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・ガ

バナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業と

表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機能の

内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特徴

を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多い

と思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）企

業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、3）

数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義でとりあげ学習した問題または関連するテーマについて課題を示し、それについてレポートを作成ま

たは報告する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池著『現代企業論』中央経済社、2007 年 2600 円+税。 

【参考書】 

江川雅子著『現代コーポレートガバナンス』日本経済新聞社、2018 年 3500 円+税。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、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 

将来、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管理への参加などの機会を想定しな

がら学習することをおすすめしたい。そうすることによって学習が将来の夢の実現への準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 別途、お知らせする。 

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．企業の責任と統治 

事前学習 
p.1-3 を読み企業責任・企業統治の提起をま

とめること。 

事後学習 
p.3 の企業行動の評価基準についてまとめる

こと。 

第２回 ２．現代企業のステークホルダー関係 

事前学習 
p.9 の企業とステークホルダーを読みまとめ

ること。 

事後学習 
企業の組織とステークホルダーについてま

とめること。 

第３回 ３．企業の地域社会関係者 

事前学習 
p.16 の企業の地域社会関係の考え方を読み

まとめること。 

事後学習 p.24 の企業と地域社会を読みまとめること。 

第４回 
４．企業社会活動と企業統治 

責任の意味 

事前学習 p.31 の企業社会的責任を読みまとめること。 

事後学習 
p.31 の企業行動と倫理的価値を読みまとめ

ること。 

第５回 ５．アジアにおける企業行動と経営倫理 

事前学習 
p.49 のシンガポールの贈収賄禁止政策を読

みまとめること。 

事後学習 
p.57 国際的動向との関連を読みまとめるこ

と。 

第６回 ６．日本のコーポレートガバナンス 

事前学習 
p.65 の日本のコーポレートガバナンスを読

みまとめること。 

事後学習 
日本の取締役会の特徴についてまとめるこ

と。 



第７回 ７．コーポレートガバナンス論における問題の分析 

事前学習 
p.75 のイギリスにおける会社統治論を読み

まとめること。 

事後学習 p.77 のキャドベリー報告をまとめること。 

第８回 ８．現代企業の経営管理 

事前学習 
ｐ87 中小企業管理が直面する問題まとめる

こと。 

事後学習 
p.92 の新時代の経営理念についてまとめる

こと。 

第９回 ９．企業統治の国際比較 

事前学習 
p.97 企業統治と企業行動を読みまとめるこ

と 

事後学習 
p.107 の日本と中国のコーポレートガバナン

スを読みまとめなさい。 

第１０回 10．企業の所有構造の変化 

事前学習 ｐ117 ヨーロッパ企業を読みまとめること。 

事後学習 p.127 企業成長方式の検討をまとめること。 

第１１回 11．日本の企業合併とカルテルの特徴 

事前学習 
p.145 の日本の企業合併の特徴についてまと

めること。 

事後学習 
p.152 の市場経済と民営化についてまとめる

こと。 

第１２回 １２．企業行動と政府規制 

事前学習 
p.171 の企業行動への規制を読みまとめるこ

と。 

事後学習 
p.177 の企業に対する政府規制の研究課題を

まとめること。 

第１３回 １３．非営利企業と企業統治 

事前学習 社会福祉法人の組織と運営について調べる。 

事後学習 
社会福祉法人のガバナンスについて整理す

る。 

第１４回 
１４．福祉サービス組織のコンプライアンスとガバナン

ス 

事前学習 
コンプライアンスとガバナンスの定義を調

べる。 

事後学習 
福祉サービスのガバナンスについて整理す

る。 

第１５回 講義全体のまとめと課題 

事前学習 
営利企業と非営利企業の企業統治について

整理すること。 

事後学習 企業統治についてまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1103 

２．授業担当教員 伊藤 京一 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身
の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の

方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

2. 教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。  

3. 教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を
理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1：経験主義と系統主義を比較してその違いを述べ、どちらの考え方が望ましいか述べなさい。 

課題2：道徳教育のあり方について考えを述べなさい。 

課題3：小学校の英語教育についてどのように考えるか述べなさい。 

課題4：自国の教育課程について考察しなさい。 

＊すべて1,000字程度 

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｢総則｣』東洋館出版。 

【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） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

幼稚園教育要領(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 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

２ 近代及び現代日本の教育課程の歩みと教育課程をめぐる現状と課題を理解し、説明できるか。 

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○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。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育の再生には、教育課程の現状と課題について考察し、改善に向けての方向性を明確にすることが

重要である。教育課程の理論を学ぶと同時に、児童生徒の実態から具体的に理解を深めて欲しい。 

受講生の皆さんの努力を通して、知識・理解力だけでなく、思考力・判断力・表現力や探求心の育成に寄

与したいと考える。 

13．オフィスアワー 講義の中で伝える。 

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 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今後の予

定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る。 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考える 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく。 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようになって
いるか。 

・教育基本法・学校教育法など、目標に関する
法規を基に学校教育の内容を考える。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 
〇学習内容はどのように決められているか 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる
法規を調べる。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料に
まとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解す
るか。 

・中教審答申の内容を読み取って、実態につい
て考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
国では、子供や家庭・地域の実態をどのようにとら
えているのかまとめる。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の
取扱いについて調べ、国語の時数が多い理由
について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 

第７回 

〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】について総
則の比較対照表を基に調べ、資質・能力につ
いて考えあう。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考え
方の特徴をまとめる。 



第８回 

〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善
について、答申や総則を調べ、授業の質の向
上を考える。 

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・
考え方について調べておく。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理
する。 

第９回 

○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知
識技能と思考力育成の関係について学びあ
う。 

事前学習 
旧学習指導要領解説（総則）の資料をもとに、習得
型の授業と探究型の授業について調べておく。 

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 

○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学
び、学習指導にどのように生かすのか話し合
う。 

事前学習 
学習指導要領の試案が出された，新しい教育の方向
性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 

○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の発達の
支援について学び、質を高めるための方策を
考えあう。 

事前学習 
教育課程実施上の課題について、生徒指導の観点か
ら調べておく。 

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き
いことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、実際に
どのように実施されているのか、目標に準拠
した評価を例に学ぶ。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した評価
と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義
について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について、教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学び、学

校評価の方法について法規を基に教育課程の
充実の仕方について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読
んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 

○開かれた教育課程 
・開かれた教育課程の意味を調べ、学校と家庭
や地域社会との連携の重要性について話し合
う。 

事前学習 
学校で編成される教育課程について、その意義を教
科書で調べておく。 

事後学習 
開かれた教育課程を編成・実施・評価する方法につ
いて、レポートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2305 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義、演習、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すための

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 

４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援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 

・講義前には必ず該当部分に目を通し、疑問点を明確にしてくる。 

・2回レポートを提出する。（A4用紙 2枚、2,400字以上） 

 Ａ 第1回から第6回の中から自分が興味を持ったテーマについて   

 Ｂ 第8回から第14回の中から自分が興味を持ったテーマについて 

 ＊各レポート課題とも、そのテーマの概要を紹介し、どこに興味を持ったのか、疑問点は何か、また自分

なりの意見を、文献を2、3冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

安齊順子・荷方邦夫（編）『「使える」教育心理学』<第３版>北樹出版 

【参考書】 

必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど指定する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・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。特に私語については厳しく対応する。 

13．オフィスアワー 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 
ガイダンス 教育心理学とは何か 
教育心理学の内容と方法を学ぶ 

事前学習 
教育における心理学の活用についてまとめ
てくる。 
序章（pp.10～20）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第２回 
発達 
 発達の概念を理解し、各種の発達理論を学ぶ 

事前学習 教科書の第 1 章（pp.22～46）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第３回 
学習理論 
 様々な学習の理論について学ぶ 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.47～62）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第４回 
動機づけ 
 動機づけの理論を学び、動機づけを高めるにはどうす
るかを考える 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.47～62）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第５回 

学習指導（１） 
プログラム学習、発見学習、有意味受容学習、学習の
個別化などの学習指導の方法を学び、その背景にある
学習理論を理解する 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.63～79）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第６回 
学習指導（２） 
 コンピュータや集団を用いた学習指導の方法を学び、
その背景にある学習理論を理解する 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.63～79）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 



第７回 レポート発表（Ａ） 

事前学習 レポート発表（Ａ）の準備をする。 

事後学習 討議の内容をノートに整理する。 

第８回 
学級の心理（１） 
 学級の心理の背景にある社会心理学的理論を学ぶ 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.80～90）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第９回 
学級の心理（２） 
 学級の心理の背景にある歴史や文化の特質を社会心
理学的な側面から考察する 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.80～90）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１０回 
教育評価 
 教育評価の方法と意義、問題点などを学ぶ 

事前学習 教科書の第 5 章（pp.98～113）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１１回 
学校における心理的問題（１） 
いじめの原因や背景について考察する 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.90～97）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１２回 
学校における心理的問題（２） 
不登校や自殺の原因や背景について考察する 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.157～171）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１３回 
学校における心理的問題（３） 
いじめや不登校、自殺について課題研究を行う 

事前学習 
いじめや不登校についての統計や事例を調
査し、課題研究の準備を行う。 

事後学習 討議の内容をノートにまとめる。 

第１４回 
特別支援教育と発達障害 
 発達障害について理解し、その支援について学ぶ 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.172～189）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１５回 授業の総括、小テスト、レポート提出（Ｂ） 

事前学習 
これまでの授業を振り返り、興味のある点や
疑問を持った点を考えてくる。 

事後学習 
これまでの授業を振り返り、これまでのノー
トの整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅠB （2 単位） 

３．科目番号 
GECD1411 

GECD1211 
２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的としながら、ビジネス

場面で対応し得る日本語運用能力を目指す。具体的には、様々な場面において論理的思考による理解・表現

能力は不可欠であることから、論理的な文章を読むための基礎的な読解技術としての文章構造に関する知識、

文章の論理構造に関する知識、文法に関する知識を会得し、論理的な文章を読み書きする能力を養成し、そ

こから、ビジネスで必要なコミュニケーションを行うためのコミュニケーション活動へとつなげることで、

「読む、書く、聴く、話す」の４技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）論理的な文章を読むための基礎的な読解技術を身につけ、文章理解・表現ができるようになる。 

３）論理的な思考による複雑なコミュニケーションが行えるようになる。 

４）多様な文化背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテー

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

２．日本語の文章構造等を理解し、内容を正しく理解できるようになったか。 

３．論理的思考による理解・表現能力を養うことができたか。 

４．多様な文化的背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになったか。 

○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 総合点の 30％ 

２. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

３. 提出課題（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を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を通

じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等して、

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本での暮

らしの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業の全体像を

把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 

事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく  

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく。授業中に行っ

た内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興味のあるテ

ーマでレポートを作成する 

第１４回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士

でグループ討論の後、グループ毎で発表し質

疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 1～12 から興味のあるテーマでレ

ポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レポートを修

正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1102 

２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 
講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、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 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大

きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ
る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適

性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 

1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ ワークシートを提出する。 

２ テーマごとに小レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐久間亜紀・佐伯胖編著『現在の教師論』ミネルヴァ書房、2019 年。 

【参考書】 

佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために-（第４次改訂版）』学陽書房、2015 年。 

東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 

【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規

定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会の変化とともに、「教師」に対する親や社会の期待はますます高まっている。そこで、教育現場におけ

る「教師」にとって、さまざまなニーズに対応するための「問題解決能力」「コミュニケーション能力」の向

上が課題となっている。受講生の皆さんには、この授業の中では失敗や間違いを恐れず積極的に発言・発表

すること、また同じ目標をもった受講生同士が協力して課題に取り組み、学び合うことを期待している。 

【学生に期待される学習態度】 

受講生の皆さんは、上記のような目的を達成するために下記の内容に留意してほしい。 

① 教師と受講生、受講生同士のコミュニケーションが学びの質を高める。グループワークには積極的に取

り組み、課題意識をもって臨んでほしい。 

② 授業に臨むにあたって無断欠席、遅刻、早退、無断退出をしないこと。（欠席、遅刻、早退をした場合

は、その理由を必ず教員に書面にて報告すること。正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場

合は不合格とする。） 

③ 明らかに授業態度が悪いと判断した際は、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と

判断した場合、試験の答案内容如何にかかわらず、不合格とする。 

④ 授業中、私語、居眠りはしないこと。 

⑤ 授業中、使用の指示がない場合は、スマートフォン等の電子機器端末は電源を切っておくこと。 

【教員の心がまえ】 

① 授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はできるかぎりシラバスに沿って行う。 

② 受講生全員に伝わるような声で話をする。また専門用語を用いた際は、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、グループワークやディスカッションなどを取り入れながら受講

生全員が意見を出しあえるような双方向対話型の学習環境をつくる。 

遅刻・早退・授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用、無断退出、その他、授業に臨むうえで不適切と思わ

れる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  講義の中で通知する。 

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（シラバスの確認） 
【序章 教師を目指す】 

事前学習 
教職を目指したきっかけや理由、あなたの心に残って
いる教師について整理しておく。 

事後学習 
「あなたの考えるよい教師とは？」に関するレポート
を作成すること 

第２回 
教職の魅力（１）【第１章 初等教育の教師】 
 

事前学習 
教科書 pp.17~33 を読み、「初等教育の教師の仕事」に
ついて自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「初等教育の教師の魅力」に関するレポートを作成す
ること。 

第３回 教師の魅力（２）【第２章 中等教育の教師】 
事前学習 

教科書 pp.35~51 を読み、「中等教育の教師の仕事」に
ついて自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「中等教育の教師の魅力」に関するレポートを作成す
ること。 

第４回 教職の特徴（１）【第３章 日本の教職の特徴】 
事前学習 

教科書 pp.55~70 を読み、「日本の教職の特徴」につい
て調べ学習をしてくること。 

事後学習 
グループごとに教職の国際比較データを収集するこ
と。 



第５回 教職の特徴（２）【ピア・ティーチングに挑戦】 
事前学習 

各グループでピアティーチングの準備をしてくるこ
と。 

事後学習 
ピア・ティーチングをふまえ、「教職の特徴」に関する
レポートを作成すること。 

第６回 教職の特徴（３）【第４章 教師像の史的展開】 
事前学習 

教科書 pp.71~87 を読み、「求められる教師観の変化」
について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「自分は教師として社会のなかでどのような役割を担
いたいか」についてレポートを作成すること。 

第７回 教職の特徴（４）【第５章 教員の服務】 
事前学習 

教科書 pp.89~105 を読み、「教員の服務」について調べ
学習をしてくること。 

事後学習 
「体罰に関する事例」についてレポートを作成するこ
と。 

第８回 
教職の特徴（５） 
【第６章 教員の権利と身分保障】 

事前学習 
教科書 pp.108~122 を読み、「教員の権利と身分保障」
について調べ学習をしてくること。 

事後学習 
グループワークをふまえ、「あなたの考える教師像
は？」に関するレポートを作成すること。 

第９回 
教職の特徴（６） 
【第７章 学び続ける教師】 
【第８章 学校を構成する様々な専門職】 

事前学習 
教科書 pp.124~159 を読み、「学び続ける教師」「チー
ム学校」に関する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「教育実践記録」を読み、あなたが学んだことについ
てレポートを作成すること。 

第１０回 
専門職としての教職（１） 
【第９章 専門家としての教師】 

事前学習 
教科書 pp.164~180 を読み、「リフレクション論」に関
する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「学びの場を生み出す教師」に関するレポートを作成
すること。 

第１１回 
専門職としての教職（２） 
【第 10 章 子どもが〈いのち〉に見える教師】 

事前学習 
教科書 pp.185~200 を読み、「教師に求められる資質・
能力」について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師の〈子ども観〉〈いのち〉観に関する自らの考えを
まとめたレポートを作成すること。 

第１２回 
専門職としての教職（３） 
【第 11 章 いじめに向き合う】 

事前学習 
教科書 pp.201~219 を読み、「教師に求められる資質・
能力」について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師として「いじめ」に向き合う上で大切なポイント
についてまとめたレポートを作成すること。 

第１３回 
専門職としての教職（４） 
【第 12 章 性の多様性をめぐる学校・教師の
課題】 

事前学習 
教科書 pp.220~237 を読み、「性の多様性」について自
分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師として「性の多様性」に向き合う上で大切なポイ
ントについてまとめたレポートを作成すること。 

第１４回 
専門職としての教職（５） 
【終章 「教える」ということの意味】 

事前学習 
教科書 pp.241~262 を読み、「資質・能力」「コンピテ
ンシー」という言葉に関する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「教える」ということの意味について自らの考えをま
とめたレポートを作成すること。 

第１５回 

ふりかえり 
【これまでの学習を振り返り今後の進路選択
にあたり大学生活をどのように送っていくの
かについて話し合い・発表する】 

事前学習 
「教師を目指す」等、自分の進路について考えを深め
ておくこと。 

事後学習 
授業全体をふり返り、教師に求められる資質能力を高
めるために自分に必要なことは何かを考え、レポート
をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡB (2 単位)  

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的とし、そこからビジ

ネス場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的な言語活動を文レベルでの

発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パターンから外れた場面での複

雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複雑なコミュニケーションが

行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

１）日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深める。 

２）日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３）議論を進めるために適切な質問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．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２．教科書の各ケース毎に自分の見解を論理的に提示する能力を養うため、授業で扱うケースから１つテー

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

2. 日本語で書かれた説明文や資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○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 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（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を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を通

じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等して、

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本での暮らしの悩み

について話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業

の全体像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 

事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興

味のあるテーマでレポートを作成する 

第１４回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース1～12から興味のある

テーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 武田 嘉孝 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学の基本を理解していることが望ましい。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎時間講義内容をまとめてレポートを提出してもらう。 

・後半に簡単な計算問題の課題を出し、講義終了後に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『最短合格 3級 FP技能士』株式会社きんざい、2017。 

【参考書】 

家森信善著『はじめて学ぶ金融のしくみ 第 4版』中央経済社、2013。 

日本経済新聞社編『ベーシック 金融入門』日本経済新聞出版社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

90 年代のバブル崩壊以降の厳しい経済環境下において、経済的リスクが国や企業から生活者へと次々に転

嫁されてきている。このため、正しい金融リテラシーを身につけ、主体的に堅実な金融行動を実践できるよ

うに自らを変えてゆくことが大切になってくる。社会福祉の場でも、正しい金融リテラシーに基づいた活動

が今後はますます求められてくるはずである。したがって、本講義の内容が今後、生活者や職業人としての

自分の意思決定にどう関わってくるかをなるべく意識しながら受講してほしい。 

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 ・金融新時代 

事前学習 
戦後日本の社会システムの変革を確認して

おく。 

事後学習 金融ビッグバンの現象を認識する。 

第２回 ・金融経済を取り巻く環境 

事前学習 講義用に配布した資料を読んでおく。 

事後学習 現在の金融経済環境の特徴をまとめる。 

第３回 ・日本の金融制度の変遷 

事前学習 消費者保護に関する問題意識を持つ。 

事後学習 
消費者保護に関する各種法令の必要性を理

解する。 

第４回 
・金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法、個

人情報保護法 

事前学習 プリントの内容を黙読する。 

事後学習 
講義内容を復習し、まとめた内容をレポート

提出する。 

第５回 ・金融、経済の基本 

事前学習 金融改革の流れを知っておく。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 



第６回 

・貨幣 

貨幣の機能 

今日の貨幣 

マネーストック 

事前学習 経済の構成要素とメカニズムをまとめる。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第７回 

・日本銀行 

日本銀行の設立、機能、目的 

マネタリーベース 

事前学習 日本銀行の機能について調べておく。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第８回 ・金融市場の変動要因 

事前学習 金利の決まり方の要因を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第９回 ・主要なマーケット指標 

事前学習 金融の意味と金融市場の仕組みを考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１０回 
・景気 

・物価指標 

事前学習 GDP の意義を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１１回 

・金融政策 

金融政策の運営方法 

日本銀行の政策手段 

金融政策による物価への効果 

事前学習 金融政策の種類を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１２回 

・利子と利子率（1） 

単利方式と複利方式 

現在価値の求め方 

事前学習 単利と複利の違いを考える。 

事後学習 利回りの意味と課税方式を理解する。 

第１３回 
・利子と利子率（2）  

係数表を用いた金額計算 

事前学習 6 つの係数の意味を理解する。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１４回 
・家計の金融行動 (1)  

ライフサイクルと家計の取組み方 

事前学習 ライフサイクルと家計の取組み方を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１５回 
・家計の金融行動 (2) 

最適な金融資産選択の決定 

事前学習 金融資産商品の種類を調べておく。 

事後学習 講義内容を復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 田口 典男 

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 
「経済学（国際経済を含む）」「経営学（非営利組織を含む）」などと関連が深い科目である。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察する。

またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学というと何

かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身につけ

てしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講義を通じ

て、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。また、こ

れまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを目指す。今

回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第 5 回の講義終了後に 800 字程度の「モノの価格は需要量と供給量だけで決まるのだろうか」のレポートを

提出する。 

また、第 10回の講義終了後に 800字程度の「電子マネーの有用性について」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 
教材・資料は配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済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２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経済は私たちの生活を知るうえで最も基本的なものであり、大事なことである。日頃から暮らしと経済に関

する情報を積極的に取り入れておくこと。特に､関心がある日本経済新聞等の経済記事は、コピー等をしてお

くこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、経済学の目的 

事前学習 経済と聞いてイメージすることを考える。 

事後学習 暮らしと経済学との関連についてまとめる。 

第２回 経済学的な考え方 

事前学習 経済に関連する資料・文献を調べる。 

事後学習 経済学的な考え方とは何かをまとめる。 

第３回 
日本経済の現状 

（GDP、生産性、経済成長率の国際比較） 

事前学習 GDPとは何かを予習する。 

事後学習 世界経済の中の日本経済をまとめる。 

第４回 日本経済の現状に関するグループワーク 

事前学習 さまざまな統計資料を用意する。 

事後学習 
統計資料から得られた日本経済の現状をま

とめる。 

第５回 
価格の決まり方（1） 

（需要と供給） 

事前学習 具体的なモノの価格を調べる。 

事後学習 需要と供給の関係をまとめる。 

第６回 
価格の決まり方（2） 

（具体的な価格の決定についてディスカッション） 

事前学習 価格変動している事例を調べる。 

事後学習 モノの価格変動についてまとめる。 



第７回 
貨幣の成り立ち 

（電子マネー時代についてディスカッション） 

事前学習 
「お金」をどういう場所で使っているかを調

べる。 

事後学習 電子マネー時代の貨幣についてまとめる。 

第８回 完全競争と市場 

事前学習 
完全競争市場とはどのような市場なのかを

調べる。 

事後学習 完全競争市場と市場価格についてまとめる。 

第９回 市場メカニズム 

事前学習 市場の課題を調べる。 

事後学習 市場メカニズムの有効性をまとめる。 

第１０回 
限界革命 

（水とダイヤモンドの価値） 

事前学習 「限界」概念について予習する。 

事後学習 
水とダイヤモンドの価値を比較し，まとめ

る。 

第１１回 大きな政府と小さな政府 

事前学習 大きな政府と小さな政府の相違を考える。 

事後学習 ケインズ経済学の要点をまとめる。 

第１２回 新自由主義的経済 

事前学習 新自由主義に関連する資料を調べる。 

事後学習 
市場原理主義のメリットとデメリットをま

とめる。 

第１３回 
市場の失敗 

（市場の失敗の具体例をディスカッション） 

事前学習 市場の失敗の具体的な事例を調べる。 

事後学習 市場の機能と市場の失敗をまとめる。 

第１４回 
格差社会 

（格差の具体例をディスカッション） 

事前学習 具体的な格差の事例を調べる。 

事後学習 格差社会の実情をまとめる。 

第１５回 環境と生活 

事前学習 公共財とは何かを調べる。 

事後学習 
環境がわたしたちの生活にどのような影響

を与えているかをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 水野 満 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営組織論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

成功した会社を取り上げ、その会社の経営戦略について述べる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】嶋口充輝他編著『１からの戦略論 第 2版』碩学社 中央経済社、2016。 

【参考書】井上善海・大杉春代・森宗一著『経営戦略入門』中央経済社、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○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    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営戦略を学ぶことで、事業の将来だけではなくて、未来に向けての自分の人生の目標を定め、そのための
生き方を方向づける試みができるようになる。成功している会社は長期、中期、短期の経営戦略を策定し、

着実に実行している。同様に、いま何をやるべきかを考えなければ、余裕と充実感のある人生を送るのは難
しい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 戦略の概念 

事前学習 テキストの予習 (pp.1～11を読んでくる。） 

事後学習 戦略の概念の要点をまとめる。 

第２回 業界の構造 

事前学習 テキストの予習 (pp.15～31を読んでくる。） 

事後学習 業界の構造分析の要点をまとめる。 

第３回 取り巻く環境 

事前学習 テキストの予習 (pp.33～48を読んでくる。） 

事後学習 取り巻く環境の要点をまとめる。 

第４回 基本戦略 

事前学習 テキストの予習 (pp.51～67を読んでくる。） 

事後学習 基本戦略の要点をまとめる。 

第５回 製品ライフサイクル別戦略 

事前学習 テキストの予習 (pp.69～86を読んでくる。） 

事後学習 
製品ライフサイクル別戦略の要点をまとめ

る。 

第６回 市場地位別戦略 

事前学習 
テキストの予習 (pp.87～103 を読んでく

る。） 

事後学習 市場地位別戦略の要点をまとめる。 

第７回 リソース・ベースト・ビュー 

事前学習 
テキストの予習 (pp.105～122 を読んでく

る。） 

事後学習 
リソース・ベースト・ビューの要点をまとめ

る。 



第８回 事業システム 

事前学習 
テキストの予習 (pp.123～139 を読んでく

る。） 

事後学習 事業システムの要点をまとめる。 

第９回 事業領域 

事前学習 
テキストの予習 (pp.143～156 を読んでく

る。） 

事後学習 事業領域の要点をまとめる。 

第１０回 成長戦略 

事前学習 
テキストの予習 (pp.157～172 を読んでく

る。） 

事後学習 成長戦略の要点をまとめる。 

第１１回 資源展開 

事前学習 
テキストの予習 (pp.173～191 を読んでく
る。） 

事後学習 資源展開の要点をまとめる。 

第１２回 戦略の社会的側面 

事前学習 
テキストの予習 (pp.193～209 を読んでく

る。） 

事後学習 戦略の社会的側面の要点をまとめる。 

第１３回 組織構造 

事前学習 
テキストの予習 (pp.213～227 を読んでく
る。） 

事後学習 組織構造の要点をまとめる。 

第１４回 組織文化 

事前学習 
テキストの予習 (pp.229～243 を読んでく
る。） 

事後学習 組織文化の要点をまとめる。 

第１５回 企業変革、講義のまとめ 

事前学習 
テキストの予習 (pp.245～263 を読んでく

る。） 

事後学習 企業変革と講義全体のまとめを行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・医療心理学／健康心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3337 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 行動変容を大きなテーマに、より健康な生活を送ることができるよう心理学的観点から学ぶことを目的と

する。そして、人間の「心と体」の健康の維持・増進、疾病の予防のために、心や体の健康を阻害する危険
因子(risk factor)を、bio-psycho-socioの 3つの観点から発見し、それを防除することを目指し、保健医
療の現場で役立つ基礎を学ぶ。 

 また、災害などに遭遇したときの人間の心理と行動を理解し、緊急事態や災害を体験した人々に見られる
心理的反応と行動の特徴を知ると同時に、これらに基づき災害への備えや対応を含む方略を考える。 

８．学習目標 
 新しい学問としての、健康・医療心理学の本質を理解し、人間の心と体の健康の維持・増進または疾病予

防のために、どのような支援が可能か自分の考えを述べ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 

事前・事後学習はきちんとやってください。 

授業中に 1～2 回程度のレポート提出を求める。 

テーマと内容は授業で知らせます 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】島井哲志・長田久雄・小玉正博編『健康心理学・入門－健康なこころ・身体・社会づくり』有斐

閣、2009。 

【参考書】森和代・茂木俊彦・石川利江編『よくわかる健康心理学』ミネルヴァ書房、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

健康・医療心理学の本質を理解し、人間の心と体の健康の維持・増進または疾病予防のために、どのよう

な支援が可能かについて、自分の考えを述べ、実践することが出来るようになったか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加、日常の受講態度、課題レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度(授業態度、積極的参加)   総合点の３０％ 

２ 課題レポート                総合点の３０％ 

３ 期末レポート                総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

健康心理学とは、心と体の健康を維持することに関する幅広い問題を取り扱うものである。私たち自身の

生活をよりよくするための理論や技法、具体的な対処方法に関する知識を得ることができる。単なる学問的

知識としてではなく、身近な知識として、興味を持って授業に臨んで欲しい。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

３．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします 

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：本講義の目的、健康心理学とは 

事前学習 
健康心理学とは何か、基礎概念について調べ

てくる。 

事後学習 
健康心理学の中で自分が最も興味をもって

いることについてまとめてくる。 

第２回 健康心理学の歴史 

事前学習 
健康心理学の歴史についてテキストを熟読

してくる。 

事後学習 
健康心理学の歴史について考えたことや学

んだことをまとめる。 

第３回 ストレスとは 

事前学習 
自分が考えるストレスについてまとめてく

る。 

事後学習 
講義やテキストで理解できなかったところ

を書き出し、ポイントをまとめる。 

第４回 ストレスを測る 

事前学習 
現在、自分が感じているストレスは何か書き

出してくる。 

事後学習 
講義で測った自分のストレス度について考

えてくる。 

第５回 ストレス：ストレスの理論 

事前学習 
ストレス理論についてテキストを熟読して

くる。 

事後学習 ストレス理論についてレポートを作成する。 

第６回 ストレス：心理学的モデル 

事前学習 
ストレス理論モデルについてテキストを熟

読してくる。 

事後学習 
ストレス理論モデルについて疑問点を書き

出してくる。 



第７回 ストレス：ストレス対処・ストレスマネージメント 

事前学習 
ストレス対処とストレスマネージメントに

ついて調べる。 

事後学習 
自分が行っているストレスマネージメント

についてまとめる。 

第８回 ストレス：ストレッサーと身体の関係 

事前学習 
ストレッサーと身体の関係についてテキス

トを熟読してくる。 

事後学習 
ストレッサーと身体の関係について実例を

挙げて説明できるようにする。 

第９回 健康リスク要因：生活と健康 

事前学習 
健康リスク要因についてテキストを熟読し

てくる。 

事後学習 
健康リスク要因について実例を挙げて説明

できるようにする。 

第１０回 健康リスク要因：飲酒・喫煙 

事前学習 
飲酒・喫煙について自分の考えをまとめてく

る。 

事後学習 
飲酒・喫煙の健康リスクについて実例を挙げ

て説明できるようにする。 

第１１回 メンタルヘルス：アルコール依存症 

事前学習 アルコール依存症について調べてくる。 

事後学習 
アルコール依存症の予防・治療についてまと

める。 

第１２回 メンタルヘルス：アルコール依存症と家族 

事前学習 
アルコール依存症家族の特徴についてまと

めてくる。 

事後学習 
アルコール依存症家族の健康についてまと

める。 

第１３回 疾病治療と健康心理学的介入①悪性腫瘍（がん）と健康 

事前学習 悪性腫瘍（がん）について調べてくる。 

事後学習 
悪性腫瘍（がん）治療についてポイントをま

とめる。 

第１４回 疾病治療と健康心理学的介入②ターミナルケア 

事前学習 
健康心理学におけるターミナルケアの役割

について調べる。 

事後学習 
ターミナルケアについて自分の考えをまと

める。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでに配布した講義資料を見直し、疑問

点等をまとめておく。 

事後学習 期末レポートの作成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3101 

SCMP3101 
２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義・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 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含

めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 
２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 
２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 

３ 日常生活自立支援事業の概要と成年後見制度との連携について理解し、説明できる。 
４ 成年後見活動の実際及び権利擁護活動の実際について考察し、理解する。 

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編 
『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』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．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

２．レポート課題を通じて、授業で学んだ知識を活用して、説明できるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日常的に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として鋭い人権感覚を身につけておくこ

とが重要である。また、成年後見制度利用の需要が増加しており、援助の専門家として法制度と実際の知識

が必要である。 

毎回の授業時、基本用語等について質問をするので、事前・事後の学習を必ず行っておくこと。 
履修にあたっては、次のことを最低限守ってほしい。 
1. 指定の教科書は、授業の際必ず持参してくること。 

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は禁止する。 

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、権利擁護と成年後見制度の学び方） 

事前学習 人権について考えておく。 

事後学習 権利擁護について考えをまとめる。 

第２回 
相談援助活動において想定される法律問題 

日本国憲法の基本原理の理解 

事前学習 
テキスト（pp.2～27）を読んで、要点を整理

しておく。（第 1 章第 1・2 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。特に社会福祉基礎構造

改革とのかかわりを把握しておく。 

第３回 行政法の理解（行政事件訴訟、国家賠償法等） 

事前学習 
テキスト（pp.28～47）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 3 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。行政事件訴訟の類型に

ついてまとめておく。 

第４回 民法の理解（物件と債権、不法行為等） 

事前学習 
テキスト（pp.48～66）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 4 節 1～6） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。特に不法行為責任の種

別を理解整理しておくこと。 

第５回 民法の理解（親族法、相続法） 

事前学習 
テキスト（pp.67～79）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 4 節 7・8） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 



第６回 成年後見の概要、保佐、補助の概要 

事前学習 
テキスト（pp.82～97）を読んで、要点を整

理しておく。（第 2 章第 1 節～第 3 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。後見、保佐、補助の違

いを理解し整理しておく。 

第７回 
成年後見の申立の流れ 

任意後見制度、成年後見人等の義務 

事前学習 
テキスト（pp.98～117）を読んで、要点を整

理しておく。（第 2 章第 4 節～第 6 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。善管注意義務などの後

見人、保佐人、補助人の義務と責任について 

整理しておく。 

第８回 成年後見制度の最近の動向と課題 

事前学習 
テキスト（pp.118～127）を読んで、要点を

整理しておく。（第 2 章第 7 節） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第９回 日常生活自立支援事業の概要 

事前学習 
テキスト（pp.130～138）を読んで、要点を

整理しておく。（第 3 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。成年後見制度との相違

について整理しておく。 

第１０回 成年後見制度利用支援事業の概要 

事前学習 
テキスト（pp.140～145）を読んで、要点を

整理しておく。（第 4 章） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織、団体の役割 

（家庭裁判所、法務局、市町村等の役割） 

事前学習 
テキスト（pp.148～171）を読んで、要点を

整理しておく。（第 5 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。各組織、団体の役割に

ついて整理しておく。 

第１２回 
権利擁護にかかわる専門職の役割 

（弁護士、司法書士等の役割、社会福祉士の活動の実際） 

事前学習 
テキスト（pp.174～195）を読んで、要点を

整理しておく。（第 6 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。権利擁護の視点から見

える各専門職の役割について整理しておく。 

第１３回 

成年後見活動の実際 

（認知症を有する者への支援の実際、消費者被害を受け

た者への対応の実際等） 

事前学習 
テキスト（pp.198～214）を読んで、要点を

整理しておく。（第 7 章） 

事後学習 感想文提出。 

第１４回 

権利擁護活動の実際 

（被虐待児への対応の実際、高齢者虐待への対応の実

際、アルコール依存症への対応の実際） 

事前学習 
テキスト（pp.216～229）を読んで、要点を

整理しておく。（第 8 章第 1 節～第 3 節） 

事後学習 感想文提出。 

第１５回 

権利擁護活動の実際 

（非行少年への対応の実際、ホームレスへの対応の実

際、多重問題重複ケースの実際） 

事前学習 
テキスト（pp.230～243）を読んで、要点を

整理しておく。（第 8 章第 4 節～第 6 節） 

事後学習 

感想文提出。 

これまでの学習を振り返り、レジュメ等を整

理し、今後の学習につなげる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2106 

SCMP2106 
２．授業担当教員 加藤 孝夫 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助
に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く

社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用
の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層

対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

１ 現代における貧困・低所得者の問題について理解し、説明することができる。 

２ 社会保障制度における公的扶助の役割について理解し、説明することができる。 

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

４ 生活保護制度と低所得者支援の制度について理解し、説明することができる。 

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

６ 生活保護制度・低所得者支援における相談援助活動について理解し、説明することができる。 

７ 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験の試験問題（低所得者支援と生活保護制度）について、解ける力
を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業のなかで指示したレポート課題、視聴覚教材に対する感想文の提出を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第 16 巻 低所得者に対する支援と生活保護制度（第 5 版）』中央法規出版。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・生活保護制度、低所得者に対する制度の内容や、これらの制度をとりまく問題について理解できたか。 

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

 貧困問題への理解は、すべての社会福祉制度・施策、技術・方法を考えるうえで基礎となるものである。

貧困問題を特殊な人の特殊な問題ととらえずに、誰にでも起こり得る身近な問題としてとらえてほしい。 

 社会福祉士国家試験対策の学びにとどまらず、雇用・労働政策との関係の中で貧困問題をとらえることの

できる、社会科学的な視点をもった専門職を目指してほしい。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に相談に応じる。 

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 
オリエンテーション 

身近な問題としての「貧困」 

事前学習 身近にある貧困問題を考える。 

事後学習 社会問題としての貧困問題を考える。 

第２回 

第 1章 公的扶助の概念 

公的扶助の概念・意義・役割 

公的扶助制度の位置づけ 

事前学習 
第 1 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 

雇用・労働施策、一般公共施策と社会保障・

社会福祉の制度・施策の関係、社会福祉制度

における公的扶助の位置づけの確認をして

おく。 

第３回 

第 2章 貧困・低所得者問題と社会的排除 

 貧困問題が発生するメカニズム 

 貧困問題が生活に与える影響 

事前学習 
第 2 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 貧困の概念について整理する。 

第４回 
第 3章 公的扶助制度の歴史（1） 

 海外の歴史 

事前学習 
第 3 章第 1 節を通読し、わからない用語等が

あれば調べておく。 

事後学習 
貧困問題がどのように扱われてきたのかを

理解しておく。 

第５回 
第 3章 公的扶助制度の歴史（2） 

 日本の歴史 

事前学習 
第 3 章第 2 節、第 3 節を通読し、わからない

用語等があれば調べておく。 

事後学習 救貧制度の発展を理解しておくこと。 

第６回 視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 生活保護法の条文に目を通しておく。 

事後学習 
講義の振り返りを行い、課題に感じた部分の

学びを深めておく。 



第７回 
第 4章 生活保護制度の仕組み 

 生活保護の目的、原理・原則 

事前学習 
第 4 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 生活保護法の内容を確認しておく。 

第８回 
第 5章 最低生活保障水準と生活保護基準 

 生活保護基準の重要性 

事前学習 
第 5 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活保護基準が国民生活に与える影響につ

いて考える。 

第９回 
第 6章 生活保護の動向 

 生活保護の今日的特徴 

事前学習 
第 6 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
最近の動向を確認し、その背景についても理

解しておく。 

第１０回 
第 7章 低所得者対策の概要 

 各種制度・施策の概要 

事前学習 
第 7 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活困窮者自立支援法の意義、役割について

考えておく。 

第１１回 視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 

貧困問題、公的扶助、生活保護制度について、

自分の考えをまとめ、説明できるようにして

おく。 

事後学習 
講義の振り返りを行い、課題に感じた部分の

学びを深めておく。 

第１２回 
第 8章 生活保護の運営体制と関係組織  

 生活保護の実施主体と公的責任 

事前学習 
第 8 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活保護行政の実態とそれを取り巻く課題

について理解を深めておく。 

第１３回 
第 9章 貧困・低所得者に対する相談援助活動 

 生活困窮者に対するソーシャルワークの実際 

事前学習 
第 9 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活困窮者支援に必要な視点・方法の振り返

りを行う。 

第１４回 
第 10章 生活保護における自立支援 

 生活保護制度における自立概念 

事前学習 
第 10 章を通読し、わからない用語等があれ

ば調べておく。 

事後学習 

社会福祉における「自立」のとらえ方を、生

活保護制度における自立概念を通して考え

る。 

第１５回 
小テスト 

視聴覚教材視聴 

事前学習 生活保護法の条文に目を通しておく。 

事後学習 
半期を振り返り、自らの学習到達度を確認

し、今後の学習につなげる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公認心理師の職責 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3356 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育

その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とす

る者をいいます。 

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 

（2）心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助 

（3）心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助 

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

 このような職務を適切に遂行するために必要な知識と倫理を身につけるために、①公認心理師の役割、②

公認心理師の法的義務及び倫理、③心理に関する支援を要する者等の安全の確保、④情報の適切な取扱い、 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務、⑥自己課題発見・解決能力、⑦

生涯学習への準備、⑧他職種連携及び地域連携について学びます。 

８．学習目標 

①公認心理師の役割について理解し、説明できるようになる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解する。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につける。 

④情報の適切な取扱い方について理解する。 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務を理解し、説明できるようになる。 

⑥公認心理師として求められる資質、技能、倫理について理解し、自己に求められる課題把握ができるよう

になる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解する。 

⑧他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。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前・事後学習はきちんと行うこと。 

授業中に 1～2 回程度のレポート提出を求める。 

テーマと内容は授業で知らせる。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 野島一彦・繁枡算男監修『公認心理師の職責』遠見書房、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①公認心理師の役割について理解し、説明することができる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解している。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につけている。 

④情報の適切な取扱い方について理解している。 

⑤保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務を理解し、説明できる。 

⑥公認心理師として求められる資質、技能、倫理について理解し、自己に求められる課題把握ができる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解している。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、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 

公認心理師になるためには長い道のりがあり、その途上で自分の公認心理師としての適性を確認する作業が

必要となる。実習に出るまでには、自分の適性を見極めておこう。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

３．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします 

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 公認心理師の役割 

事前学習 
１章「公認心理師の役割」を読み、その多様性を理解し

ておく。 

事後学習 
自分が公認心理師になった時をイメージし、どのような

公認心理師になりたいかを考えてみる。 

第２回 公認心理師の法的義務・倫理 

事前学習 
２章「公認心理師の法的義務・倫理」を読み、責任の重

さについて考える。 

事後学習 公認心理師の責任について改めて考えてみる。 

第３回 クライエント／患者らの安全の確保のために 

事前学習 
３章「クライエント/患者らの安全の確保のために」を読

み、どのようなリスクがあるか考えてみる。 

事後学習 
第２回で学んだこととあわせて、公認心理師の責任の重

さを確認する。 



第４回 情報の適切な取り扱いについて 

事前学習 
４章「情報の適切な取り扱いについて」を読んで、守秘

義務とプライバシー保護について考えてみる。 

事後学習 
情報の適切な取り扱いのために、どのようなチェックが

必要か考えてみる。 

第５回 
公認心理師の役割遂行に必要な注意事項 

（まとめ） 

事前学習 
これまでの５回の授業で学んだことから、公認心理師の

役割遂行に必要な注意事項をまとめておく。 

事後学習 授業、特にディスカッションでの学びをまとめる。 

第６回 保健医療分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

５章「保健医療分野における公認心理師の具体的な業務」

を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第７回 福祉分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

６章「福祉分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第８回 教育分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
７章「教育分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第９回 
司法・犯罪分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
８章「司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第１０回 
産業・労働分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
９章「産業・労働分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第１１回 支援者としての自己課題発見・解決能力 
事前学習 

10章「支援者としての自己課題発見・解決能力」を読み、

どのような自己理解と解決能力が必要か考えてみる。 

事後学習 支援者としての自分の適性について考えてみる。 

第１２回 生涯学習への準備 

事前学習 
11章「生涯学習への準備」を読み、不断の研鑽がなぜ必

要か考えてみる。 

事後学習 
生涯学習のためには、具体的に何をすればよいかを確認

する。 

第１３回 多職種連携・地域連携 

事前学習 
12章「多職種連携・地域連携」を読み、連携の必要性に

ついて考えておく。 

事後学習 
どのような職種との連携が必要か、地域との連携とは何

かを確認する。 

第１４回 公認心理師の今後の展開 

事前学習 
13章「公認心理師の今後の展開」を読み、公認心理師の

未開拓の分野について考えてみる。 

事後学習 
公認心理師の将来の可能性と自分がやりたいことを具体

的に考えてみる。 

第１５回 公認心理師とは何か（全体のまとめ） 

事前学習 
公認心理師としての自分を具体的にイメージし、今後ど

のような学びや準備が必要かを考えてみる。 

事後学習 授業、特にディスカッションでの学びをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP1101 

SCMP1301 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、グループレポート作成と発表、ディスカッション、小テスト ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人類の長年の願望だった長寿化社会の実現が先進国のみならず開発途上国でも見られる現象となった。現

在日本は、少子高齢化の影響で人口の減少と介護人材の不足が社会問題となっており、社会が健全に発展す

るためには、少子・高齢社会の的確な現状の把握と問題の本質を理解し、ニーズに基づいた積極的な対応が

必要である。 

 本講義では、第１に、人口構造と世帯構成、高齢者の精神的・身体的状態、経済的状態など高齢者を取り

巻く環境について理解を深める。第２に、高齢者福祉の発展過程として高齢者福祉制度の萌芽から老人福祉

法、現在に至るまでの変化について検討する。第３に、支援が必要な虚弱高齢者、予防高齢者と要介護高齢

者の現状、公的サービスの現状と問題点などについて把握する。第４に、介護保険法に規定されている介護

に関連する介護予防と各種サービス、ケアマネジメント、終末期ケアなど諸事項に関する法律について、現

状と問題点を検討する。最後に、要介護状態になっても住み慣れた地域や選好する場所で生活し続けるため

には、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できることを目指す。 

８．学習目標 

1．人口学的特徴とライフサイクルの観点から高齢者の生活実態や世帯構成、経済的状況について理解を深め

る。 

2．高齢者福祉制度の仕組み、発展過程と課題について理解を深め、今後実現可能な政策とは何かを調査する。 

3．公的介護保険制度の現状と問題点について把握し、要介護高齢者の介護ニーズに適切に対応するために解 

決すべき課題を把握する。 

4．高齢者ニーズを満たす方法として、血縁関係のみならず地域ネットワークの在り方についても理解を深め、

高齢者が社会参加を積極的にするためには、どのような環境づくりが必要であるか、調べる。 

5．終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解し、高齢者が望む場所で最期を迎えるために、

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

6．介護保険制度の仕組みについて理解を深め、介護サービス事業所の現状と問題点を調査し、改善策を把握

する。 

7．相談援助活動において、要介護高齢者の人権を守るための成年後見制度など法制度の内容を理解し、成年

後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

8．本科目は、国家試験科目であり、国家試験に通用するレベルまで実力アップを図ることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容から、適宜小テストを行う。 

適宜、授業内容をまとめた課題レポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規。 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

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．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び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 

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、積極的な態度で授業に参加することが望まれる。 

2. 授業のための予習は必ずし、ノートを整理すること。 

3. 理解できないことや疑問点がある場合は必ず質問すること。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ない。 

4. 人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴すること。 

5. 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。 

6. レポート等の提出期限を厳守すること。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

する。 

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

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 

高齢者・高齢化とは何か（１） 

事前学習 高齢や老いの定義等について調べる。 

事後学習 
高齢や老いの定義が自分の言葉で説明でき

るようにまとめる。 



第２回 高齢者の生きがいと社会参加 

事前学習 
高齢者の生きがいと社会参加の重要性を予

習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第３回 高齢者の生活の現状と課題 

事前学習 高齢者の現状と課題を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第４回 高齢者福祉の発展 

事前学習 
高齢者福祉の歴史、及び諸外国の高齢者福祉

について予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第５回 高齢者の特性および症状 

事前学習 
高齢者のライフサイクルについて予習して

おく。 

事後学習 
授業内容をまとめ復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第６回 高齢者介護の現状と家族支援 

事前学習 家族支援の重要性を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第７回 高齢者ケアのあり方 
事前学習 

高齢者の尊厳や専門職の倫理などの内容を

予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第８回 高齢者にかかわる法制度① 老人福祉法 

事前学習 老人福祉法について予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第９回 高齢者にかかわる法制度② 高齢者虐待防止法 

事前学習 高齢者虐待防止法の内容を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１０回 高齢者にかかわる法制度③ 権利擁護と成年後見制度 

事前学習 
権利擁護、成年後見制度の内容を予習してお

く。 

事後学習 
授業内容をまとめを復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第１１回 介護保険制度① 概要 

事前学習 介護保険制度の概要を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１２回 介護保険制度② サービス内容 
事前学習 

介護保険制度のサービス内容を予習してお

く。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１３回 高齢者福祉における相談援助 

事前学習 
相談援助方法(テキスト pp.142～150)を予習

しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１４回 高齢者の住まいの在り方 

事前学習 高齢者の居住問題を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１５回 高齢者福祉について まとめ 

事前学習 これまで学習した知識の復習。 

事後学習 
授業内容をまとめる。 

課題レポートを提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際関係論（国際法を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA3318 

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 
「国際社会と日本」を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 
本科目は、国際政治や国際経済に関する諸問題について理解を深めることを目的とする。また、人権、国

家主権や領土の問題など、国際法の考え方についても取り上げる。 

８．学習目標 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考することが

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係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) 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) 日頃から国際情勢に関するニュースに触れておく。 

3) 国際関係を学ぶ意味について考えをまとめる。 

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 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考することが

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

○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 

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。 

国際協力や支援など国際的な活動に興味を持っていることが望ましい。 

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: 授業の概要、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 国際関係論の領域 

事前学習 
最近の国際的なニュースについて振り返っ

ておく。 

事後学習 
国際関係のとらえ方について整理し、学際性

について確認しておく。 

第３回 国際関係の歴史的展開 

事前学習 
国とはなにか、国民とはなにかについてそれ

ぞれ自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
国際社会の成立について振り返り、整理して

おく。 

第４回 国際関係と政治 

事前学習 
政治に関する自身の知識情報について振り

返っておく。 

事後学習 
国際関係の政治的な歩みを振り返り、国際政

治について整理しておく。 

第５回 国際関係と経済 

事前学習 
経済に関する自身の知識情報について振り

返っておく。 

事後学習 
国際関係の経済的な歩みを振り返り、国際経

済について整理しておく。 

第６回 国際関係と法 

事前学習 
法に関する自身の知識情報について振り返

っておく。 

事後学習 
国際関係の法的な歩みを振り返り、国際法に

ついて整理しておく。 



第７回 日本外交と国際交流 

事前学習 
日本と海外の交流について自身の知識情報

を歴史的に振り返っておく。 

事後学習 
戦後の日本外交や外交政策について整理し

ておく。 

第８回 国際関係と組織（１）国際連合 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
国連の組織や役割、その活動などについて確

認しておく。 

第９回 国際関係と組織（２）欧州連合ほか 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
EU ほか扱った組織の活動や役割について整

理しておく。 

第１０回 国際関係と組織（３）NGO、NPO など 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
IGO と NGO の違い、NGO の活動や役割に

ついて整理しておく。 

第１１回 国際移民 

事前学習 
資料をもとに国際社会における人々の移動

について把握しておく。 

事後学習 
移入民や移出民、多文化主義などについて整

理しておく。 

第１２回 
国際関係における諸問題（１） 

国際紛争、安全保障問題、人権問題など 

事前学習 
最近の国際ニュースに触れ、どのような問題

が生じているか把握しておく。 

事後学習 
扱った問題と日本との関係についてそれぞ

れ整理しておく。 

第１３回 
国際関係における諸問題（２） 

地球環境問題、南北問題など 

事前学習 
最近の国際ニュースに触れ、どのような問題

が生じているか把握しておく。 

事後学習 
扱った問題と日本との関係についてそれぞ

れ整理しておく。 

第１４回 国際社会と日本 

事前学習 
日本社会の特徴について自身の考えをまと

めておく。 

事後学習 
国際社会と日本の関係を確認し、相互の影響

についてまとめておく。 

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） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、グループ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 

「グローバル化」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、それは一体何を意味するのでしょう
か。 この授業では、国際社会の状況に関する事例を使用教材（教科書、随筆記事、映像等）を適宜用いて紹

介し、それを基にグループ討議を行い、「グローバル化」が世界の人々に及ぼしている影響を多角的に学び、
理解を深めます。また、学期を通 して、世界各地で起こっている出来事と日本との関わりについても考察を
深めていきます。 

８．学習目標 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

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．自身が所属する社会の特徴について分析する。 

３．国際社会における日本の役割について考えをまとめる。 

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 

１．「グローバル化」がもたらしている影響について多角的な理解を深め、説明できる。 

２．「グローバル化」と日本の関わりについて多角的に考察し、自分の意見を言える。 

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○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％） 

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。 

国際社会での活動や国際交流に興味を持っていることが望ましい。 

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: 授業の概要、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 グローバリゼーション 

事前学習 
現在の日本について感じていることをまと

めておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、合わせて今後のテーマ

内容を確認しておく。 

第３回 多文化共生社会 

事前学習 
自身が暮らしている場やその周囲はどのよ

うな環境であるか、広く振り返っておく。 

事後学習 
共生の意味や環境と文化などについて整理

しておく。 

第４回 エスニック･マイノリティ 

事前学習 
文化背景が異なる人々に対する自身の態度

について振り返っておく。 

事後学習 
国際社会におけるマイノリティの意味につ

いて整理しておく。 

第５回 アイデンティティ 

事前学習 
自分の文化とはなにか、自身が所属する社

会・文化の特徴について振り返っておく。 

事後学習 
自身の社会的・文化的アイデンティティにつ

いて分析しておく。 

第６回 エスノセントリズム 

事前学習 
自身の行動の中にどのような民族的・文化的

特徴があると思うか考えておく。 

事後学習 
自身のエスノセントリズムの傾向について

分析しておく。 



第７回 ステレオタイプ 

事前学習 

エスニック・マイノリティについて復習し、

マイノリティに対する自身のイメージをま

とめておく。 

事後学習 
ステレオタイプの特徴とその影響について

整理しておく。 

第８回 レイシズム 

事前学習 
社会や文化等背景が異なる人々に対する自

身の感情について振り返っておく。 

事後学習 
レイシズムについて整理し、自身の傾向につ

いて分析しておく。 

第９回 国際社会からみた日本のイメージ 

事前学習 
日本や日本人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 
自身の社会や文化等の観方について分析し

ておく。 

第１０回 日本社会とニューカマー 

事前学習 
日本国内での異文化接触にはどのような状

況があるか広く振り返っておく。 

事後学習 ニューカマーの状況について整理しておく。 

第１１回 日本社会とエスニシティ 

事前学習 
多文化共生社会について復習し、日本社会に

おける共生の場について考えておく。 

事後学習 
自身の生活環境と異文化接触について改め

て振り返っておく。 

第１２回 国際社会と言語コミュニケーション 

事前学習 
自身の外国語学習の経験について振り返っ

ておく。 

事後学習 
社会参加としての言語の役割や意味につい

て整理しておく。 

第１３回 海外における日本語教育 

事前学習 日本の外国語教育について復習しておく。 

事後学習 
日本語教育事情と目標言語の学習動機につ

いて整理しておく。 

第１４回 国際社会と組織 

事前学習 
自身が所属する組織や集団とそれらを構成

するメンバーについて振り返っておく。 

事後学習 
国際社会における組織内と組織間の関係と

その状況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） コンピュータサイエンスⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1312 

２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

試験結果を点数順に並べ替える問題や、選挙結果の集計など、具体的な問題の処理手順をアルゴリズムと

いう。同じコンピュータを使って同じ問題を扱っても、アルゴリズムが異なれば、問題解決に要する処理時

間は大幅に異なる。本講義では、アルゴリズムの善し悪しの評価方法である「オーダ」という概念について

学び、具体的な問題に対する複数のアルゴリズムを開発し、そのオーダの違いを調べる。また、これらのア

ルゴリズムを、C++言語を用いてコンピュータ上で実行することにより、オーダの違いと処理時間の関係を

実感する。 

８．学習目標 
アルゴリズムは、ハードウェアの進歩に左右されない概念である。現在の情報化社会を支えているコンピ

ュータの底に潜む、技術の進歩に左右されない科学としての見方・考え方・方法論を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

コンピュータを使ったプログラミング演習を毎回の課題とする。 

10．教科書・参考書・

教材 
必要な教材については資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アルゴリズムとデータ構造の基本的概念を理解しているか。 

２．代表的なアルゴリズムの学習を通じ、コンピュータにおけるデータ処理の基本概念を理解できたか。 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

プログラミングを通してアルゴリズムやデータ構造に対する理解を深めるため、自分でプログラミングを

できる環境が必須である。また、授業内容は皆の習熟度等によって変わる可能性がある。 

電子メールアドレス：shsuzuki@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。在室中は、来客のない限りいつでも対応する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

アルゴリズムとは何か、データ構造とは何か 

プログラミング環境の整備 

事前学習 
アルゴリズム・データ構造とは何かについて

事前に調べる。 

事後学習 自分のプログラミング環境を整える。 

第２回 C++プログラミング① 逐次処理、変数、演算 

事前学習 
C++言語における変数の使い方、数値演算の

方法について調べる。 

事後学習 学習したプログラミング規則をまとめる。 

第３回 C++プログラミング② 分岐処理 

事前学習 
分岐処理とは何か、C++言語での if や switch

文の使い方について調べておく。 

事後学習 分岐処理を含む課題を解く。 

第４回 
C++プログラミング③ 反復処理 

データ構造① 配列 

事前学習 
反復処理とは何か、C++言語での for や while

文の使い方について調べておく。 

事後学習 配列を使った課題を解く。 

第５回 
アルゴリズムの評価① 探索アルゴリズム 

線形探索、二分探索 

事前学習 探索アルゴリズムとは何か調べておく。 

事後学習 
アルゴリズムの評価法について学習したこ

とをまとめる。 

第６回 C++プログラミング④ 関数 

事前学習 C++言語の関数に関する規則を調べておく。 

事後学習 
過去の課題について、関数を使って作り直す

ことでプログラムがどう変わるか確認する。 

第７回 
C++プログラミング⑤ ポインタ、構造体 

データ構造② リスト 片方向連結リスト 

事前学習 
C++言語のポインタ、構造体に関する規則を

調べておく。 

事後学習 他のリスト構造について調べておく。 

第８回 
データ構造③ リスト 

双方向連結リスト、循環バッファ、スタック、キュー 

事前学習 スタック、キューの特徴について調べる。 

事後学習 様々なリスト構造の特徴についてまとめる。 



第９回 
アルゴリズムの評価② ソートアルゴリズム 

バブルソート、選択ソート、挿入ソート 

事前学習 ソートアルゴリズムとは何か調べておく。 

事後学習 学習したアルゴリズムの特徴をまとめる。 

第１０回 
アルゴリズムの評価③ ソートアルゴリズム 

クイックソート 

事前学習 クイックソートの特徴について調べておく。 

事後学習 
様々なデータ構造を使ってクイックソート

を実現するプログラムを作る。 

第１１回 
アルゴリズムの評価④ ソートアルゴリズム 

マージソート 

事前学習 マージソートの特徴について調べておく。 

事後学習 
様々なデータ構造を使ってマージソートを

実現するプログラムを作る。 

第１２回 
データ構造④ 連想配列 

ルックアップテーブル、ハッシュテーブル 

事前学習 連想配列の種類を調べておく。 

事後学習 ハッシュについて学習したことをまとめる。 

第１３回 
アルゴリズムの評価⑤ 探索アルゴリズム 

ハッシュ関数 

事前学習 簡単なハッシュ関数について調べておく。 

事後学習 ハッシュ関数の特徴についてまとめる。 

第１４回 データ構造⑤ 木構造 

事前学習 木構造とは何か調べておく。 

事後学習 さまざまな木構造の特徴についてまとめる。 

第１５回 
アルゴリズムの評価⑥ ソートアルゴリズム 

ヒープソート 

事前学習 ヒープソートとは何か調べておく。 

事後学習 ヒープソートを使った課題を解く。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


