
 

 

１．科目名（単位数） ジェンダー論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1331 

２．授業担当教員 岩切 英隆 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「女は家庭のなかで子育てをすることに向いている」とか「男は外で仕事をすることに向いている」といっ

た「女らしさ」や「男らしさ」は、長い間、身体の仕組みや本能などの生物学的要因によって決定されるも

のだと考えられてきた。しかし、20世紀の後半から、「女らしさ」「男らしさ」の区別は、社会的・文化的要

因と深く関係していると考えられるようになった。「ジェンダー」とは、このような社会的・文化的に形成さ

れた性別を意味し、「女らしさ」「男らしさ」の社会的な側面に注目した概念である。本講義では、「ジェンダ

ー」という言葉の意味を理解した上で、現代社会の様々な社会現象・社会問題に対して、「ジェンダー」の観

点から関心をもち、分析・考察し、表現する力を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

本講義の目的を達成するために、以下の3つの到達目標を設定する。 

1)「ジェンダー」の概念とその意義を理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2) 現代社会における家族、労働、家事、育児、介護等の諸問題に内在する「ジェンダー」に関心をもち、

それぞれの課題について他の受講者の意見を尊重した上で議論することができる。 

3) 本授業での学びの成果をもとに、「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会

問題を分析・考察し、自らの意見を適切な表現を用いて表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 毎回の授業で、テーマやディスカッションのポイントに沿ってプリントを配布するので、きちんとノー 

トを取ること。授業の終わりに1,200字程度の課題文を課す。ポイントや考察を書くこと。 

２ レポート課題 授業の中で次の課題を課すので、所定の期日までに提出すること。 

「現代日本におけるジェンダーについて各自の関心に応じ社会問題を一つ取り上げ、問題点・社会背景・ 

今後の課題を論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】配付プリント 

【参考書】 江原由美子・山田昌弘著『岩波テキストブックスα ジェンダーの社会学 入門』岩波書店、2008。 

      東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房、2005。 

     東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第三版』中央法規、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・「ジェンダー」の概念とその意義を理解できたか。 

・現代社会に内在する「ジェンダー」の課題に関心をもち、それに対する自らの意見を深めることができた

か。 

・「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会問題を分析、考察することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ ディスカッションでは、豊かな議論となるよう取り組むこと。 

２ 課題文およびレポートでは、次の点から評価を行う。 

・ 表現力 誤字脱字がない・読みやすい・適切な言葉を選んであり分かりやすい。 

・ 論理性 説得力がある・序論から本論そして結論へと話の流れが整理されている。 

・ 思考力 引用に終始せず独自の考察が深めてある・問題提起だけでなく解決策を探ってある。 

13．オフィスアワー 授業終了後 

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） 

現代社会における「ジェンダー」 

国際的比較（男女間意識調査） 

事前学習 
キーワード「ジェンダー」について調べてお

くこと。 

事後学習 
「ジェンダー」について 400 字程度で簡潔に

説明できるようにする。 

第２回 「女らしさ」「男らしさ」の獲得 

事前学習 
子どもに対し「男／女らしくしなさい」と言

うのはどんな場面か、例を探しておく。 

事後学習 

ジェンダーを獲得することの意義について、

プラス・マイナスの両面から、説明できるよ

うにする。 

第３回 「らしさ」の科学的解明 

事前学習 
男女間の相違について、一般的に根拠となっ

ている科学的根拠について調査しておく。 

事後学習 

日本社会における、「らしさ」の一般的認識

について、その理由と今後の方向性について

簡潔にまとめる。 

第４回 フェミニズムとフェミニズム運動 

事前学習 
フェミニズムという意味は何か、また代表的

なフェミニズム運動について調べておく。 

事後学習 
第一波と第二波の違い、また第三波について

ポイントをまとめる。 



第５回 親密性とセクシュアリティ 

事前学習 
一般的に「モテる」人にはどんな特徴がある

のか、男／女で違いはあるか考察しておく。 

事後学習 
セクシュアリティに関して男女で捉え方が

異なるのはなぜか、簡潔にまとめる。 

第６回 結婚相手を選ぶには ―配偶者選択とジェンダー― 

事前学習 
キーワード「未婚化」「晩婚化」について調

べておくこと。 

事後学習 
日本の若者の配偶者選択について、その特徴

と展望を述べる。 

第７回 
結婚と婚姻について（社会的意味と日本社会における法

律的根拠の相違について考察する） 

事前学習 
結婚するという意味について、社会的な意味

と法律的な意味について調べてくる。 

事後学習 

結婚の法律的な意味を述べ、現代社会のジェ

ンダーのあり方に及ぼす影響についてまと

める。 

第８回 結婚と離婚について～離婚の諸相 

事前学習 
日本と諸外国の離婚率の変動について、調べ

ておく。 

事後学習 
日本における離婚の増減と社会的背景の関

連について簡潔に説明する。 

第９回 ジェンダーと近代家族の構造・機能①～性別役割分業 

事前学習 
配布資料（橋爪大三郎「家族―その変容の

核」）を読んでおくこと。 

事後学習 
「近代家族」の終焉についてその理由を説明

できるようにすること。 

第１０回 
ジェンダーと近代家族の構造・機能②～育児とジェンダ

ー、日本社会の育児環境 

事前学習 
少子化もしくは育児に関する報道記事を探

しておく。 

事後学習 
育児についての社会的な取り組みを考察す

る。 

第１１回 家事労働とジェンダー ―家事は「女の役割」なのか― 

事前学習 

お金を稼ぐことは出来ないが誰かがやらな

ければ社会が機能しなくなる活動について、

例を探す。 

事後学習 
家事労働とジェンダーのあり方について展

望を考察する。 

第１２回 介護の社会化と「女らしい」仕事 

事前学習 
「女性が多い仕事」にはどんな特徴がある

か、考察する。 

事後学習 
介護の社会化とその背景について説明でき

るようにすること。 

第１３回 労働とジェンダー 日本における男女の働き方･課題 

事前学習 
働き方について男性・女性というジェンダー

に注目した報道記事を探しておく。 

事後学習 
日本の労働環境の変化・時代背景を理解し簡

潔に説明できるようにすること。 

第１４回 
「男性」受難の時代 

 ―「男らしさ」と「男性」のありかた― 

事前学習 
「男」の方が「女」よりも大変だ・何とかす

べきだ、という具体例を探すこと。 

事後学習 
「男性」特有の「生き難さ」の特徴を説明で

きるようにすること。 

第１５回 日本社会とジェンダーのこれから 

事前学習 

配布資料（永田公彦「「女性が日本を救う」

と叫ばれながら男性社会が崩れない、その本

当の理由」）を読んでおくこと。 

事後学習 

日本は男女格差が大きいが諸外国ほど問題

化していない理由、展望について述べるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 ２．授業担当教員 植木 是 

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

学外調査 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

内容とする。 

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

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

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

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

（宿題）及びレポ

ート課題 

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】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

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

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

る。 

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

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

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

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 児童の問題は世帯が抱える生活問題に関連して生起してくる。児童の問題を通して世帯の生活問題を見極

め、発生の原因とその対策を考えることができるようにすること。 

大学等への進学率が 5 割を超えている今日の児童の進路状況に対して、児童養護施設等入所児童の進学率

は 1 割程度となっている。すべての児童が能力と意思に応じて自由に進路を選択できない原因がどこにある

のかを探り、それを保障するためには何が必要かを考えてみること。 

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 

児童のとらえ方を考える 

事前学習 児童福祉法の条文に目を通しておく。 

事後学習 社会問題としての児童問題を考える。 

第２回 
第 1章 現代社会と子ども家庭 

子育て支援施策の現状について 

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 
子育て支援施策の現状と課題についてまと

めておく。 

第３回 
第 2章 子ども家庭福祉とは何（1） 

子ども家庭福祉の理念と子どもの権利 

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 
子どもの権利条約、民放など関連する条文に

目を通しておく。 

第４回 
「子どもの貧困」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 「子どもの貧困」について、事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 



第５回 
第 2章 子ども家庭福祉とは何か（2） 

児童福祉の発展 

事前学習 

第 2 章第 4 節を通読し、わからない用語等が

あれば調べておく。また、関連する世界史、

日本史についても理解を深めておく。 

事後学習 
戦後日本の児童福祉の発展について、復習し

ておく。 

第６回 
第 3章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 

子ども家庭福祉の法体系と実施体制 

事前学習 
第 3 章第 1 節、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 
児童福祉に関わる機関・組織について理解し

ておく。 

第７回 
「児童虐待」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 「児童虐待」について、事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第８回 
第 3章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 

子ども家庭福祉の実施機関と専門職 

事前学習 
第 3 章第 4 節、第 5 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 
児童福祉の現場で働く各種専門職の役割・機

能について整理しておく。 

第９回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（1） 

母子保健、障害児対策 

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 
母子保健制度の意義について、振り返りを行

う。 

第１０回 
「発達障害」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 発達障害について理解を深めておく。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第１１回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（2） 

保育、子育て支援 

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 
保育問題の現状と課題について、理解を深め

ておく。 

第１２回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（3） 

ひとり親家庭支援、社会的養護 

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 
ひとり親家庭が抱える生活問題の構造を理

解する。 

第１３回 
「家庭的養護」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 家庭的養護について事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第１４回 
第 5章 子ども家庭への援助活動 

地域ケアと施設ケア 

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 
地域ケアと施設ケアそれぞれの特徴につい

てまとめておく。 

第１５回 

小テスト 

「社会的養護」 

視聴覚教材視聴 

事前学習 
社会的養護と関連する組織・機関への理解を

深めておく。 

事後学習 

社会福祉における子ども家庭福祉の位置づ

けを確認し、必要な制度、サービスに対する

理解を深めておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

３．科目番号 EDTE2106 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

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

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

る 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

教科書にある「生徒指導の意義・課題」についてその内容を書きなさい。また、その「意義・課題」のい

ずれかについて自分の考えを書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 いじめ問題について、教科書pp.173～174を参考にその原因及び対応等をまとめ、いじめについての自分

の考えを書きなさい。（A4用紙） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社 

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童理解をはじめとした生徒指導（生活指導）の理論や、学校生活上で起こる様々な問題に対処できる指

導方法を理解する。 

また、学習したことを、自分の生活と関連づけて具体的に考えるように心がけること。 

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 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や 
生徒指導の内容について思いだし、ど 
のようなことを指導されたのか、自分 
たちにとって意義があったことについ 
て話し合い、生徒指導の目指したもの 
は何か、発表する。 

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

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

第２回 

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

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

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

第３回 

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

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

事後学習 

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

第４回 

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

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

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

第５回 

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

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

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



第６回 

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

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

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

第７回 

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

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

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

第８回 

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

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

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

第９回 

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

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

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

第１０回 

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

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

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

第１１回 

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

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

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

第１２回 

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

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

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

第１３回 

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

事前学習 
生徒指導に関わる法律について、教科書を基に調べてお 
く。 

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

第１４回 

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

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

事後学習 

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

第１５回 

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

・児童生徒指導論のまとめをする。 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

３．科目番号 
PSMP3360 

EDPS3307 
２．授業担当教員 髙橋 亜希 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

家族心理学が終了した時点で下記の目標達成をすることが期待されます。 

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

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義15回の中で1～2回程度のレポート提出を求める。 

レポート課題「家族システム理論」「課題図書『西の魔女が死んだ』を家族心理学の観点から読む」など。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無藤清子著『家族心理学－家族システムの発達と臨床的援助第

2 版』有斐閣ブックス、2019。 

【参考書】柏木惠子著『家族心理学』東京大学出版会、2003。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

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

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

家族の心理的問題は、特別な家族にだけ生じるものではなく、どの家庭にも生じる可能性がある。 

身近な問題として様々なことに関心をも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つける。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：シラバスの説明と本講義の目的 

家族とは何か：家族心理学の基礎概念 

事前学習 家族心理学の基礎概念について調べてくる。 

事後学習 
家族心理学の中で自分が最も興味を持って

いることをまとめてくる。 

第２回 家族とは何か：家族を理解するための鍵概念 

事前学習 
家族とは何かについてテキストを熟読して

くる。 

事後学習 
自分が考える家族と講義で学んだ家族につ

いてノートにまとめる。 

第３回 家族システム理論 

事前学習 
家族システム理論についてテキストを熟読

してくる資料等を探して調べてくる。 

事後学習 
家族システム理論について疑問点等をまと

めておく。 

第４回 家族システム：家族の構造、境界、連合 

事前学習 
家族システム理論についてテキストを熟読

してくる。 

事後学習 
家族システムの構造と機能について説明で

きるようにする。 

第５回 家族システム：自己分化、三角関係、情緒遮断 

事前学習 家族の構造について調べてくる。 

事後学習 
家族システムの構造と機能について説明で

きるようにする。 

第６回 家族システム：多世代間伝達、ジェノグラム 

事前学習 家族の機能について調べてくる。 

事後学習 ジェノグラムの書き方を覚える。 



第７回 
ジェノグラムの小テスト 

家族の発達：思春期・青年と家族 

事前学習 
ジェノグラムの書き方を復習し，小テストに

向けて準備をしてくる。 

事後学習 思春期・青年の発達課題について覚える。 

第８回 家族の発達：夫婦と家族 

事前学習 
夫婦と家族についてテキストを熟読してく

る。 

事後学習 
夫婦のレベルとステージについて復習し，ノ

ートをまとめる。 

第９回 子育てをめぐる問題：親になること 

事前学習 
子育てをめぐる問題について資料等を探し

て調べてくる。 

事後学習 
親になることについて自分に問題を引き寄

せてまとめてくる。 

第１０回 
子育てをめぐる問題：虐待 

レポート課題：児童虐待の要因 

事前学習 
児童虐待について資料等を探して調べてく

る。 

事後学習 
児童虐待の要因について実例を挙げてレポ

ートとしてまとめる。 

第１１回 家族療法：家族療法の歴史 

事前学習 
家族療法の歴史についてテキストや資料等

を探し調べてくる。 

事後学習 
家族療法の歴史についてポイントをまとめ

ておく。 

第１２回 家族療法：家族療法の理論 

事前学習 
家族療法の理論についてテキストや関連資

料で調べてくる。 

事後学習 
家族療法の理論について年代順にポイント

をまとめておく。 

第１３回 家族療法：家族療法による援助 

事前学習 
家族療法による援助について資料等を探し

調べてくる。 

事後学習 
家族療法による援助について家族療法家に

よる仮説をまとめておく。 

第１４回 家族療法：家族療法の実際 

事前学習 
家族療法についてテキストや資料，参考文献

を読んでくる。 

事後学習 
家族療法の実際について講義で使用した実

例についてまとめる。 

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。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1113 

GELA1334 

GELA1313 ２．授業担当教員 加藤 典子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

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

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

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

期末レポートを課す。「現在の日本が抱える諸課題」について1つ取り上げ、社会学的視点により考察するこ

と。少子高齢化、都市化と過疎化、ワーキングプアなど。自身の興味のある他の課題を取り上げても可とす

る。2,000字程度。 

その他、随時、小テストを実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

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

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

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。 

履修にあたっては、次のことを最低限守る。 
１．指定の教科書は授業の際、必ず持参する。 
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。 

３．授業中の私語や携帯電話の使用は禁止する。 

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（講義の概要） 
社会とは何か、社会学とは何か 

事前学習 
シラバスとテキスト序章（pp.2～11）を読ん

で要点を整理しておく。 

事後学習 
講義内容の振り返り。社会学とは何かについ

てまとめておく。 

第２回 
社会システム ～ 社会システムとは何か、社会システ
ムの構造と機能、社会指標 

事前学習 
テキスト第 1 章第 1 節（pp.14～31）を読ん
で、要点を整理しておく。 

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。規範の普遍性について

考えをまとめておく。 

第３回 
社会システム ～ 法と社会システム、経済と社会シス
テム 

事前学習 
テキスト第 1 章第 2 節 3 節（pp.32～57）を
読んで、要点を整理しておく。 

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。格差と社会移動につい

て考えをまとめておく。 

第４回 
社会変動 ～ 社会変動とは何か、近代化、グローバリ

ゼーション 

事前学習 
テキスト第 1 章第 4 節（pp.58～71）を読ん
で、要点を整理しておく。 

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５回 人口変動とその影響 ～ 人口転換、少子高齢化 

事前学習 
テキスト第 1 章第 5 節（pp.72～90）を読ん
で、要点を整理しておく。 

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。合計特殊出生率の国際

比較を確認しておくこと。 



第６回 
生活のとらえ方 ～ 生活とは何か、ライフサイクル、

生活の質 

事前学習 
テキスト第 2 章第 1 節（pp.92～104）を読ん

で、要点を整理しておく。 

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。「生活の質」のとらえ

方をまとめておく。 

第７回 家族 ～ 社会事象としての家族、機能、変容 

事前学習 
テキスト第 2 章第 2 節（pp.105～119）を読

んで、要点を整理しておく。 

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。家族における世帯単位

と個人単位についての考え方をまとめてお

く。 

第８回 地域 ～ 都市化、過疎化、エスニシティ 

事前学習 
テキスト第 2 章第 3 節（pp.120～135）を読
んで、要点を整理しておく。 

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。「新しい公共」という

考え方や「持続可能性」という概念の出現を

考えてみる。 

第９回 社会集団と組織 ～ 集団の概念、類型、組織の展開 

事前学習 
テキスト第 3 章第 3 節（pp.164～175）を読
んで、要点を整理しておく。 

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。集団の諸類型をまとめ

ておく。 

第１０回 
社会関係 ～ 社会的行為、社会的役割、社会的ジレン
マ 

事前学習 

テキスト第 3 章第 1 節 2 節（pp.138～163）
4 節（pp.176～186）を読んで、要点を整理

しておく。 

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。社会的ジレンマの実例

をあげ、それを超える方法を考えてみる。 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～ 中間集団の問題、社会

関係資本の理論、社会的排除 

事前学習 
テキスト第 3 章第 5 節（pp.187～197）を読

んで、要点を整理しておく。 

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。社会関係資本の具体例

を考えまとめておく。 

第１２回 
社会問題のとらえ方 ～ 文化学習理論、社会緊張理

論、ラべリング理論 

事前学習 
テキスト第 4 章第 1 節（pp.200～210）を読

んで、要点を整理しておく。 

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。構築主義の理論で、具

体例を考えてみること。 

第１３回 社会問題① ～ 貧困、ワーキングプア 

事前学習 
テキスト第 4 章第 2 節（pp.211～215）を読

んで、要点を整理しておく。 

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。雇用形態の変化に伴う

社会問題についてまとめておく。 

第１４回 
社会問題② ～ 非行、ハラスメント、DV、児童虐待、
高齢者虐待 

事前学習 
テキスト第 4 章第 2 節（pp.215～225）を読

んで、要点を整理しておく。 

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１５回 
社会問題③ ～ 共生社会、人権思想、多文化主義 
全体のまとめ 

事前学習 
テキスト第 4 章第 3 節（pp.226～237）を読
んで、要点を整理しておく。 

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。 

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） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 岡田 広司 

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

によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する広い知識を身につけ、理解する。 

・まず社会福祉を取り巻く経済の実情を知り将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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３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) 大戦後から社会福祉事業法成立までにおける社会福祉サービス組織の変遷について述べなさい。 

(2) 社会福祉事業法の成立から介護保険法の成立までにおける社会福祉サービス組織の変遷について述べな

さい。 

(3) 社会福祉法人の経営に関する経営の原則および経営基盤を確立するための３要件について述べなさい。 

３．期末に学習した内容の総範囲を対象にした期末試験を実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福祉臨床シリーズ編集委員会編『社会福祉シリーズ 11．福祉サービスの組織と経営』弘文堂、2013。 

【参考書】 

小松理佐子編『よくわかる社会福祉運営管理』ミネルヴァ書房、2012。 

社会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書 社会福祉概論Ⅱ』全国社会福祉協議会、2014。 

岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011。 

岡田広司編著『戦略的イノベーションの経営』あるむ、2008。 

岡田広司編著『マーケティング理論と市場戦略』あるむ、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「参加すること」これは出席を指すのではなく、他人の意見に耳を傾ける余裕と、間違えるのを恐れない自

分の意見を持ち、議論に積極的に参加する。否定するときは、必ず代替案を出す。そしてリーダーシップを

とる。それが「経営」において決定的に重要なためである。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

  社会福祉と経営の概念  

事前学習 
教科書「はじめに」pp.3～4 の内容から社会

福祉経営の概念に関する記事を確認する。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察

して、社会福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 
福祉サービス提供組織の沿革 1． 

組織を取り巻く背景 

事前学習 
教科書 pp.4～11 の福祉サービス提供組織の

記事を予備知識として確認する。 

事後学習 
授業の内容、第１章の組織を取り巻く環境に

ついてまとめる。 

第３回 
福祉サービス提供組織の沿革 2． 

組織の設立と変遷 

事前学習 
教科書pp.12～18の社会福祉組織の設立と変

遷の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 1 章の福祉サービス提供組織

の沿革をまとめる。 

第４回 
福祉サービス提供組織の役割 1． 

社会福祉の契約化 

事前学習 
教科書pp.19～30の社会福祉の契約化時代の

到来の記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 2 章の介護保険法成立までの

変遷を把握する。 



第５回 
福祉サービス提供組織の役割 2． 

社会福祉事業法成立 

事前学習 
教科書pp.31～37の社会福祉事業法成立に関

連する記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 2 章の福祉サービス提供組織

の役割を整理する。 

第６回 
福祉サービス提供組織の体系  

福祉施設の整備と運営 

事前学習 
教科書pp.39～47の福祉施設の整備と運営に

関する現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 3 章の福祉サービス提供組織

の体系をまとめる。 

第７回 
福祉サービス提供組織の制度  

社会福祉法人と NPO 

事前学習 
教科書 pp.48～55 の社会福祉法人と NPO に

関する現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 3 章の福祉サービス提供組織

の制度をまとめる。 

第８回 
福祉サービス提供組織と地域社会 1． 

社会福祉協議会 

事前学習 
教科書pp.57～64の社会福祉協議会に関連す

る記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 4 章の社会福祉協議会と地域

社会についてまとめる。 

第９回 
福祉サービス提供組織と地域社会 2． 

福祉 NPO  

事前学習 
教科書 pp.64～72 の福祉 NPO に関する記事

の確認と現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 4 章の福祉 NPO と地域社会

について整理する。 

第１０回 
組織と経営に関する基礎知識 1． 

組織の特質と成立要件、組織構造の設計原理 

事前学習 
教科書pp.75～80の授業内容に関する新聞や

雑誌の記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 5 章の組織の成立や組織構造

の設計原理を整理する。 

第１１回 
組織と経営に関する基礎知識 2． 

  テイラーの科学的管理法、ファヨールの管理過程論 

事前学習 
教科書pp.80～94のテイラーの科学的管理法

の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 5 章の組織と経営に関する基

礎知識をまとめる。 

第１２回 
福祉サービスの業務運営と経営 1． 

組織運営の基本 

事前学習 
教科書 pp.95～102 の組織運営の基本に関連

する記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 6 章の福祉サービスの業務運

営のあり方を整理する。 

第１３回 
福祉サービスの業務運営と経営 2． 

NPO の組織運営 

事前学習 
教科書 pp.102～112 の NPO の組織運営に関

連する記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 6 章の NPO 法人の組織運営

と経営に関してまとめる。 

第１４回 
福祉サービス提供組織の財源  

資産管理と運営財源 

事前学習 
教科書pp.113～133の資産管理と運営財源に

関連する記事の確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 7 章の福祉サービス提供組織

の財源に関して把握する。 

第１５回 
福祉サービス提供組織の人事労務・財務・会計管理、 

および学習内容の総括 

事前学習 
教科書 pp.133～146 の人事労務・財務・会計

管理の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 7 章の人事労務・財務・会計

管理及び全体の学習を確認し、総括する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 就労支援 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP3302 

SSMP3102 

PSMP3402 ２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 講義・ディスカッション等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士が行う相談援助業務の一部として位置づけられる就労支援は、福祉サービスの利用者として位

置づけられてきた人々が広い意味での「就労」を通して自立や社会参加を実現していくための支援として重
要性を増している。 

この授業では、テキストを使用して就労支援に係る関係法規や制度、就労支援に関わる組織・団体や専門

職についての知識を習得する。 

就労支援に関する基本的な内容を理解したうえで、就労支援が実際にどのように行われているのかを具体
的な事例をもとに学習し、応用力を養っていく。 

８．学習目標 

1. 就労支援が求められる背景について理解し、説明することができる。 

2. 労働施策の概要について理解し、説明することができる。 

3. 就労支援制度について理解し、説明することができる。 

4. 就労支援に係る組織・団体及び専門職について理解し、説明することができる。 

5. 就労支援における支援のプロセスについて理解し、説明することができる。 

6. 就労支援を行ううえで社会福祉専門職に求められる価値観、視点、態度について理解し、自分の言葉でま 

とめることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

・ソーシャルワークとしての就労支援に求められる基本的な視点・機能についてまとめ、ICF等を用いて具

体的に自身の意見を述べる。2,000字程度とし、最終授業日までに提出する。 

・随時小テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座第 18 巻 就労支援サービス（第 4 版）』中央法規、2016 年。 

この他、必要に応じて参考資料等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

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 
授業全体の流れについて 

働く意味と社会福祉 

事前学習 
「働くこと」からイメージすることを考え

る。 

事後学習 就労の意味についてまとめる。 

第２回 

障害者の就労支援（1）  

障害者の就労とその現状 

障害者自立支援法や障害者雇用促進法による支援の現

状 

事前学習 障害者雇用促進法についてまとめておく。 

事後学習 障害者の就労状況についてまとめる。 

第３回 

障害者の就労支援（2）  

就労支援機関と制度（障害者雇用施策） 

障害者就労支援におけるサービス体系 

事前学習 
障害者自立支援法におけるサービスを調べ

る。 

事後学習 障害者就労支援の概要についてまとめる。 

第４回 

障害者の就労支援（3）  

就労支援機関と制度 

障害者自立支援法における障害者の就労支援制度 

事前学習 
就労移行支援、就労継続支援について調べ

る。 

事後学習 
就労移行支援、就労継続支援についてまとめ

る。 

第５回 

障害者の就労支援（4） 

障害者雇用政策における就労支援 

専門職の役割 

事前学習 
機関・施設に配置されている専門職について

調べる。 

事後学習 専門職の役割についてまとめる。 

第６回 

障害者の就労支援（5）  

民間の取り組み 

差別禁止法と雇用率制度 

事前学習 差別禁止法について調べる。 

事後学習 
差別禁止法と雇用率制度の長所と短所につ

いてまとめる。 



第７回 
障害者の就労支援についてのまとめ 

障害者の就労支援の実際 

事前学習 
障害者の就労支援についてまとめ、説明でき

るようにする。 

事後学習 事例から気づいたことをまとめる。 

第８回 

労働を取り巻く状況 

労働市場の変化 

今日の情勢 

事前学習 大学新卒の就職率を調べる。 

事後学習 ワーク・ライフ・バランスについてまとめる。 

第９回 
労働政策の概要 

労働に関する法規の動向、労働に関する公的保険 

事前学習 労働法規に関する法律を調べる。 

事後学習 労働法規の内容をまとめる。 

第１０回 

労働市場の変化、ワーク・ライフ・バランス、労働法規・

労働に関する公的保険についてのまとめ 

労働紛争の実際 

事前学習 
労働法規についてまとめ、説明できるように

する。 

事後学習 労働者を守るための制度についてまとめる。 

第１１回 
生活保護制度における就労支援（1） 

低所得者への就労支援の現状・就労支援機関と制度 

事前学習 
生活保護受給者、母子家庭の現状について調

べる。 

事後学習 低所得者の就労支援制度についてまとめる。 

第１２回 
生活保護制度における就労支援（2） 

専門職・団体の役割とその連携、今後の展望 

事前学習 
福祉事務所・ハローワークの役割について調

べる。 

事後学習 
低所得者の就労支援の課題についてまとめ

る。 

第１３回 
低所得者に対する就労支援の制度についてのまとめ 

低所得者に対する就労支援の考察 

事前学習 
低所得者に対する就労支援制度についてま

とめ、説明できるようにする。 

事後学習 考察についてまとめる。 

第１４回 
就労支援におけるケアマネジメント、ネットワークの有

用性と社会資源としての活用 

事前学習 ケアマネジメントの理論についてまとめる。 

事後学習 
就労支援におけるケアマネジメントをまと

める。 

第１５回 連携・ネットワーキングの実際、ジョブコーチ 

事前学習 ジョブコーチについて調べる。 

事後学習 ジョブコーチモデルについてまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生涯学習概論 （4 単位） 

３．科目番号 
GELA2329 

EDTC2308 
２．授業担当教員 横井 明廣 

４．授業形態 講義、演習（調査研究、グループワーク含む） ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「社会教育主事」（基礎資格）取得希望者は、3・4年次に専門科目の履修が計画されており、本科目は、2

年次に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

「生涯教育・生涯学習」という考え方は、1960年代以降にわが国に導入され、教育改革の原理として成人
継続教育としてキャリア教育、リカレント教育などに反映されている。また、地域住民の学習活動支援の充
実が図られている。本科目は、「生涯学習」の基本的な考え方と実際の生涯学習活動について概説すること

を通して、受講者一人ひとりが、「生涯学習」の意義を理解し、自己の充実・キャリア形成に役立てること
を目的とする。同時に、生涯学習社会の実現に向けた学習活動を支える専門職員である「社会教育主事」「司
書」「学芸員」の役割について学び、学校と地域との連携や行政・民間レベルでの様々な取り組みについて

理解を深めるとともに、生涯学習の国際的動向についても理解を深めることを目指す。 

８．学習目標 

この授業では、国際的動向をふまえ「生涯教育・生涯学習」の考え方を理解するとともに、学校教育、社
会教育との関係について理解することを目標とする。 

そのために次の５つの到達目標を設定する。 

1)「生涯学習」を支える理念・思想について理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2)「生涯学習」の現代的意義を理解した上で、生涯学習社会に向けた学校と地域との連携や行政・民間レベ
ルでの諸活動の役割について、わかりやすく説明することができる。 

3)「社会教育主事」に求められる役割を理解した上で、学校教育とは異なる学習者支援の方法を理解る。   

4）地域の生涯学習・社会教育の実践に関心をもち、 研究課題を設定できる。 

5)「生涯学習」の国際的動向について説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①県や各市町村の生涯学習推進についての資料を収集する。 

②各市町村や民間企業に開講している講座内容や種類等の実態を調査する。 

③生涯学習講座を立案し、レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

今西幸蔵著『生涯学習論入門【改訂版】』法律文化社、2017 年 

【参考書】 

授業において適宜紹介する。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

生徒指導提要（平成 22 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．現代社会を生きていく上での生涯学習の意義とともに生涯学習に関する内外の多様な考え方を理解し、
具体的に説明できる力を身につけたか。(知識・理解) 

２．我が国の生涯学習政策の動向、とくに地域創生や学校教育支援に果たす生涯学習関連職員の役割につい
て理解した上で、生涯学習の課題について自身の見解をまとめ、表現できる力を身につけたか。（思考力・
判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢              総合点の 20％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート等） 総合点の 30％ 

３．期末試験またはレポート             総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待する学習態度 

① 授業中は緊張感と集中力を保って受講すること。私語を慎み、居眠りなどをしないこと。 

②  わからないことをそのままにしないこと（積極的に質問を行うとともにオフィスアワー等を活用す

る）。 

③ レポート、アサイメント等は、期日までに提出すること。 

④ 正当な理由無しに欠席等はしないこと（止むを得ず欠席する場合は、書面で教員に提出する）。 

⑤ 携帯電話の授業中の作動は厳禁である。 

⑥ 社会教育施設（公民館、青少年教育施設等）で実施する主催事業への参加やボランティア活動体験を期

待する。 

13．オフィスアワー 授業時間前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
シラバスの説明（授業の進め方） 

事前学習 
シラバスを調べ、その内容や構成、進め方を
理解する。 

事後学習 
生涯学習社会の実現、その考え方、意義につ

いて整理し、まとめる。 

第２回 生涯学習の考え方（第 1 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.1～6）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 



第３回 生涯学習の理論形成過程（第 1 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.7～18）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第４回 ユネスコの人権教育（第 2 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.19～24）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第５回 生涯学習と EU、OECD の動向（第 2 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.25～35）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第６回 生涯学習論の登場（第 3 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第７回 生涯学習支援の必要性（第 3 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.44～52）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第８回 
これまでの学習のふり返り 
（グループワークと発表） 

事前学習 
生涯学習の歴史や計画、政策、実践の意味を
あらためて確認する。 

事後学習 
これからの生涯学習社会の実現に向けて、そ

れぞれの考え方をまとめる。 

第９回 生涯発達する人間の学び（第 4 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.53～60）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１０回 生涯をとおした学習者の特徴（第 4 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.61～69）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１１回 生涯学習社会における社会教育（第 5 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.70～75）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１２回 生涯学習支援としての家庭教育（第 5 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.76～79）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１３回 生涯学習を理念とする学校教育（第 5 章 3） 

事前学習 
教科書（pp.80～86）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１４回 生涯学習支援システムと関連施策の動向（第 6 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.87～94）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１５回 各教育機能相互の連携と体系化（第 6 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.95～104）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１６回 
これまでの学習のふり返りと課題レポートへの取組み 
（調査、フィールドワーク、レポート作成の方法） 

事前学習 
これまで学習した内容をもとに課題レポート
の作成ポイントをまとめる。 

事後学習 
調査、ヒアリング、フィールドワークなど実

践的方法によるまとめ方を整理し、提示する。 



 

 

第１７回 生涯学習と市民運動（第 7 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.105～112）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１８回 生涯学習社会のボランティア（第 7 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.113～121）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１９回 社会教育行政の考え方（第 8 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.122～127）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２０回 社会教育の指導者と関係団体（第 8 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.128～133）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２１回 社会教育の施設（第 8 章 3） 

事前学習 
教科書（pp.134～138）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２２回 
これまでの学習のふり返りと課題レポートへの取組み
（中間発表） 

事前学習 生涯学習に関する現代的な課題を調べる。 

事後学習 
課題レポートの作成にあたって中間的な振り

返りをする。 

第２３回 社会教育の内容（第 9 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.139～144）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２４回 社会教育の方法と形態（第 9 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.145～155）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２５回 学習情報提供（第 10 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.156～165）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２６回 学習相談（第 10 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.166～173）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２７回 生涯学習社会のこれから―課題と展望― 

事前学習 生涯学習社会の実現に向けて課題を調べる。 

事後学習 
超高齢社会における生涯学習の具体的な課題

や展望を整理し、まとめる。 

第２８回 
1 グループの課題レポートの発表 
‐生涯学習社会の実現に向けて課題‐ 

事前学習 準備した課題レポートの発表をする。 

事後学習 
レポート作成上の要点など具体的な指摘事項

について整理する。 

第２９回 
2 グループの課題レポートの発表 
‐超高齢社会での生涯学習のあり方‐ 

事前学習 準備した課題レポートの発表をする。 

事後学習 
レポート作成上の要点など具体的な指摘事項

について整理する。 

第３０回 まとめ‐生涯学習の課題と展望をふりかえって‐ 

事前学習 これまでの学習内容を振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

期末試験 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 少年と犯罪 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1353 

GELA1333 
２．授業担当教員 濵島 幸彦 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどについて理

解を深め、更には犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１ 少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

 うになる。 

２ 犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

 になる。 

３ 非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４ 事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５ 以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

中間レポート 「同じ犯罪をしながら、少年と大人でその取り扱いが異なる理由」1,000字程度 

期末レポート 「少年事件を扱う機関とその機能について記述せよ」2,000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 
【教材】 当職が作成したレジュメ、資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．レポートや論文の書き方に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加    総合点の２０％ 

２ 期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３ 課題レポート       総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビなどのマスメディアに関心をよせ、社会事象である非行・犯罪問題について考える習

慣を身につけてほしい。 

２ 全員で授業に集中し、積極的に発言してより充実した授業内容にし、レポート作成により学んだことを

自分のものにしていく方向で取り組んでほしい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

少年非行・犯罪に関する基礎知識 

事前学習 少年非行・犯罪について関心を持つ。 

事後学習 少年非行の処理の流れを理解する。 

第２回 少年非行の概要 

事前学習 レジュメ「少年非行の概要」を精読する。 

事後学習 少年非行の推移を読み取る。 

第３回 非行・犯罪の類型 

事前学習 前 2 回の講義から非行の原因を考える。 

事後学習 非行の原因・類型等をノートにまとめる。 

第４回 少年法の理念 

事前学習 レジュメ「少年法の理念」を精読する。 

事後学習 
少年を特別扱いにする理由をノートにまと

める。 

第５回 警察・児童相談所における少年事件の取り扱い 

事前学習 
レジュメ「警察・児童相談所における少年事

件の取り扱い」を精読する。 

事後学習 
児童相談所・児童自立支援施設の実態につい

てノートにまとめる。 



 

 

第６回 家庭裁判所での調査 

事前学習 資料「家庭裁判所の調査事例」を精読する。 

事後学習 
家庭裁判所調査官の役割についてノートに

まとめる。 

第７回 少年鑑別所 

事前学習 レジュメ「少年鑑別所」を精読する。 

事後学習 
少年鑑別所の果たすべき役割についてノー

トにまとめる。 

第８回 最近の少年非行の態様 

事前学習 
レジュメ「最近の少年非行の態様」を精読す

る。 

事後学習 最近の非行の特色をノートにまとめる。 

第９回 少年院の概要 

事前学習 レジュメ「少年院の概要」を精読する。 

事後学習 
少年院の種類と処遇の特色についてノート

にまとめる。 

第１０回 社会内処遇の課題と対策 

事前学習 レジュメ「更生保護制度」を精読する。 

事後学習 
更生保護制度の特色及び課題と対策の内容

をノートにまとめる。 

第１１回 保護観察の実際１ 保護観察の特色、処遇プログラム 

事前学習 レジュメ「保護観察の概要１」を精読する。 

事後学習 
保護観察の特色、処遇プログラム、社会貢献

活動についてノートにまとめる。 

第１２回 保護観察の実際２ 少年に対する不良措置 

事前学習 レジュメ「保護観察の概要２」を精読する。 

事後学習 
少年の保護観察の特色及び少年に対する不

良措置についてノートにまとめる。 

第１３回 犯罪被害者の支援 

事前学習 レジュメ「犯罪被害者の支援」を精読する。 

事後学習 
犯罪被害者支援の必要性をノートにまとめ

る。 

第１４回 健全育成・非行防止活動・少年とマスメデイア 

事前学習 
レジュメ「犯罪・非行防止活動等」を精読す

る。 

事後学習 
効果的な非行防止活動の実践について考え

ノートにまとめる。 

第１５回 まとめ・レポート評価など 

事前学習 これまでの講義での疑問点等を抽出する。 

事後学習 
非行少年と福祉との関わりについて再認識

し、ノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 情報と職業 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1302 

２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータやインターネットの利用は、現代の生活において必要不可欠である。それは、日常生活のみ

ならず、ビジネス環境にも大きな変化をもたらしている。情報に関する学習において、コンピュータやネッ

トワークの仕組みや操作を理解することも重要であるが、それらが社会やビジネスでどのように使われてい

るのかを理解することも重要である。本講義では、情報化により、私たちの生活がどう変わったのか、また、

どのようにビジネスに活用されているのかを、事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
 コンピュータやインターネットを活用することで、どんなビジネスが可能になったのかを理解して、情報

社会で生きるための知識と考え方を身につけることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業時間外の作業が必要な課題を課す。 

・講義内容に関する記述式の問題 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】駒谷昇一 他『情報と職業（改訂 2 版）』オーム社、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報と職業に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

わからないことはそのままにせず、調べる・人に聞くなどすること。質問はいつでも気軽にしてくれて構わ

ない。電子メール：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 情報社会と情報システム 
事前学習 教科書 pp.1～14 を読む。 

事後学習 教科書 p.21 問 1 を解く。 

第２回 行政の情報サービス 
事前学習 教科書 pp.15～21 を読む。 

事後学習 教科書 p.21 問 2 を解く。 

第３回 企業による情報の活用事例 POS、CRM、CTI 
事前学習 教科書 pp.23～43 を読む。 

事後学習 教科書 p.54 問 1 を解く。 

第４回 ビジネス環境の変化と情報ビジネス 
事前学習 教科書 pp.44～54 を読む。 

事後学習 教科書 p.54 問 2 を解く。 

第５回 様々な分野で活用される情報システム 
事前学習 教科書 pp.55～82 を読む。 

事後学習 各業種の情報システムの特徴をまとめる。 

第６回 企業経営における情報システム 
事前学習 教科書 pp. 82～93 を読む。 

事後学習 教科書 p.98 問 1 を解く。 

第７回 インターネットビジネス 
事前学習 教科書 pp.99～116 を読む。 

事後学習 教科書 p.120 問 2 を解く。 

第８回 
シェアリングサービス：スキルシェア 

新しい職業：ITフリーランス 

事前学習 シェアリングサービスとは何か調べておく。 

事後学習 講義で学んだビジネスの特徴をまとめる。 

第９回 学術機関におけるインターネットの活用 
事前学習 教科書 pp.94～98、pp.117～120 を読む。 

事後学習 大学におけるネット活用事例と効果をまとめる。 

第１０回 働く環境と労働観の変化 
事前学習 教科書 pp.121～140 を読む。 

事後学習 教科書 p.141 演習問題を解く。 

第１１回 情報通信の関係する犯罪と法制度 
事前学習 教科書 pp.143～161 を読む。 

事後学習 教科書 p.171 問 1、3、4 を解く。 

第１２回 情報社会におけるセキュリティ対策の基本事項 
事前学習 教科書 pp.161～170 を読む。 

事後学習 教科書 p.171 問 2 を解く。 

第１３回 情報社会におけるリスクマネジメント 
事前学習 教科書 pp.173～186 を読む。 

事後学習 教科書 p.186 演習問題を解く。 

第１４回 今後の情報社会 

事前学習 教科書 pp.187～197 を読む。 

事後学習 
教科書の内容と現在の状況を比較しまとめる。 

また、今後どのような変化が起こるか考える。 

第１５回 講義のまとめ 

事前学習 本講義の学習内容を復習する。 

事後学習 
我々の生活とコンピュータ利用の今後について

考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 神経・生理心理学／生理心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3336 

２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生理心理学とは、生体の生理的反応と心的過程との対応関係について研究する分野である。心的反応によ

って生じる生理的変化は、脳内活動によって制御されている。本講義では脳の構造と働きについて体制的な

知識を身につけるとともに、知覚、記憶、感情といった心的過程と脳の生理的反応の関係について学ぶ。さ

らに、精神疾患や高次脳機能障害との関連についても学び、「心」の問題と脳の活動について理解を深める。 

８．学習目標 

・脳の構造と働きについて基本的な知識を身につける。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているのか学ぶ。 

・上記の応用として、臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動について説明出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

特に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】村上郁也 編『イラストレクチャー 認知神経科学』オーム社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・脳の構造や働きについて基本的な知識を身につけ、説明できること。 

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

・臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動の関係について説明できること。 

○評定の方法 

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

12．受講生への 

メッセージ 

 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を

期待する。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 

 を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 
シラバスを熟読し、内容を確認しておくこ

と。 

事後学習 
第１回に習った心理学一般に関してノート

にまとめ復習すること。 

第２回 生理心理学とは 

事前学習 
「生理心理学とは」何かを資料を探して調べ

てくること。 

事後学習 
心理学における生理指標の位置づけをノー

トにまとめておくこと。 

第３回 神経伝達の仕組み 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳の解剖」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 脳領域と機能局在 

事前学習 前回の内容を再度確認すること。 

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。 

第５回 脳活動の測定 

事前学習 
第 1回～第 4 回までの講義資料を熟読するこ

と。 

事後学習 
脳活動の測定を A4 用紙一枚程度にまとめる

こと。 

第６回 視覚 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と視覚」について 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７回 聴覚 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と聴覚」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 6・7 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめる。 

第８回 記憶と学習 

事前学習 
講義資料「脳と記憶」を熟読し、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 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と言語」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、読み返してくること。 

第１０回 運動 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と運動」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 脳と感情 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と感情」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、読み返してくること。 

第１２回 ストレス性疾患 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳とストレス性疾患」

を A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 11・12 回を通した内容を A4 用紙三枚程度

にまとめる。 

第１３回 執行機能 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と執行機能」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、読み返してくること。 

第１４回 意識 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と意識」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、読み返してくること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 各講義の内容に関してまとめる。 

事後学習 学習目標を達成できたか確認する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「経営学（非営利組織の経営含む）」「経営管理論」「社会政策論」「社会保障論」などと密接に関連して

いる。 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第 5回の講義終了後に 800字程度の「日本企業の採用方法の特殊性について」のレポートを提出する。 

また、第 9回の講義終了後に 800字程度の「どうしたら労働時間を減らせるか」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

教材・資料は配布するが、以下の参考書を、本科目を学ぶための基本的な図書として使用する。 

【参考書】佐藤博樹他著『新しい人事労務管理（第 4版）』有斐閣、2011。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 課題レポート等     総合点の４０％ 

３ 期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は講義に加えて、グループワークやディスカッションを重視する。したがって、以下のことに注意

して授業を受けること。 

1．授業には積極的に参加すること。 

2．グループワーク・ディスカッション等を通して主体的・自主的に授業に参加すること。 

3．人事管理論を受講する学生は、遅刻・無断欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（人事管理論の対象と目的） 

事前学習 「働く」とはどういうことかを考える。 

事後学習 人事管理の目的を理解する。 

第２回 
雇用環境の変化（1） 

（労働力人口の減少､長時間労働の課題） 

事前学習 労働力人口の推移を調べる。 

事後学習 労働力人口減少による問題点をまとめる。 

第３回 
雇用環境の変化（2） 

（非正規雇用の増大） 

事前学習 非正規雇用の働き方を調べる。 

事後学習 正規雇用と非正規雇用の相違をまとめる。 

第４回 
日本企業の働き方の特徴 

（終身雇用､年功賃金） 

事前学習 終身雇用と年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 終身雇用と年功賃金との関連をまとめる。 

第５回 採用計画 

事前学習 採用されるための条件を調べる。 

事後学習 
具体的な採用と想定していた採用との相違

をまとめる。 

第６回 募集，選考 

事前学習 具体的な採用条件を調べる。 

事後学習 望ましい採用条件をまとめる。 



第７回 日本企業と年功賃金 

事前学習 年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 年功賃金、成果主義賃金の特質をまとめる。 

第８回 成果主義賃金 

事前学習 成果主義とは何かを調べる。 

事後学習 
職務給，職能給，成果給，仕事給についてま

とめる。 

第９回 
労働時間管理 

（労働時間の国際比較） 

事前学習 労働時間の国際比較の統計資料を調べる。 

事後学習 長労働時間の原因をまとめる。 

第１０回 労働時間の短縮 

事前学習 労働時間短縮事例を調べる。 

事後学習 労働時間短縮の必要性をまとめる。 

第１１回 
人事考課 

（昇進・昇格） 

事前学習 昇進・昇格とは何かを調べる。 

事後学習 昇進・昇格の意義をまとめる。 

第１２回 企業内教育訓練 

事前学習 教育訓練の具体例を調べる。 

事後学習 企業内教育訓練の目的をまとめる。 

第１３回 労使関係 
事前学習 労働組合の役割について調べる。 

事後学習 日本的労使関係の特徴をまとめる。 

第１４回 戦略的人的資源管理 

事前学習 経営戦略とは何かを調べる。 

事後学習 
経営戦略と人的資源管理との関連をまとめ

る。 

第１５回 人事管理の今日的課題 

事前学習 具体的な雇用問題を調べる。 

事後学習 具体的な雇用問題への対策をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理演習 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3355 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

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

べてを履修済みであること。 

７．講義概要 

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

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

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

行う。 

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

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

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

(ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ 

(エ)多職種連携及び地域連携 

(オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

８．学習目標 

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

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

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

作成について架空事例の検討を通して学ぶ。 

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

（エ）多職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務について理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業中で行った実習について A4 用紙１枚にまとめて提出する。 

・2 回レポートを提出する（A4 用紙 2 枚、2,400 字以上）。 

 １．医療・教育領域における公認心理師の抱える問題 

学部段階で行う心理実習は医療領域と教育領域であるので、このような領域における公認心理師はど

のような仕事をし、どのような問題を抱えているかを調べることは、心理実習行うにあたり大いに役

立つだろう。参考文献などで調べてまとめ、自分が疑問に思ったことや意見も述べなさい。 

２．公認心理師として将来どの領域で何がしたいか   

   将来公認心理師の資格を取得したとして、その資格を活かして自分がどのような領域で、どのような

支援活動をしたいかを、参考文献などで調べてまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定なし 

【参考書】一般財団法人日本心理研修センター編『臨床心理学臨時増刊号 公認心理師』金剛出版。 

【教 材】授業内容資料及びワークシート 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

検討への積極的な参加を評価する。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度と参加姿

勢 50％、課題レポート 50％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・本授業は心理実習を行うための準備として位置づけたものであり、必ず心理実習に役に立つはずである。 

・演習と実習を多く採り入れた授業であるので、主体的に取り組むこと。 

・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。 

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 

・心理支援とは何か 

・５領域（医療、教育、福祉、司法、産業）の心

理支援の概要 

事前学習 心理支援にはどのようなものがあるか調べてくる。 

事後学習 
５領域のうち自分が興味をもった領域をさらに調べ

てみる。 

第２回 
・言語的コミュニケーションと非言語的コミュニ

ケーション 

事前学習 
コミュニケーションの種類と違いについて調べてく

る。 

事後学習 授業で扱った具体的な技法について復習しておく。 

第３回 ・心理アセスメント（観察、生育歴、心理検査） 

事前学習 
医療・教育領域ではどのような心理検査が有効か調

べてくる。 

事後学習 
事例を一つ探して、心理アセスメントの実際を確認

しておく。 

第４回 
・実習場面で有効な心理検査と報告書 

・YG、バウムテスト、動的家族画、WISC 

事前学習 
心理検査法のテキスト・資料で４つの心理検査を確

認してくる。 

事後学習 
実習でおこなった心理検査の報告書をさらに仕上げ

る。 



第５回 ・認知行動療法の実際（ビデオ視聴） 

事前学習 
認知行動療法について調べて、どのようなものか確

認しておく。 

事後学習 
ビデオから学んだ技法を自分でもさらに調べて確認

しておく。 

第６回 
・認知行動療法のロールプレイ 

・逐語録の作成 

事前学習 
認知行動療法のロールプレイで使用する技法につい

て確認しておく。 

事後学習 逐語録をパートナーと確認してみる。 

第７回 ・プレイセラピーのロールプレイ 

事前学習 
プレイセラピーにはどのようなものがあるか調べて

確認しておく。 

事後学習 
実習先としての適応指導教室ではどのようなプレイ

セラピーがよいか調べる。 

第８回 
・病院臨床の実際 

・事例検討 

事前学習 
病院臨床では心理師がどのようなことをするのか調

べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第９回 
・教育臨床（適応指導教室）の実際 

・事例検討 

事前学習 
教育臨床では心理師がどのようなことをするのか調

べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第１０回 
・児童養護施設の実際 

・事例検討 

事前学習 
児童療護施設では心理師がどのようなことをするの

か調べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第１１回 ・DSM-５ 

事前学習 
病院臨床・教育臨床ではどのような病理が多いのか

調べてみる。 

事後学習 
統合失調症・うつ病についてさらに調べて理解を深

める。 

第１２回 
・教育臨床における個別支援計画 

・発達障害への支援 

事前学習 個別支援計画とはどのようなものか調べておく。 

事後学習 
発達障害への支援について、個別支援計画と合わせ

て調べて確認する。 

第１３回 
・チームアプローチ 

・産業領域のメンタルヘルス、復職支援 

事前学習 
産業領域ではどのような問題があるのか調べてお

く。 

事後学習 
復職支援プログラムについてさらに調べて理解して

おく。 

第１４回 
・他職種連携及び地域連携 

・チーム医療、チーム学校 

事前学習 

医療領域・教育領域における心理師が他職種と連携

するということは、だれと、どのようなことをする

のか調べておく。 

事後学習 
医療領域・教育領域における連携上の問題について

整理しておく。 

第１５回 
・職業倫理及び法的義務 

・インフォームドコンセント、守秘義務、人権 

事前学習 心理師の倫理や義務とは何があるか考えておく。 

事後学習 
クライエントの人権についてさらに調べて理解を深

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学研究法演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3371 

２．授業担当教員 
長坂 正文 

＊卒業論文作成のための指導を受ける授業です。 

４．授業形態 演習（一部講義） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

卒業研究を希望する場合は必ず履修すること。 

４年次には「心理学研究法演習Ⅱ」を履修すること。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

いては、担当教員が授業の中で提示する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

担当教員が授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

白井利明・高橋一郎著『よくわかる卒論の書き方 第２版』ミネルヴァ書房、2013。 

 ＊その他については、担当教員が授業の中で提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.研究論文を作成するための文献研究ができる 

 2.文献研究の結果を元に、研究テーマを発見することができる 

 3.研究計画を立てることができる 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、担当教員の課した課題

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

12．受講生への 

メッセージ 
担当教員が授業の中で提示する（概要は授業内容に示した）。 

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 

担当教員 授業内容 

長坂 正文 

【授業概要】はじめに、文献の集め方・読み方のオリエンテーションを行う。次に、自分が興味関心のある

文献を探し、授業で発表してもらい、皆で検討する。後半では、自分の関心のある研究テーマを絞り込み、

卒業論文を書くことを前提にして、研究計画を立て、研究概要を書けるような力を身につけてもらう。 

【研究領域】学校臨床心理学・カウンセリング・不登校 

【受講者へのメッセージ】自分の担当する文献については徹底的に読み込み、必要に応じて調べて、皆の質

問に答えられるようにしてくること。本授業を通して、研究をするとはどのようなことをすることなのか、

十分に理解を深めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学実験／心理学基礎実験 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP2142 

EDPS2301 
２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・実習(グループ活動)・演習(グループ活動)・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次以上（心理統計法が履修済みであること） 

７．講義概要 

 心理学を研究するための基礎となる各手法をとり上げ、生理、記憶、学習、認知、人格、社会等、心理学
の主要な分野の知識を身につけながら、それらの知識や考え方に基づく科学的レポートの書き方を学ぶ。 

 実験等の体験を通して、心理学の理論を机上に終わらせることなく、身近なものとして体得することがで

きる。 

 なお本科目は認定心理士の資格科目であり、受講生は規定数以上の実験等に参加し、レポートを提出する
ことが義務付けられている。 

８．学習目標 

1.実験等の演習を通して、心理学を含む社会科学全般に必要不可欠である各種研究法の基礎理論や技法、基

本姿勢を理解し、身につける。 

2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解する。 

3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理することができるように

なる。 

4.目的、方法、結果、考察から成る心理学研究レポートの記述の仕方を習得し、心理学的事象について、統

計処理の結果を用いて、説明、解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

大きさの恒常性、ミュラーリヤー錯視、ストループ効果に関するレポートを提出する。 

【期末レポート課題】 

視覚探索、鏡映描写およびマグニチュード推定法に関するレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】坂口典弘・山本健太郎著『ステップアップ心理学シリーズ 心理学レポート・論文の書き方 演習

課題から卒論まで』講談社、2017。 

小宮あすか・布井雅人『Excel で今すぐはじめる心理統計 簡単ツール HAD で基本を身につける』講談社、2018。 

【参考書】倉島保美著『論理が伝わる 世界標準の「書く技術」』講談社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.実験等の演習を通して、各種研究法の基礎理論や技法、基本姿勢を理解し身につけていること 

 2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解していること 

 3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理できること 

 4.目的、方法、結果、考察から成る標準的な心理学研究レポートの記述の仕方を習得していること 

○成績評価の評定方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業態度(授業およびグ

ループ発表への積極的参加)30％、課題レポート 70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は自らが主体的に考えること、さらに考えたことを適切に伝える訓練の場である。よって、積極

的態度で授業に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 授業のための予習を必ずする（予習してくる教科書等の頁は、授業中に指示する）。 

2 レポートの提出期限を厳守する（提出期限が守られない場合は、正当な理由がない限り、受け付けない）。 

3 正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を必ず書

面をもって教員に報告する。 

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） 

実験 1-①：大きさの恒常性：実験に関する一般的知

識 

事前学習 知覚心理学全般に関して復習する 

事後学習 大きさの恒常性に関して復習する。 

第２回 実験 1-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第３回 実験 1-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的に復習する。 

第４回 実験 1-④：データの分析 

事前学習 
HAD よるデータ分析と対応のある t 検定に関し

て予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予想と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第５回 実験 1-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第６回 
実験 2-①：ミュラーリヤー錯視ついて：実験に関す

る一般的知識 

事前学習 
錯視に関して予習する。また、第 1回のテーマ

に関して復習する。 

事後学習 ミュラーリヤー錯視に関して復習する。 

第７回 実験 2-②：実験の計画と準備 

事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 



 

 

第８回 実験 2-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第９回 実験 2-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 1 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第１０回 実験 2-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第１１回 
実験 3-①：ストループ効果：実験に関する一般的知

識 

事前学習 視覚的情報の処理過程に関して予習する。 

事後学習 ストループ効果に関して復習する。 

第１２回 実験 3-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第１３回 実験 3-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第１４回 実験 3-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 1 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第１５回 実験 3-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第１６回 実験 4-①：視覚探索：実験に関する一般的知識 
事前学習 

視覚探索に関して予習する。また、第 3回のテ

ーマに関して復習する。 

事後学習 注意に関して復習する。 

第１７回 実験 4-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第１８回 実験 4-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第１９回 実験 4-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 2 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第２０回 実験 4-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第２１回 実験 5-①：鏡映描写：実験に関する一般的知識 
事前学習 学習心理学に関して予習する。 

事後学習 技能学習に関して復習する。 

第２２回 実験 5-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の研究計画を確認する。 

第２３回 実験 5-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２４回 実験 5-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と対応のない t 検定に関

して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第２５回 実験 5-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第２６回 
実験 6-①：マグニチュード推定法：実験に関する一

般的知識 

事前学習 心理測定法に関して予習する。 

事後学習 大きさ・重さ錯覚に関して復習する。 

第２７回 実験 6-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２８回 実験 6-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２９回 実験 6-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と対応のある t 検定に

関して予習する。 

事後学習 
目的・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第３０回 実験 6-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2344 

SSMP2344 

PSMP2180 ２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次以上、「心理学概論」または「心理学入門」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ
ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に

関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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）。 

 １．カウンセラーの基本的な条件 

カウンセラーの基本的な条件と言われる「受容」「共感」「自己一致」について、参考文献などで

調べてまとめ、自分が疑問に思ったことや意見を述べなさい。また、自分にとっては三つのうちど

れが一番難しいと思うかを、その理由とともに述べなさい。 

２．自分が興味を持ったカウンセリング理論   

     授業の中では数ある理論の概要を取り上げていくが、一つを詳しく掘り下げることはカウンセリン

グの力量を身につけるにはとても役に立つ。そこで自分が興味をもった理論の概要を紹介し、どこ

に興味を持ったのか、疑問点はなにか、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】末武康弘著『心理学的支援法』誠信書房、2018。 

【参考書】長坂正文著『学校カウンセリングの基本技法』ほんの森出版、2000。 

【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．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・カウンセリングの流派は、数え切れないほどあるが、対話を中心とした基本的なところは共通していると

いえる。まずはカウンセリングがどのようなものなのかを理解し、その後、自分に合ったカウンセリング

を見つけていくこと。その手伝いが少しでもできればと考えている。 

・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（講義概要の解説） 

・心理学的支援法（カウンセリング）とは 

・カウンセリングに対するイメージと疑問 

事前学習 
心理学的支援法（カウンセリング）がどのような

ものかについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
カウンセリング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。 

第２回 
・現代社会と心理支援 

・心理支援，心理学的支援法とは 

事前学習 
テキスト pp.1～9 を読んで、心理学的支援法につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理学的支援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。 

第３回 

・心理学的支援法の特質 

・心理学的支援法の効果 

・心理学的支援法の限界 

事前学習 
テキスト pp.11～24 を読んで、心理学的支援法の

特質について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理学的支援法の特質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。 

第４回 

・心理的問題の背景や原因 

・各発達段階に見られる心理的問題 

・その他の心理的問題 

事前学習 
テキスト pp.26～38 を読んで、心理的問題つい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理的問題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。 

第５回 
・心理療法とカウンセリングの歴史的背景 

・心理療法とカウンセリングの合流と発展 

事前学習 
テキスト pp.40～50 を読んで、カウンセリング

の歴史について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
カウンセリングの歴史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。 



 

 

第６回 

・心理学的支援法の現在までの発展 

・カウンセリング／心理療法の主要なパラダイム 

・カウンセリング／心理療法のさまざまな理論と方

法 

事前学習 

テキスト pp.52～63 を読んで、カウンセリング

の理論と方法について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

カウンセリングの理論と方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。 

第７回 

・パーソンセンタードセラピーの特質 

・パーソンセンタードセラピーの理論 

・パーソンセンタードセラピーの基本的な方法 

事前学習 
テキスト pp. 64～77 を読んで、パーソンセンタ

ードセラピーについて復習しておく。 

事後学習 

パーソンセンタードセラピーについて参考書な

どでさらに調べて、理解した内容をノートにまと

める。 

第８回 
【演習】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
テキスト pp. 64～77 を再度読んで、カウンセリ

ングの基本的技法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９回 

・エンカウンターグループとパーソンセンタードア

プローチ 

・パーソンセンタードセラピーの発展的方法 

・主要なヒューマニスティックセラピー 

事前学習 

テキスト pp.79～92 を読んで、エンカウンター

グループとパーソンセンタードセラピーの発展

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

エンカウンターグループとパーソンセンタード

セラピーの発展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。 

第１０回 
・精神分析と精神力動的な理論 

・精神力動的セラピーの主要な方法 

事前学習 

テキスト pp.94～110 を読んで、精神分析と精神

力動的セラピーについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

精神分析と精神力動的セラピーについて参考書

などでさらに調べて、理解した内容をノートにま

とめる。 

第１１回 

・認知行動療法とは 

・認知行動療法の主要な理論 

・認知行動療法の主要な方法 

事前学習 
テキスト pp.112～125 を読んで、認知行動療法

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
認知行動療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。 

第１２回 
【演習】 

・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１３回 

・家族療法とブリーフセラピー 

・表現療法 

・統合的・折衷的アプローチ 

事前学習 

テキスト pp.127～142 を読んで、家族療法・ブ

リーフセラピー・表現療法におけるクラインエン

トの不安について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
表現療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。 

第１４回 
・心理学的支援法のプロセス 

・心理支援の実際と留意点 

事前学習 

テキスト pp.142～164 を読んで、心理支援の実

際・プロセス・留意点について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

心理支援の実際・プロセス・留意点について参考

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。 

第１５回 

・補足（倫理的側面、心の健康教育） 

・知識的学習と体験的学習 

・まとめ 

事前学習 

テキスト pp.166～174 を読んで、知識的学習と

体験的学習について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

倫理的側面、心の健康教育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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（心理療法）／心理療法概説 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3382 

EDPS3308 
２．授業担当教員 大住 誠 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
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 

 様々な心理療法の中から、クライエント中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代
表的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と意義を学び、それぞれの技法を体験的に

学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、クライエント
自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。 

８．学習目標 

１．心理療法の諸理論・諸技法について、その背景となる考え方を理解し、それぞれの治療・援助の方法を

具体的に知ることで、その考え方や方法を日常生活に応用できるようになる。 

２．対人援助の場で、利用者の抱える問題に応じた心理的側面の援助方法を選ぶことができるようになる。 

３．訪問による支援や、地域支援の意義について理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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） 

 １．治療構造の概要と問題 

   心理療法には必ず治療構造があり、これを意識して守るように努めることはとても重要である。そこ

で、治療構造がどのようなものかその概要と、自分なりの意見を、文献を２，３冊参考にして述べな

さい。 

２．転移・逆転移の問題と対処法 

   心理療法には必ず転移・逆転移が問題となるが、これを意識して、適切に対処できることがとても重

要である。そこで、転移・逆転移がどのようなもので何が問題かとその対処法についてまとめ、自分

なりの意見を、文献を２，３冊参考にして述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】氏原寛・東山紘久著『カウンセリング初歩』ミネルヴァ書房、1992。 

【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．毎回の授業に対して、学生自身の書いたものを通して、基本的事項の理解度を評価する。 

２．授業への参加度として、教員からの質問への応答の頻度と根拠を持った発言かどうかを評価する。 

３．課題レポート（または、期末試験）の文章が論理的であるかどうか、および基本的事項が盛り込まれて

いるかどうかを評価する。 

○評定の方法 

授業内の課題シート・学習ノート、授業態度・参加姿勢、課題レポート等を総合して評価する。 

１．授業内の課題シート・学習ノート 総合点の３０％ 

２．授業態度・参加姿勢       総合点の１０％ 

３．課題レポート(期末試験)     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・自ら主体的に取り組むようにすること。 

・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・早退をしないでほしい。 

・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）

をしないようにしてほしい。 

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 

テキストのまえがきとあとがきを読んで、カ

ウンセリングについての基本的な考えを理

解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

臨床心理士・公認心理師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２回 
・カウンセリングの対象と心理的症状・問題 

・カウンセリングの目的と方法 

事前学習 

テキスト pp.2～20 を読んで、カウンセリン

グの目的と方法について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 
心理的症状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３回 

・カウンセリングの場所 

・カウンセリングの作用・副作用 

・インテーク面接 

・予備面接 

事前学習 

テキスト pp.21～46 を読んで、カウンセリン

グの作用・副作用について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 
インテーク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４回 

・クライエントとは 

・時間 

・治療回数・料金 

・その他の治療契約 

・医師や他機関との連携と紹介 

事前学習 
テキストpp.46～70を読んで構造や連携につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
連携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 
・初期と初期にまつわる問題 

・中期と中期にまるわる問題 

事前学習 

テキスト pp.71～90 を読んで、初期と中期に

まつわる問題について理解し、疑問点を明確

にする。 

事後学習 
初期の問題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６回 ・心理療法文献の検討１（芸術・表現療法の事例） 

事前学習 
事前に配布された芸術・表現療法の事例文献

をよく読み、自分なりの理解をしておく。 

事後学習 
箱庭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７回 

・終結期と終結にまつわる問題 

・カウンセリングにおける成功・失敗 

・クライエントの満足感と自信 

・症状消失 

事前学習 

テキスト pp.91～113 を読んで、終結にまつ

わる問題について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 
終結と中断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 

・適応と不適応 

・人格変容・プロセススケール・自己実現 

・カウンセリングにおける客観性と主観性 

・カウンセラーを目指す人 

事前学習 
テキスト pp.113～140 を読んで、適応と人格

変化について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
プロセススケール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９回 

・カウンセリングは効くのか 

・他の人間関係とどう違うのか 

・カウンセリングのねらい 

・抑圧 

事前学習 

テキスト pp.140～166 を読んで、カウンセリ

ングの効果について理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 
抑圧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 

・コンプレックス 

・投影 

・カウンセリング関係 

事前学習 
テキスト pp.166～184 を読んで、家族療法の

概要について理解し、疑問点を明確にする。 

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１１回 

・意味 

・共感 

・技法の問題 

事前学習 
テキスト pp.184～199 を読んで、技法につい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
共感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 ・心理療法文献の検討２（精神分析的心理療法の事例） 

事前学習 

事前に配布された精神分析的心理療法の事

例文献をよく読み、自分なりの理解をしてお

く。 

事後学習 

精神分析的心理療法、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１３回 

・料金 

・心理テスト 

・カウンセラーの価値観 

・転移性恋愛 

事前学習 
テキスト pp.200～220 を読んで、心理テスト

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
恋愛性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１４回 
・訓練 

・カウンセラーの専門性 

事前学習 

テキスト pp.220～235 を読んで、カウンセラ

ーの専門性について理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 
カウンセラーの訓練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 
・補足（プライバシーへの配慮、訪問支援、地域支援） 

・まとめ（用語、概念） 

事前学習 
テキストを読み直して、心理療法の用語・概

念について復習し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

配布されたプリントを使って用語・概念につ

いて辞典などでさらに調べて理解した内容

をノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学統計法／心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP1141 

２．授業担当教員 岡田 順介 

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 

 心理学を修める上で、統計学の知識は、データを正しく扱い読み取るために必須の教養のひとつである。

本講義では、統計学に関する正しい知識を習得するとともに、データを収集し、分析し、結果を読み取る能

力を身につけることを目標とする。 

本講義は、「統計学」の講義に継続する内容として、実際にデータを収集し、統計ソフト(SPSS)を用いて、

「統計学」で習得した記述統計を実施するとともに、各種の統計的仮説検定の実際について学ぶ。 

８．学習目標 

代表的な統計処理について自ら統計ソフト(SPSS)を用いて実践することで、基本的なデータの扱いと読み

取り方法を習得する。具体的には、以下の４点を目標とする。 

１．研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができる。 

２．データに合った解析法を選択できる。 

３．選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができる。 

４．解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

複数回の課題を課す。 

10．教科書・参考書・

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準： 

①研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができるか 

②データに合った解析法を選択できるか 

③選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができるか 

④解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができるか 

○評定の方法： 

受講態度、演習への取り組み、期末レポートから総合的に評価する。 

授業への参加・受講態度：30% 

課題達成・レポート：40% 

小テスト：30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 統計処理法はデータ処理のテクニックである。一度学べば生活や社会で役立つはずである。 

２ 卒業研究で実験したり調査したりする際に必要な内容である。 

３ 計算は電卓で行うが、分析と考察は実施者が行う。これが統計処理法である。 

４ 関数つき電卓があると便利である。 

尚、人数等、講義の状況に応じて一部記載内容から変更される場合がある。 

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（講義概要の解説） 

統計学と心理統計法および統計処理法 

事前学習 
教科書（心理学と数字）を読み、心理統計の

社会的な貢献を理解しておく。 

事後学習 
なぜ心理学に統計が必要か、および社会的貢

献を熟知し、ノートにまとめておく。 

第２回 実験・調査データの検定と推定（仮説検定法について） 

事前学習 教科書（変数）を読む。 

事後学習 
量的変数・質的変数の概念について理解し、

ノートにまとめておく。 

第３回 記述統計（代表値） 

事前学習 教科書（代表値）を読む。 

事後学習 
代表値の種類とその特徴を理解し、ノートに

まとめておく。 

第４回 記述統計（散布度） 

事前学習 教科書（散布度・標準化）を読む。 

事後学習 
散布度の種類とその特徴について理解し、ノ

ートにまとめておく。 

第５回 相関分析（散布図・相関係数） 

事前学習 教科書（2 変数の関係）を読む。 

事後学習 
散布図の利用法・相関関係の概念について理

解し、ノートにまとめておく。 

第６回 相関分析（仮説の検証） 

事前学習 教科書（母集団を推測）を読む。 

事後学習 
相関分析による仮説検証について理解し、ノ

ートにまとめておく。 



 

 

第７回 クロス集計表と連関係数（χ²検定について） 

事前学習 教科書（クロス集計表）を読む。 

事後学習 
連関係数の求め方・特徴について理解し、ノ

ートにまとめておく。 

第８回 まとめ（授業 1～7） 

事前学習 

次の授業で質問できるように、これまでの授

業内容についてコメント・疑問等をまとめて

おく。 

事後学習 
質問に対する回答を理解し、ノートにまとめ

ておく。 

第９回 統計的仮説検定とは 

事前学習 教科書（統計的仮説検定）を読む。 

事後学習 
仮説検定の考え方・手順を理解し、ノートに

まとめておく。 

第１０回 実験法（1）ｔ検定の求め方 

事前学習 教科書（t 検定）を読む。 

事後学習 
二つの平均値の比較の求め方を理解し、ノー

トにまとめておく。 

第１１回 実験法（2）対応のある・ない場合の求め方 

事前学習 教科書（t 検定）を読む。 

事後学習 
対応のある・ない場合の検定方法について理

解し、ノートにまとめておく。 

第１２回 実験法（3）分散分析法（三つ以上の平均値の比較） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
平均値ではなく分散を利用することについ

て理解し、ノートにまとめておく。 

第１３回 実験法（4）分散分析法（二要因被験者内計画） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
二要因被験者内計画について理解し、ノート

にまとめておく。 

第１４回 実験法（5）分散分析法（二要因被験者間計画） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
二要因被験者間計画について理解し、ノート

にまとめておく。 

第１５回 まとめ（授業 1～14） 

事前学習 

次の授業で質問できるように、これまでの授

業内容についてコメント・疑問等をまとめて

おく。 

事後学習 これまでの授業内容を熟知しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理検査法演習 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3354 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 演習およびグループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理的アセスメント／心理検査法」と併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

ようになることを目指す。 

８．学習目標 

１．心理検査の種類・特徴および長所・短所を理解し、説明できるようになる。 

２．心理検査の実際を体験的に学び、使用できるようになる。 

３．心理検査の結果からのアセスメントができるようになる。 

４．心理検査における心理臨床の倫理について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・各実習で行った心理検査について結果をレポートにして提出する（A4用紙1枚）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】澤田丞司著『心理検査の実際 改訂版』新興医学出版社、2004。 

     土川隆史他編『ロールシャッハ法解説』名古屋ロールシャッハ研究会、2011。 

【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．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表をしたか。 

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

○評定の方法 

１．受講態度・参加姿勢            総合点の 30% 

２．実施した演習（心理検査）ごとのレポート  総合点の 40% 

３．科目終了レポート             総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

・人間の深層心理を知る手がかりのさわりに是非触れてほしい。病院臨床だけでなく、スクールカウンセラ

ーなどの教育臨床であっても、将来必ず役に立つはずである。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・演習を中心に授業が展開するので、主体的・積極的に取り組むこと。 

・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。 

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 

（心理検査の概要） 

事前学習 心理検査の概要の予習をしてくる。 

事後学習 
興味をもった検査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２回 ・YG 性格検査の実施と分析 

事前学習 
YG 性格検査について調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第３回 ・TEG の実施と分析 

事前学習 
TEG について調べ、概要を理解するとともに

疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第４回 ・うつ尺度（SDS）、不安尺度（MAS）の実施と分析 

事前学習 
SDS、MAS について調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第５回 ・WISC の実施 
事前学習 

WISC について調べ、概要を理解するととも

に疑問点を明確にする。 

事後学習 検査結果をできるだけまとめておく。 

第６回 ・WISC の分析 

事前学習 
検査結果をできるだけまとめておくととも

に、疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第７回 ・バウムテスト、風景構成法の実施と分析 

事前学習 
バウムテスト、風景構成法について調べ、概

要を理解するとともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第８回 ・PF スタディの実施 
事前学習 

PF スタディについて調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 検査結果をできるだけまとめる。 



 

 

第９回 ・PF スタディの分析と事例研究 

事前学習 
実施した PF スタディについてまとめ、疑問

点を明確にする。 

事後学習 
事例についてまとめてレポートとして提出

する。 

第１０回 ・SCT の実施と事例研究 

事前学習 
SCT について調べ、概要を理解するとともに

疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１１回 ・ロールシャッハ・テストの実施 

事前学習 
ロールシャッハ・テストについて調べ、概要

を理解するとともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１２回 ・ロールシャッハ・テストの分析 

事前学習 
実施したロールシャッハ・テストについてで

きるだけ、分析表にまとめておく。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１３回 
・箱庭療法の実施 

（制作した箱庭の検討） 

事前学習 

箱庭療法について調べ、概要を理解するとと

もに疑問点を明確にする。また、事前にひと

りずつ箱庭を作成する。 

事後学習 箱庭作品の解釈を試み提出する。 

第１４回 ・箱庭の事例研究 
事前学習 

事前に配布された事例を読んで、概要を理解

し分からないところを明確にする。 

事後学習 箱庭作品の解釈を試みレポートを提出する。 

第１５回 ・まとめ 

事前学習 参考書を再読し問題意識を明確にする。 

事後学習 
配布資料で興味をもった項目について、さら

に調べ理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 政治学（国際政治を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1318 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

景気対策、規制緩和、地域主権、社会保障、雇用問題など「政治」の場で議論される諸問題はマスメディ

ア報道などを通して日々われわれの耳に入ってくる。わたしたちは、住みやすい社会をつくり、市民の生活

水準の向上図るための機能を「政治」と呼んでいる。本科目では政治学の基礎的な概念を理解し、歴史的事

象、時事問題を事例として政治の仕組みについて考えていく。 

８．学習目標 

1) 政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2) 現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

 市場の失敗の例である「公共財」に及び「情報の非対称性」ついて、その概要をまとめて書きなさい。ま

た、「公共財」か「情報の非対称性」についてあなたの考えを書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 マスメディアの報道内容と国鉄民営化の関わり及びテレビ・ラジオと新聞・雑誌の政治的中立性の違いに

ついて書きなさい。日本のマスメディアについて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】 

北山俊哉・久米郁男・真渕勝共著『はじめて出会う政治学（第三版）』有斐閣アルマ、2009。 

【参考書】 

バーナード・クリック 著『現代政治学入門』講談社学術文庫、2003。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2)現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3)具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

・各受講生の参加意欲・態度（課題の提出状況も含む）について総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の授業での発言・共同作業（ディスカッションなど）の実態等から総合的に評価する。（30％） 

・各受講生の知識理解や思考の深まりについて、試験・レポートから評価する。（40％） 

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

12．受講生への 

メッセージ 

かなり難しく思える政治学が「住みやすい社会」と「住民を守る国家」を築くことを目標とするものであ

り、そのための手段を「政治」というのだと理解すること。毎回、自分の意見を適切に述べ合う授業方法で

進めていく。 

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） 

第 1 章 組織された集団 

「1 鉄の三画同盟」について （教科書 pp.2～9） 

事前学習 地図帳や図表などを見て、世界地理を知る。 

事後学習 
現代の政治問題について、ノートにまとめ

る。 

第２回 

第 1 章 組織された集団 

「2 少数者たちが支配する？ －多元的民主主義―」 

（教科書 pp.9～19） 

事前学習 利益集団とは何かを知る。 

事後学習 
多元的民主主義の考え方を、ノートにまとめ

る。 

第３回 

第 2 章 官と民の関係 

「1 規制緩和で何が変わったか？」 

（教科書 pp.20～26） 

事前学習 
官（政治家、官僚）と民（経営者、労働者）

の関係を知る。 

事後学習 
企業と労働組合の選挙活動や政治運動につ

いて、ノートにまとめる。 

第４回 

第 2 章 官と民の関係 

「2 市場の失敗・政府の失敗」 

（教科書 pp.26～39） 

事前学習 
官（政治家、官僚）と民（経営者、労働者）

の関係を知る。 

事後学習 
企業と労働組合の選挙活動や政治運動につ

いて、ノートにまとめる。 

第５回 

第 3 章 大企業と政治 

「1 大企業が政治を支配している？」 

「2 大企業の構造的な影響力と政治的紛争」 

（教科書 pp.40～56） 

事前学習 
大企業の政治献金による政党との癒着を覚

える。 

事後学習 
自由民主党の衰退と復活の背景について、ノ

ートにまとめる。 

第６回 

第 4 章 選挙と政治 

「1 政策で選挙は戦えるか？」 

「2 施策に代わる手がかりは？」 

（教科書 pp.58～76） 

事前学習 政党と内閣の関係をつかむ。 

事後学習 
公職選挙の問題点について、ノートにまとめ

る。 



 

 

第７回 

第 5 章 地方分権 

「1  自治体には 2 つの役割がある」 

「2 国と地方の相互依存」 

（教科書 pp.77～94） 

事前学習 日本の地方自治の欠点を知る。 

事後学習 
地方税と裁判所について、ノートにまとめ

る。 

第８回 

第 6章 マスメディアと政治 

「1 マスメディアは政治を動かす？」 

「2 マスメディアは誰の味方か？」 

（教科書 pp.96～116） 

事前学習 マスメディアとインターネットを覚える。 

事後学習 
マスメディアの管理について、ノートにまと

める。 

第９回 

第 7章 国会 

「1 ねじれ国会」 

「2 国会の影響」 

（教科書 pp.118～137） 

事前学習 国会と内閣の関係をつかむ。 

事後学習 
大統領制度と内閣制度の違いについて、ノー

トにまとめる。 

第１０回 

第 8章 内閣と内閣総理大臣 

「1 内閣総理大臣と大統領」 

「2 総理大臣の影響力」 

（教科書 pp.138～159） 

事前学習 
総理大臣（首相）と国務大臣（閣僚）の構成

を知る。 

事後学習 
総理大臣の権力構造について、ノートにまと

める。 

第１１回 

第 9 章 官僚 

「1 大臣と官僚のバトル」 

「2 キャリア官僚のキャリア」 

              （教科書 pp.160～176） 

事前学習 
国会議員（政治家）と公務員（官僚）の対立

を覚える。 

事後学習 
官僚支配の実態について、ノートにまとめ

る。 

第１２回 

第 10 章 冷戦の終わりからテロとの戦いへ 

「1 戦後の国際環境」 

「2 日本の対外政策」 

              （教科書 pp.178～195） 

事前学習 アメリカとソ連の冷戦の歴史をつかむ。 

事後学習 
冷戦後の軍事体制について、ノートにまとめ

る。 

第１３回 

第 11 章 経済交渉 

「1 貿易は世界を幸せにするか？」 

「2 経済交渉の行われ方」 

              （教科書 pp.196～217） 

事前学習 貿易摩擦と経済交渉を知る。 

事後学習 
ＰＰＦ交渉の背景について、ノートにまとめ

る。 

第１４回 

第 12 章 国境を越える政治 

「1 ビリヤード・ゲームのような国際政治」 

「2 裸になる国家」 

              （教科書 pp.218～238） 

事前学習 今日の国際政治の焦点を覚える。 

事後学習 
イラン問題と北朝鮮問題の対策について、ノ

ートにまとめる。 

第１５回 政治学のまとめ 

事前学習 政治問題の解決手段をつかむ。 

事後学習 
国民を幸福にする政治とは何かについて、ノ

ートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 精神保健学 / 精神保健学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2303 

EDHE2306 
２．授業担当教員 滝川 英昭 

４．授業形態 講義、プレゼンテーション、ディスカッション、レスポンスシート ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

養護教諭として求められる「乳幼児から老年期までの各ライフステージにおける精神保健」、「精神保健に

おける個別課題（家庭・学校・地域・職場・司法精神保健など）」、「精神保健に関する法制度・行政のしくみ」
「世界の精神保健事情」についての最新事情を学び、将来の自身のあり方を選択することに役立てる。 

８．学習目標 
・「養護教諭」として必要な精神保健学の知識を身につける。 

・精神保健の最新事情を知り、学校現場における「精神保健」の意義や課題について考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポートを作成し提出する。 

詳細は授業で説明する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

新版精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編 

『新版 精神保健福祉士養成セミナー2 精神保健学―精神保健の課題と支援』へるす出版、2014。 

【参考書】 

日本精神保健福祉士養成校協会編『新・精神保健福祉士養成講座 1精神疾患とその治療』中央法規、2012。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１、ライフサイクルにおける精神保健について理解しているかどうか。 

２、障害に対する理解をしているかどうか。 

３、精神保健福祉の個別課題に対し、理解しているかどうか。 

４、我が国と諸外国の精神保健を理解しているかどうか。 

○評定の方法 

１、積極的参加度（毎回の提出物、授業への積極的参加度）50％、 

２、課題レポート、プレゼンテーション 10％、 

３、復習テスト（2 回実施）の総計点数 40％ 

以上の結果を総合的に判断する。 

なお、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健は、過去・現在そして将来、あなた自身を見つめ、把握し、自身を守るスキルとなる。自分の個

体生存のためにも今学んでいるという視点をもって取り組むこと。講義では視覚教材を多用する。さまざま

な情報を入手しやすくなってきている現在において、教科書を踏まえながら、現実に生じているリアルな実

践に触れることのできる講義に心掛けるので、ともに学んでいく意識を持つこと。随時、配布プリントで補

完していく。 

13．オフィスアワー 授業の前後に相談に応じる。メールの活用も考慮する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、オリエンテーション 

ストレスと脳 

事前学習 教科書 pp.1～16 を読んでくる。 

事後学習 ストレスについての配布プリントを復習する。 

第２回 
ライフサイクルにおける精神保健 

乳幼児期 

事前学習 教科書 pp.17～28 を読んでくる。 

事後学習 

乳幼児期についての配布プリントを復習し、ラ
イフサイクルの表（教科書 p.56）をいつも見る
ことができるようにしておく。 

第３回 
ライフサイクルにおける精神保健 

学童期 

事前学習 教科書 pp.28～40 を読んでくる。 

事後学習 学童期についての配布プリントを復習する。 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健 

思春期、青年期 

事前学習 教科書 pp.40～60 を読んでくる。 

事後学習 

思春期/青年期についての配布プリントを復習
する。自我同一性の拡散（教科書 p.57）につい

て振り返る。 

第５回 

ライフサイクルにおける精神保健 

（青年期に発症する）統合失調症、わが国の精神障害者

対策 

事前学習 教科書 pp.80～95 を読んでくる。 

事後学習 
青年期の精神障害についての配布プリントを復
習する。 

第６回 

ライフサイクルにおける精神保健 

成人期、老年期 

うつ病、認知症について 

事前学習 教科書 pp.60～78、pp.95～105 を読んでくる。 

事後学習 
成人期/老年期についての配布プリントを復習

する。 

第７回 
障害者（児）の精神保健 

てんかん、知的障害について 

事前学習 
障害にはどのような種類があるのか、調べてみ

る。 

事後学習 
障害者（児）についての配布プリントを復習す
る。 



 

 

第８回 
成人の発達障害（アスペルガー障害、ADHD） 

老年の認知症（皮質性、皮質下性）とその対策について 

事前学習 

発達障害や認知症にはどのような種類があり、

どのような対策がなされているのか調べてみ

る。 

事後学習 
成人の発達障害や認知症が社会問題となってい
る、昨今の社会背景について考えてみる。 

第９回 
アルコール関連問題対策 

薬物乱用防止対策について 

事前学習 教科書 pp.106～140 を読んでくる。 

事後学習 薬物についての配布プリントを復習する。 

第１０回 
思春期（青年期）の精神保健対策 

（オーバードーズを中心に） 

事前学習 教科書 pp.140～152 を読んでくる。 

事後学習 
自我同一性の拡散（教科書 p.57）と確立（教科

書 p.58）について振り返ってみる。 

第１１回 
家庭における精神保健 

（児童虐待を中心に） 

事前学習 教科書 pp.189～197 を読んでくる。 

事後学習 児童虐待についての配布プリントを復習する。 

第１２回 
職場・学校における精神保健 

（児童相談所の職場環境を中心に） 

事前学習 教科書 pp.198～226 を読んでくる。 

事後学習 
児童相談所についての配布プリントを復習す
る。 

第１３回 
地域における精神保健 

（保健福祉活動における具体的な技術、SST など） 

事前学習 教科書 pp.227～252 を読んでくる。 

事後学習 
保健福祉活動についての配布プリントを復習す
る。 

第１４回 

まとめ（その 1） 

うつ病と自殺対策、わが国の「こころの健康づくり」に

ついて 

事前学習 教科書 pp.152～164 を読んでくる。 

事後学習 
自殺対策には何が必要なのか、身の回りの事柄

から考えてみる。 

第１５回 
まとめ（その 2） 

世界的にみた精神保健の流れ 

事前学習 教科書 pp.299～318 を読んでくる。 

事後学習 
日本の精神医療、精神保健の現状から、日本人

の特性について考えてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 生理学 （4 単位） 

３．科目番号 GELA2322 

２．授業担当教員 宋 暁鈞 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、ならびに意見発表。生理学に関する簡単

な実験。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

医療分野の多極化がすすみ、数多くの co-medical の新しい職種が誕生している。人体に関係のある仕事に

携わる人々にとって人体生理学は大変大切である。職場の労働者の健康管理や快適な職場環境づくりを行う

ための衛生管理者や福祉専門職・心理専門職にとって、この生理学は欠かすことのできない科目であるが、

難解な科目でもある。しかし、まず、人体の全般にわたって理解を深め、その上で、専門的な知識を習得し

ていくことが大切である。 

本科目では、人体各部の組織、器官・器官系それぞれの生理機能を理解し、それらが統合された個体として

の人体活動について、疾病とも関連させて学ぶ。 

８．学習目標 

学生には下記について学び、説明できるようになることが期待される。 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を確認する。 

２．生体内の諸組織・器官の機能について理解できるようになる。 

３．生体内の諸組織・器官の神経系による調節について理解できるようになる。 

４．生体内の諸組織・器官の内分泌系による調節について理解できるようになる。 

５．神経系・免疫系・自律神経系を介する生体防御について理解できるようになる。 

６．生体機能を健康的に維持する方法について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の復習のために、適宜提出物を求まる。 

※A4版、横書き、400字～600字。 

２．レポート課題：最も関心の高かった器官系を一つ選び、生理機能をまとめる。 

※A4版、横書き、1000字～1600字。第30回授業後提出。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】岡田隆夫・松村幹郎著『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009。 

【参考書】吉岡利忠他(編)『生体機能学テキスト 第 2 版』中央法規、2007。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体の組織・器官・器官系の機能をふまえて、生体丸ごとの活動について理解しているか。 

 ２．生理学と医学の他分野と関連づけて理解できているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業ごとのレポート、発言） 40％ 

 ２．課題レポート・発表                30％ 

 ３．期末試験                     30％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、受講生は以下の条件を守ることが期待されている。 

１.授業中は常に集中力を保って受講すること。 

２.積極的態度で授業に参加すること。疑問点は後に残さず、講義時間内及び直後に質問すること（研究室へ

の来訪は大歓迎）。 

３.予習・復習を十分行うこと。関連図書を沢山読むこと。 

４.レポートは、簡潔且つ要点を掘り下げたものを求める。 

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。特に、携帯電話の操作は絶対にしないこ

と。上記のことをした場合はその理由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

13．オフィスアワー 
授業のない時間帯であれば、何時でも研究室で質問を受ける。どんな事でも気軽に来て相談することができ

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） 

身体・細胞  

（構造と機能） 

事前学習 
pp.１～13：身体の仕組み、細胞の構造と機能を

調べておく。 

事後学習 
細胞膜・細胞内小器官・細胞核の機能について

まとめる。 

第２回 
体液   

（組成、恒常性の調節） 

事前学習 pp.15～19：体液の組成と平衡を調べておく。 

事後学習 
細胞内液、細胞外液の組成、水分調整、脱水症
状についてまとめる。 

第３回 
血液  

（組成、役割、血液凝固と線溶系） 

事前学習 pp.31～44：血液の組成と役割を調べておく。 

事後学習 血球の働き、血液凝固機序についてまとめる。 

第４回 
循環①  

（心機能の調節機序、心電図の意味） 

事前学習 pp.57～67：心臓の位置､構造を調べておく。 

事後学習 
心機能の調節機序と心電図の意味についてまと
める。 

第５回 
循環②  

（血管系と機能調節、血管系の異常、リンパ系） 

事前学習 
pp.68～85：血管系・リンパ系の構造と機能調節

を調べておく。 

事後学習 
血管系・血圧調節の機序とリンパ液の役割につ

いてまとめる。 



 

 

第６回 
呼吸①  

（呼吸器の構造と機能調節） 

事前学習 pp.45～49：気道と肺の構造と機能を調べておく 

事後学習 呼吸器系の機能調節についてまとめる。 

第７回 
呼吸②  

（ガス交換、呼吸器系の異常） 

事前学習 
pp.49～56:吸気･呼気中のガス成分を調べてお

く。 

事後学習 
血中酸素分圧の測定結果を踏まえて、呼吸器系

機能についてまとめる。 

第８回 
消化①  

（消化器系の構造と機能調節） 

事前学習 
pp.99～102：消化管と消化腺の構造を調べてお

お。 

事後学習 消化管と消化腺の機能調節についてまとめる。 

第９回 
消化②  

（消化、吸収、消化管ホルモン） 

事前学習 
pp.102～109：消化・吸収の意味、消化酵素を

調べておく。 

事後学習 
消化運動に関与するホルモンについてまとめ
る。 

第１０回 
授業のまとめとディスカッション 

第１回 レポート課題を提出 

事前学習 

第１回～第９回まで学んだことについて学生間

でディスカッションし、第１回レポート課題を

提出。 

事後学習 
レポート課題の内容について、誤っていた部分
を再学習。 

第１１回 
栄養と代謝  

（栄養素、中間代謝、エネルギー所要量） 

事前学習 pp.111～118：栄養素の種類と機能を調べておく 

事後学習 栄養素の代謝についてまとめる。 

第１２回 
体温  

（体温の生理的変動、熱産生、熱放射、気候順化） 

事前学習 
pp.119～120：人体の体温測定部位と正常値、

体温調節中枢を調べておく。 

事後学習 体温調節のメカニズムについてまとめる。 

第１３回 

尿の生成と排尿  

（腎臓の機能、糸球体の濾過、尿細管再吸収、体内の水

分平衡） 

事前学習 pp.87～98：泌尿器系の構造と機能を調べておく 

事後学習 尿の生成機構と排尿機構についてまとめる。 

第１４回 
内分泌系①  

（内分泌腺とホルモン、ホルモン分泌調節機序） 

事前学習 
pp.125～129：内分泌腺・外分泌腺の相違とホ

ルモンの特性を調べておく。 

事後学習 
内分泌の刺激機構、フィードバックによる抑制

機構についてまとめる。 

第１５回 
内分泌系②  

（成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後葉ホルモン） 

事前学習 
pp.130～136：下垂体、甲状腺の構造と機能を

調べておく。 

事後学習 
成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後葉ホ
ルモンの生理的効果についてまとめる。 

第１６回 
内分泌系③  

（副腎皮質ホルモン、性ホルモン、膵臓ホルモン） 

事前学習 
pp.136～142：副腎皮質ホルモンとインスリン

の機能を調べておく。 

事後学習 ホルモンの過剰・過小の影響についてまとめる。 

第１７回 
内分泌系④  

（ストレスによる内分泌系･免疫系への変化） 

事前学習 
事前に配布した資料を理解し、ストレスによる

身体と精神に及ぼす影響を調べておく。 

事後学習 
ストレスを起因する内分泌系と免疫機構への変
化についてまとめる。 

第１８回 
生殖  

（性分化、二次性徴、性周期、受精・分娩） 

事前学習 
pp.143～149：受精、胎児の成長、分娩の過程

を調べておく。 

事後学習 
性分化、二次性徴と性ホルモンとの関連につい

てまとめる。 

第１９回 
骨とカルシウム代謝  

（構造、骨吸収･再形成、骨代謝とホルモン、骨粗鬆症) 

事前学習 
事前配布資料を読んで、骨の構造と代謝、骨粗

鬆症を調べておく。 

事後学習 
カルシウム調整ホルモンの種類と機能、骨粗鬆

症の予防機構についてまとめる。 

第２０回 
授業のまとめとディスカッション 

第 2回 レポート課題を提出 

事前学習 

第 11 回～第 19 回まで学んだことについて学生

間でディスカッションし、第２回レポート課題

を提出。 

事後学習 
レポート課題の内容について、誤っていた部分
を再学習する。 

第２１回 
神経①  

（神経細胞の形態、活動電位、興奮の伝達･伝導） 

事前学習 
pp.21～29：神経細胞の特徴とシナプス伝達を調

べておく。 

事後学習 
神経の興奮伝導･シナプス伝達についてまとめ
る。 



第２２回 
神経②  

（自律神経系、運動神経系、感覚神経系）   

事前学習 
pp.153：末梢神経系（遠心性、求心性）の特徴

を調べておく。 

事後学習 末梢神経系の障害に伴う各種症状をまとめる。 

第２３回 
神経③  

（中枢神経系：大脳新皮質、辺縁系） 

事前学習 pp.151～161：脳の構造と機能を調べておく。 

事後学習 
高次脳機能とそれらの障害に伴う症状について
まとめる。 

第２４回 
神経④  

（中枢神経系：脳幹、脊髄、小脳） 

事前学習 
事前配布資料を読んで、脳幹、脊髄、小脳の構

造を調べておく。 

事後学習 脳幹、脊髄、小脳の機能についてまとめる。 

第２５回 
筋肉①  

（骨格筋：筋収縮の機序、運動の神経支配） 

事前学習 
pp.183～191：随意筋（骨格筋）と不随意筋（平

滑筋・心筋）の特徴を調べておく。 

事後学習 骨格筋の収縮機序と筋疲労についてまとめる。 

第２６回 
筋肉②  

（平滑筋、心筋） 

事前学習 
pp.183～185:平滑筋と心筋の特徴を調べてお

く。 

事後学習 
平滑筋、心筋の収縮と自律神経調節機構につい

てまとめる。 

第２７回 
感覚①  

（感覚の種類、感覚受容器と伝導、体性感覚） 

事前学習 
pp.163～167：感覚とは？体性感覚を調べてお

く。 

事後学習 
感覚受容器と伝導、体性感覚の種類と感度につ
いてまとめる。 

第２８回 
感覚②  

（特殊感覚） 

事前学習 
pp.168～182：特殊感覚の種類と感覚受容部位

を調べておく。 

事後学習 
特殊感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚）
の特徴とそれぞれの障害についてまとめる。 

第２９回 授業の総まとめ、質疑応答 

事前学習 
第１回～第２８回まで学んだ内容について学生

間でディスカッションし、質疑応答を行う。 

事後学習 
第１回～第２８回までの授業を振り返り、ポイ

ントを掴む為に再学習する。 

第３０回 第 3回 レポート課題を提出する 

事前学習 課題に対するレポートの作成を行うこと。 

事後学習 

生理学全般について質疑･応答、ディスカッショ
ンを取り入れてまとめる。学習目標を達成でき

たかを考えておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 世界史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1328 

GELA1348 
２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

歴史を学ぶということは過去を記憶することのみにとどまるものではない。それを踏まえ、現在をどのよ

うに生き、さらに未来をどう構築していくのかについて主体的に考えることである。つまり、現存の社会、

経済、政治制度、文化、思想、技術などがどのように形成されてきたのか、それを今後どのようにしていく

のかについて、総体的に捉えることが必要である。各地域の歴史、文化、民族などは共通する部分もあるが、

基本的にはそれぞれが異質な存在であるととらえた方がそれらに対し真摯である。世界史の授業では、様々

な地域の歴史を学ぶことを通して、各地域の文化や民族の特質を理解し、多文化共生社会の実現に向けて必

要となる知識や教養を身に付けることを目的とし、 

受講生の興味・関心のある課題を取り入れながら授業を進めていくことにしたい。 

８．学習目標 

大きな目標は４点である。 

１ 平和を維持するため、戦争を起こさないための強い気持と行動力を形成し、実践に活かすことができる。 

２ 現代にいたる歴史の概要を理解し、説明することができる。 

３ それぞれの地域、文化、民族の特質を理解し、説明することができる。 

４ 多文化が共生するためには相互理解が必要であることを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1) 各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) 世界の歴史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】「世界の歴史」編集委員会 編著『新もういちど読む山川世界史』山川出版社、2017。 

【参考書】木村靖二・岸本美緒・小松久男 編著『詳説 世界史研究』山川出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

１．世界史に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の５０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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。 

教科書・配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

国際社会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 人類の進化と文明の起源 

事前学習 
教科書の pp.7-12を読み、人類の進化につい

て復習しておく。 

事後学習 既習内容を復習する。 

第３回 古代オリエント世界 

事前学習 
教科書の pp.14-36を読み、「古代オリエント」

の意味を調べておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、古代ギリシャやローマの

様子について整理しておく。 

第４回 アジアの古代文明：インド、中国 

事前学習 
教科書の pp.36-56 を読み、インダス文明、

黄河文明について把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習し、インダス文明や黄河文明

が発達した要因や背景について整理してお

く。 

第５回 中世：東アジア世界 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、日本を含む当時の東

アジア情勢について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時の東アジア圏の関係

について整理しておく。 

第６回 中世：イスラーム世界 

事前学習 
教科書の第 3章を読み、イスラーム世界の成

立について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、イスラーム文化の特徴に

ついて整理しておく。 



第７回 中世：ヨーロッパ世界 

事前学習 
教科書の第 4章を読み、当時のヨーロッパの

情勢について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時の世界におけるヨー

ロッパの位置づけについて整理しておく。 

第８回 近世ヨーロッパの形成 

事前学習 
教科書の第 5 章を読み、「近世」と「近代」

の違いについて調べておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、ヨーロッパの世界各国へ

の影響について整理しておく。 

第９回 欧米近代社会の確立 

事前学習 
教科書の第 6章を読み、ヨーロッパからアメ

リカにわたる情勢の流れを把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、独立戦争、産業革命、ナ

ショナリズムについて流れを整理しておく。 

第１０回 近代アジアの変動 

事前学習 
教科書の第 7章を読み、日本を含むアジアの

動きを把握してく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時のアジア圏と非アジ

ア圏の関係を把握しておく。 

第１１回 帝国主義時代の始まりと第一次世界大戦 

事前学習 
教科書の第 8章を読み、第一次世界大戦当時

の世界情勢を把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、植民地支配に対するアジ

ア、アフリカの動きを整理しておく。 

第１２回 ヴェルサイユ体制と第二次世界大戦 

事前学習 
教科書の第 9章を読み、第二次世界大戦に関

わった国々の関係を把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、第二次世界大戦が世界に

及ぼした影響について整理しておく。 

第１３回 戦後の東西対立と冷戦 

事前学習 
教科書の第 10 章を読み、戦後の世界情勢を

把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、戦後のアメリカとソ連の

働きについて整理しておく。 

第１４回 現在の国際社会 

事前学習 
現在の国際社会における問題について調べ

ておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、経済成長がもたらした日

本の世界への影響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、不明な点を確

認しておく。 

事後学習 
教科書を参照しながら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） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SNMP3356 

SSMP2156 
２．授業担当教員 植木 是 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に「ソーシャルワークⅠ」を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生の理解度に応じた課題を適宜出す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅠに引き続き、相談援助に必要な理論・方法について学んでいく。実践現場で使える生

きた知識として身につけることを期待する。 

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： 
ソーシャルワークⅡを学習するにあたっての説明と確

認 
ソーシャルワークⅠの振り返り 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき
るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第２回 
社会福祉の概念的理解： 
「社会福祉」をどのように説明するか？ 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき

るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第３回 
ソーシャルワークの概念と範囲： 

映画『ターミナル』からソーシャルワークを考える 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第４回 
ソーシャルワークの概念と範囲： 
国際的ソーシャルワークの定義について理解する 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第５回 
ソーシャルワークの職種と専門性： 

ソーシャルワークの「仕事」と「職場」 

事前学習 
テキスト pp.19～25を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 

第６回 
ソーシャルワークの理念と原則： 

ソーシャルワーク実践の根底にあるものは何かを知る 

事前学習 
「社会正義」について調べ、自分の言葉で説
明できるようにする。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 



第７回 
ソーシャルワークの倫理： 
倫理綱領とは何か？ 

事前学習 

社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に

ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第８回 ソーシャルワーク実践上のディレンマ 

事前学習 

社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に

ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第９回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅰ：事例を

通じてソーシャルワークの構造を知る 

事前学習 

第 8回に配布されたレジュメに記載されてい

る課題（ジェノグラムを見て考える）につい
て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１０回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅱ：事例を

通じてソーシャルワークに必要な視点と態度を学ぶ 

事前学習 

第 8回に配布されたレジュメに記載されてい

る課題（ジェノグラムを見て考える）につい
て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１１回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅲ：事例を
通じて「人と環境の相互作用」を理解する 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を

明確にする。テキスト pp.53～67を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１２回 
ソーシャルワークにおけるニーズ： 

ニーズの多様性について事例を用いて理解を深める 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を
明確にする。pp.44～51を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１３回 
ミクロからメゾ、マクロを包括したソーシャルワーク
実践について（事例紹介） 

事前学習 
テキスト pp.27～43を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 15回の講義時に提出する。 

第１４回 

ソーシャルワーク実践と援助関係： 
ソーシャルワーカーとクライエントとの関係性につい
て理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.69～93を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
課題 1の作成（講義内で示される提出期限厳

守）。 

第１５回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅰ： 
ソーシャルワークの展開過程の全体像を理解する 

事前学習 
テキスト pp.95～101 を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 17回の講義時に提出する。 

第１６回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅱ： 

ケースの発見からアセスメント 

事前学習 
テキスト pp.102～126を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 17回の講義時に提出する。 

第１７回 
ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性と技術
を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」

を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１８回 アセスメント演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を
確認する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１９回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅲ： 

アセスメントからプランニング・支援の実施 

事前学習 
テキスト pp.127～136を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」

を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２０回 プランニング演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.206～222を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２１回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅳ： 
モニタリングと評価・効果測定 

事前学習 
テキスト pp.138～153を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳

守）。 

第２２回 
ソーシャルワークのモニタリングと効果測定・評価の
技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.224～248を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 



 

 

第２３回 面接技法Ⅰ：面接の必要性と果たす役割を理解する 

事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 25回の講義時に提出する。 

第２４回 面接技法Ⅱ：面接に必要となる技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 25回の講義時に提出する。 

第２５回 面接ロールプレイ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知
識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２６回 
記録の意義と方法：ソーシャルワーク技術としての記
録について事例を基に技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知

識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２７回 
“交渉”とソーシャルワーク：ソーシャルワークにお
ける交渉の持つ意義と役割を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.296～315を熟読し、その内容を

ノートに記入する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２８回 

これまでの学びについてのまとめ： 
事例を用いてソーシャルワークの展開過程とその他技
術について総合的にその内容を確認する 

事前学習 
これまでの資料等を整理し、学習内容を振り
返る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２９回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅰ（ジェネ
リック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を
箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配

布されたレジュメをまとめる。 

第３０回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅱ（スペシ
フィック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を

箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配

布されたレジュメをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 

SNMP3357 

SCMP3357 

SSMP3157 ２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びⅡをすでに履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で整理したところから、適宜小テストを行う。 

適宜、授業内容をまとめたレポート課題を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークの理論について事例を通して一緒に学んでいく。 

様々な実践モデルやアプローチを学び、相談援助の実際について理解していくことが重要である。 

わからないことをそのままにしないで積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後に受け付ける。 

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 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

相談援助における対象の理解① 

・社会福祉援助活動の概念と定義について 

事前学習 
テキスト（社会福祉援助活動の概念と定義）を

熟読すること。 

事後学習 
ソーシャルワークの定義について自身の言葉

でまとめておく。 

第２回 
相談援助における対象の理解② 

・相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 相談援助の対象についてテキストにて調べる。 

事後学習 
システム理論に基づいたクライエント理解に

ついてまとめておく。 

第３回 
ケースマネジメント（ケアマネジメント）① 

・ケースマネジメントの基本とその過程 

事前学習 
ケースマネジメントの基本とその過程につい

てテキストにて調べる。 

事後学習 
ケースマネジメントの過程について再読し、ノ

ートにまとめておく。 

第４回 

ケースマネジメント（ケアマネジメント）② 

・ケースマネジメントにおけるアセスメントの特徴 

・ケアプランの作成・実施の特徴 

・ケースマネジメントの特徴・ソーシャルワークの関 

 係 

事前学習 
ケアプランの作成過程についてテキストにて

調べる。 

事後学習 
アセスメントについて、自身の言葉で要約して

おく。 

第５回 
グループを活用した相談援助 

・グループの意義と展開、自助グループの活用 

事前学習 グループワークについてテキストにて調べる。 

事後学習 
自身が地域でどのようなグループに所属して

いるか書き出しておく。 



 

 

第６回 

コーディネーションとネットワーキング 

・コーディネーションの目的と意義、方法と技術、留

意点  

・ネットワーキングの目的と意義、方法 

事前学習 
コーディネーションとネットワーキングにつ

いてテキストにて調べる。 

事後学習 
コーディネーションとネットワーキングにつ

いてまとめておく。 

第７回 

相談援助における社会資源の活用・調整・開発① 

・社会資源の活用、調整・開発の意義と目的、方法と

留意点 

事前学習 社会資源についてテキストにて調べる。 

事後学習 
自身の地域にある「社会資源」には何があるか

調べてまとめる。 

第８回 

相談援助における社会資源の活用・調整・開発② 

・ソーシャルアクションのシステム作りについて、事

例研究 

事前学習 
ソーシャルアクションについてテキストにて

調べる。 

事後学習 

ソーシャルアクションによって新しい社会資

源となったものを調べてノートにまとめてお

く。中間課題レポートを提出する。 

第９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（1） 

・実践モデルの意味について 

事前学習 
ソーシャルワークの実践モデルについてテキ

ストにて調べる。 

事後学習 
なぜ実践モデルが必要か、考えノートにまとめ

ておく。 

第１０回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（2） 

・治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルの理

解について 

事前学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデル

についてテキストにて調べる。 

事後学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデル

をそれぞれ、ノートにまとめておく。 

第１１回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（3） 

・ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実践モ

デル 

事前学習 
ジェネラリスト・ソーシャルワークについてテ

キストにて調べる。 

事後学習 
ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実

践についてノートにまとめておく。 

第１２回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（4） 

・心理社会的アプローチ 

事前学習 
心理社会的アプローチについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
心理社会的アプローチに関する基本文献を探

し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第１３回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（5） 

・機能的アプローチ 

事前学習 
機能的アプローチについてテキストにて調べ

る。 

事後学習 
機能的アプローチに関する基本文献を探し、疑

問点等をノートにまとめておく。 

第１４回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（6） 

・問題解決アプローチ 

事前学習 
問題解決アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
問題解決アプローチに関する基本文献を探し、

疑問点等をノートにまとめておく。 

第１５回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（7） 

・課題中心アプローチ 

事前学習 
課題中心アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
課題中心アプローチに関する基本文献を探し、

疑問点等をノートにまとめておく。 

第１６回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（8） 

・危機介入アプローチ 

事前学習 
危機介入アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
危機介入アプローチに関する基本文献を探し、
疑問点等をノートにまとめておく。 

第１７回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（9） 

・行動変容アプローチ 

事前学習 
行動変容アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
行動変容アプローチに関する基本文献を探し、
疑問点等をノートにまとめておく。 

第１８回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（10） 

・エンパワメントアプローチ 

事前学習 
エンパワメントアプローチについてテキスト

にて調べる。 

事後学習 
エンパワメントアプローチに関する基本文献

を探し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第１９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（11） 

・ナラティブ・アプローチ 

事前学習 
ナラティブ・アプローチについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
ナラティブ・アプローチに関する基本文献を探
し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第２０回 

さまざまな実践モデルとアプローチⅢ③ 

・認知アプローチ・その他のアプローチ 

・アプローチをめぐる課題  

事前学習 認知アプローチについてテキストにて調べる。 

事後学習 

認知アプローチに関する基本文献を探し、疑問

点等をノートにまとめておく。 

中間課題レポートを提出する。 

第２１回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術① 

・スーパービジョンの意義と目的 

・スーパービジョンの方法と留意点 

事前学習 
スーパービジョンについてテキストにて調べ

る。 

事後学習 
スーパービジョンはなぜ必要なのか、自身の言

葉でまとめておく。 



第２２回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術② 

・コンサルテーションの意義 

・コンサルテーションの形態 

・スーパービジョンとの違いについて 

事前学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違

いについてテキストにて調べる。 

事後学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違
いについてノートにまとめておく。 

第２３回 
ケースカンファレンスの技術① 

・ケースカンファレンスの意義と目的 

事前学習 
ケースカンファレンスについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
ケースカンファレンスの意義についてまとめ
ておく。 

第２４回 

ケースカンファレンスの技術② 

・ケースカンファレンスの実際、評価と普遍化につい 

 て 

事前学習 
ケースカンファレンスの実践についてテキス

トにて調べる。 

事後学習 
ケースカンファレンスの実際の事例を再読し、

まとめておく。 

第２５回 相談援助における個人情報の保護 

事前学習 個人情報保護法について調べる。 

事後学習 個人情報保護の必要性についてまとめておく。 

第２６回 相談援助における情報通信技術（ICT）の活用 

事前学習 
相談援助における情報通信技術についてテキ

ストにて調べる。 

事後学習 

自身の地域では、情報弱者のために工夫されて
いるものがあるか調べて、ノートに書き出して

おく。中間課題レポートを提出する。 

第２７回 
事例研究・事例分析① 

・事例研究の目的と意義、方法と留意点 

事前学習 
事例研究の目的と意義についてテキストにて

調べる。 

事後学習 事例研究の目的と意義についてまとめておく。 

第２８回 
事例研究・事例分析② 

・事例分析の目的と意義、方法と留意点 

事前学習 
事例分析の目的と意義についてテキストにて

調べる。 

事後学習 事例分析の目的と意義についてまとめておく。 

第２９回 相談援助の実際（事例 1・2・3・4・5） 

事前学習 テキストの相談援助の実際を熟読する。 

事後学習 事例研究の実際を再読し、まとめておく。 

第３０回 総まとめ 

事前学習 授業内容のまとめをしておく。 

事後学習 課題レポートを提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP1160 

SBMP1160 
２．授業担当教員 植木 是 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、地域調査報告についての考察をまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

4． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの

学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について

まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を

促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ
いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ
ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと
める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ

ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ
スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ
ットとデメリットについて自らの考えをまと

める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能

についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す

る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確
認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに
ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と
のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を

確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内

容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方

法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 

地域調査(2) 

：第 12 回にて調査した内容をまとめるとともに、プレ
ゼンテーションの準備を行う 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 
プレゼンテーションの方法について振り返り、
プレゼンテーションの準備を行う。 

第１４回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 

：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰで学習できたことを
まとめるとともに、ソーシャルワーク演習Ⅱの

実施に向けた自己課題を明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2160 

SBMP2160 
２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクライ
エントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用され

る面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 

2）基本的な面接技術について実践できる。 

3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 

5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 

6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術に

ついてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1.第 2 回～第 5 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 6 回～第 8 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 9 回～第 14 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・6 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

6． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

7． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

8． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

9． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

10． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

5． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

6． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

7． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

8． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅰの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの

学習内容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 



第２回 
人間（個人）の理解 
：エコロジカル、バイオ・サイコ・ソーシャルの視点か
ら理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
バイオ・サイコ・ソーシャルの視点についてま

とめる。 

第３回 
面接技法 
：面接における適切な姿勢・態度について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 
面接技法 
：基本的応答技法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における基本的応答技法についてま
とめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 
：支援の展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第６回 
グループワークにおけるワーカーの役割 
：展開過程に応じたワーカーの役割について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割
についてまとめる。 

第７回 
グループワーク技法(1) 
：準備期、開始期における介入方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要

となる技術についてまとめる。 

第８回 
グループワーク技法(2) 
：作業期、終結期における介入方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 

グループワークにおける作業期・終結期に必要
となる技術についてまとめる。 

課題 2 の作成 

第９回 
コミュニティソーシャルワーク・プロセス 
：支援の展開方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワーク・プロセスにつ
いてまとめる。 

第１０回 
アウトリーチ 
：アウトリーチの必要性と実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アプトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１１回 
チームアプローチ 
：コミュニティソーシャルワークにおけるチームアプロ
ーチの必要性と実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１２回 
コーディネーション 
：有機的な連携のためのコーディネーションの必要性と
実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
コーディネーションの意義と方法についてま
とめる。 

第１３回 
ネットワーキング 
：コミュニティにおけるネットワーキングの必要性と実
践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと

める。 

第１４回 
社会資源の活用・調整・開発 
：社会資源の特質の理解ともめられる技術について理解
する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 
：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びを振り返り、
ソーシャルワーク演習Ⅲに向けた自己課題を
まとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SBMP3460 

PSMP3460 ２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅲは「ソーシャルワークの実践」という位置づけとなり、これまでのソーシャルワーク演習Ⅰ及びソ
ーシャルワーク演習Ⅱにおいて学習した内容を踏まえ、それらの知識と実践技術を、事例を通じてより実践

的に活用し、総合的、また横断的な理解の促進を図る。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワークに関する事例を用いて、個人に対するソーシャルワーク実践に関し、必要な知識と技術

を言語化することができる。 

2）ソーシャルワークに関する事例を用いて、グループ（集団）を活用したソーシャルワーク実践に関し、必
要な知識と技術を言語化することができる。 

3）ソーシャルワークに関する事例を用いて、地域（コミュニティ）に対するソーシャルワーク実践に関し、
必要な知識と技術を言語化することができる。 

4）ソーシャルワークに関する事例を用いて、個人、集団（グループ）、地域（コミュニティ）を対象とした

横断的・総合的な専門知識・技術の活用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 

課題 1.第 2 回～第 4 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて学

習できたことをまとめなさい。 

課題 2.第 5 回～第 7 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて学

習できたことをまとめなさい。 

課題 3.第 8 回～第 10 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて

学習できたことをまとめなさい。 

課題 4.第 11 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて

学習できたことをまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ
れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・4 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～4） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
11． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

12． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
13． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

14． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

15． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 
教員は以下のことを実行する。 
9． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

10． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 
11． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

12． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 
オリエンテーション 

ソーシャルワークⅡの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅲの学習内

容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ・ソーシャルワーク演習Ⅱで

の学習を踏まえ、ソーシャルワーク演習Ⅲの自己の学
習目標を明確にする。 

第２回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（1） 

事前学習 
事例 1 に目を通し、そのストーリーの理解を図るとと

もに、分からない用語等を確認する。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第３回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第４回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第５回 

事例 2 

ｸﾞﾙｰﾌﾟを用いた支援を題材とした事例の展開
（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第６回 

事例 2 

グループを用いた支援を題材とした事例の展開
（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第７回 

事例 2 

グループを用いた支援を題材とした事例の展開

（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第８回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第９回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１０回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１１回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１２回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１３回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１４回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（4） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 4 の作成 

第１５回 まとめ 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅲで使用したテキスト（プリン

ト）の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅲで学習できたことをまとめる

とともに、ソーシャルワーク演習Ⅳの実施に向けた自
己課題を明確化する。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3161 

PSMP3461 
２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4 用紙 40 文字×30 行×2 枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規出版、2015 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

16． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

17． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

18． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

19． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意して下さい。 

20． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

13． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

14． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明します。 

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

16． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳのね

らいと単元の解説、授業の進め方について解説し

ます） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認

する。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 

テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必

要な用語や法制度について調べ、ノートにまとめ

る。 

事後学習 
生活モデルのポイントについてノートにまとめ

る。 

第３回 

ストレングスモデル 

（事例を通して、クライエントに考え方と感情の関

係について教えることを学びます） 

事前学習 
テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
ストレングスモデルのポイントについてノートに

まとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第５回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第７回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第８回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第９回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１１回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１２回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

ナラティブアプローチ② 

（ビネットを通してナラティブアプローチのドミ

ナントストーリーの弊害とオルタナティブスト

ーリー可能性について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.220～225 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
ナラティブアプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第１４回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につ

いてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１５回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3 の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（Ｓ） （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2180 

PSMP2480 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実
習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、

文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が

展開されるのかという基本的学習を中心として、次年度に行う実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
1）相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 
2）実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3）資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 
4）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容について、
まとめなさい。 

課題 2：実習配属施設・機関に関して、その関連法令、規定されたサービス内容等施設・機関の概要につい
てまとめなさい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 
『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 ※講義にて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3. 資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4. 個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

21． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

22． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

23． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

24． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

25． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

17． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

18． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4 ．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解説、講
義の進め方についての説明 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導用のノート（もし
くはファイル）を準備し、併せてテキスト「は
じめに」を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実
習の仕組みと内容についてノートにまとめ
る。 

配布物 
『ソーシャルワーク実習の手引き』、『学習の
手引き』、学生調査票 



第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制についての理解 
（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 
 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 
「ソーシャルワーク実習の手引き」を参照に
東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）につ
いてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキスト
pp.2～18）： 
専門職養成において実習を実施することの意味・意義につ
いて理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
「なぜ実習が必要なのか」についてノートに
まとめ提出する。 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学におけ
る実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク
実習）の理解（テキスト pp.19～34 及びソーシャルワー
ク実習の手引き使用）： 
相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習
目標を相互に理解し、実習目標への理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助
実習に求められる内容についてノートにま
とめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、東京福祉
大学の実習（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）の目標についてノー
トにまとめる。 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介と説明（テキ
スト pp.55～64 及び東京福祉大学「ソーシャルワーク実
習の手引き」使用）：法定施設・機関の紹介と希望種別の
選択 
・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68） 

事前学習 
テキスト pp.55～64 を熟読し、実習先施設・
機関の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動
機についてノートにまとめる。 

第６回 

・事前学習として実習先を理解する意義（テキスト
pp103~106）： 
希望種別に関する事前学習レポートをまとめる（課題 1） 
・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別に対す
る動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 

第７回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第８回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第９回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第１０回 
・実習先の配属 
・配属先実習施設・機関に関する情報収集 
・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明文化） 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」を熟読し、実習配属から実習実施までの
流れを再確認する。 

事後学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートに
まとめる。 

配布物 
実習配属通知、個人調査書（実習先提出用） 
実習記録必要書式のコピー（施設概要及び実
習プログラム案下書き用紙） 

第１１回 

・配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法（テキス
ト pp.123~139） 
・個人調書等書類の作成（社会福祉士資格取得の動機の明
文化） 

事前学習 
「社会福祉士を目指す動機」「思い描く社会
福祉士像」について言語化できるようまとめ
る。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートに
まとめる。 

配布物 「事前訪問について」 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

第１５回 
・見学実習（事前訪問）の最終確認 
・学習のまとめ 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
事前訪問日時について実習指導者へ電話連
絡のうえ、訪問日時を明確にする。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャル
ワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題につい
てまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（P/B）（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3181 

PSMP3481 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必

要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク基礎実習、またその後のソーシャ

ルワーク実習における課題の明確化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

26． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

27． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

28． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

29． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

30． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

20． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

21． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

23． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習実施上の課題につい

てノートにまとめる。 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク基礎実習における学

ぶべき内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）の作成

（テキスト pp.147～154）：実習計画の意義と作成に

ついての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習 プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設

概要作成 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）

の作成：実習プログムラ（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

 



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習  

事後学習  

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習  

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


