
 

 

１．科目名（単位数） 対照言語学 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3345 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、ディスカッション、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 

日本語と他の言語と共時的に比較対照する方法、および日本語の誤用分析の方法を勉強する。対照と誤用

分析によって得られた知見を日本語教育にどのように応用するかもあわせて検討する。また、日本語教育へ

の応用という視点から、日本語学習者にとって特に習得困難とされる項目を取り上げ、習得を困難にさせる

さまざまな要因について検討していく。 

８．学習目標 
1.比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになる。 

2.日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業の終わりにワークシートを利用し、学習内容の確認を行う。 

２．言語の違いによってどのような誤用が生じるのか、またなぜ誤用が起きるのか、分析する。 

３．なぜ学習者が誤用を行うのか、分析する。 

４．誤用分析についてグループでテーマを決めて発表する。発表後のフィードバックを参考に最終レポート

を作成し提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】随時、授業内容に即したプリントを配布する。 

【参考書】国立国語研究所編集『対照研究と日本語教育』くろしお出版、2002。 

          石綿敏雄・高田誠著『対照言語学』桜楓社、1990。 

     寺村秀夫他『ケーススタディ日本文法』桜楓社、1990。 

     佐々木瑞枝著『日本語を「外」から見る―留学生と解く日本語の謎』小学館、2010。 

     ヒューマンアカデミー『日本語教育能力（日本語教師対策）検定試験 第４版』翔泳社、2017。 

水谷信子『日英の対照研究』アルク、1988。 

森田良行・村木新次郎・相沢正夫編集『ケーススタディ日本語の語彙』桜楓社、1989。 など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

成績評価の規準(学習目標) 

１ 比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになったか。 

２ 日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになったか。 

評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語学習者が使っている日本語について、なぜこのような間違いをするのかと不思議に思ったことはな

いか。この授業は対照研究を通して、学習者が習得を困難にさせる要因を明らかにし、日本語教育への応用

を目指す。日本語学習者や日本語教育に関心をもって臨んでほしい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction:授業概要の説明、自己紹介 

対照言語学、比較言語学の違いについて 

事前学習 
対照言語学と比較言語学はどう違うか考え

る。 

事後学習 授業概要の書かれたプリントを通読する。 

第２回 誤用分析 

事前学習 
配布資料を読み、誤用分析とは何か理解す

る。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 言語の類型と世界の諸言語 

事前学習 

配布資料を読み、世界の言語の類型とどのよ

うに世界の言語が分類されているか、理解す

る。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 言語の類型と世界の諸言語 

事前学習 
配布資料を読み、日本語は世界の言語の中で

どのように分類されているのか、理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 助詞の誤用分析 

事前学習 
日本語学習者は、どのような助詞を間違える

のか、なぜ間違えるのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第６回 他動詞・自動詞の誤用分析 
事前学習 

日本語学習者は、どのような他動詞・自動詞

の間違いをするのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 



第７回 活用・テンス・アスペクトの誤用分析 

事前学習 
なぜ学習者は、動詞の活用やテンスを間違え

るのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第８回 授受表現の誤用分析 

事前学習 
文法的には正しいが、失礼になってしまう授

受表現について考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第９回 語彙の使い方の誤用分析 

事前学習 
学習者はなぜその語彙を選択したのか、考え

る。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第１０回 グループで発表テーマを考える。 

事前学習 
これまでのワークシートを見直し、発表テー

マについて考える。 

事後学習 発表テーマについて考える。 

第１１回 発表テーマについて話し合う。 

事前学習 発表テーマの原稿を考える。 

事後学習 発表テーマの原稿を作成する。 

第１２回 発表テーマの準備 

事前学習 発表テーマの原稿を見直す。 

事後学習 発表に向け、練習を行う。 

第１３回 発表、質疑応答、フィードバック 

事前学習 発表に向け、練習する。 

事後学習 
質疑応答や、フィードバックを参考にレポー

トを考える。 

第１４回 最終レポート提出準備 

事前学習 レポートを作成する。 

事後学習 提出するレポートを読む。 

第１５回 
これまでの内容の振り返り、レポートの評価・フィード

バック 

事前学習 レポートを見直す。 

事後学習 レポートの評価について考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2141 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義、演習（グループワークを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

第二言語を学び習得する際の理論や問題点について学んでいく。第二言語習得は、日本語や外国語教師にな

ることを目指すものにとって必要な知識である。本講座では、基本的な専門用語や、第二言語習得の際に起

こる問題について学ぶ。 

８．学習目標 第二言語習得(SLA)の基本的な概念の理解を目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業の始めに与えられた課題の発表で、内容導入を行う。 

２．毎回授業の終わりにワークシートを利用し、学習内容を確認する。 

３．教科書と講義内容を踏まえたうえで、自分が第二言語を勉強した際に抱えた問題とその原因についてレ

ポートを作成する。詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】白井恭弘著『外国語学習の科学―第二言語習得論とは何か』岩波新書、2008。 

【参考書】授業中に紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得（SLA）の基本的な概念について自分のことばで説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

私たちは、かなりの時間と労力を費やして外国語を学んでいるが、思い通りに外国語を使えずにいる。より

効果的な第二言語学習とは何かを念頭に置きながら、第二言語習得論のメカニズムを勉強する。 

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（授業概要の説明、自己紹介） 

事前学習 
第二言語習得論とは何かについて考えてお

く。 

事後学習 教科書を通読し、希望発表担当箇所を選ぶ。 

第２回 第 1 章「母語を基礎に外国語は習得される」について 

事前学習 教科書 pp.1~28 を熟読しておく。 

事後学習 
第一言語習得と第二言語習得の特徴をまと

める。 

第３回 第 2 章「臨界期仮説」について 

事前学習 教科書 pp.28~50 を熟読しておく。 

事後学習 
大人と違った子どもの言語習得の特徴をま

とめる。 

第４回 
第 3 章「どんな学習者が外国語学習に成功するか」適正

について 

事前学習 教科書 pp.52~70 を熟読しておく。 

事後学習 
外国語学習を成功に導く能力の特徴をまと

める。 

第５回 
第 3 章「どんな学習者が外国語学習に成功するか」動機

づけについて 

事前学習 教科書 pp.70~82 を熟読しておく。 

事後学習 
統合的動機づけと道具的動機づけの特徴を

まとめる。 

第６回 第 4 章「外国語学習のメカニズム」言語の特質について 

事前学習 教科書 pp.84~93 を熟読しておく。 

事後学習 文法の限界について自分の言葉でまとめる。 

第７回 
第 4 章「外国語学習のメカニズム」インプット仮説につ

いて 

事前学習 教科書 pp.93~116 を熟読しておく。 

事後学習 インプット仮説の特徴をまとめる。 

第８回 まとめ、レポートのテーマの提出 

事前学習 テーマを特定する。 

事後学習 
テーマを再確認し、レポートの骨組みを立て

る。 

第９回 
第 5 章「外国語を身につけるために」第二言語習得理論

の変遷について 

事前学習 教科書 pp.118~126 を熟読しておく。 

事後学習 誤用分析の重要性をまとめる。 



第１０回 第 5 章「外国語を身につけるために」習得順序について 

事前学習 教科書 pp.126~136 を熟読しておく。 

事後学習 習得順序の特徴をまとめる。 

第１１回 
第 5 章「外国語を身につけるために」アウトプット仮説

について 

事前学習 教科書 pp.142~161 を熟読しておく。 

事後学習 アウトプット仮説の特徴をまとめる。 

第１２回 
第 6 章「効果的な外国語学習法」インプットとアウトプ

ットについて 

事前学習 教科書 pp.164~170 を熟読しておく。 

事後学習 
インプットとアウトプットの方法について

自分の感想を記述する。 

第１３回 
第 6 章「効果的な外国語学習法」学習ストラテジーにつ

いて 

事前学習 教科書 pp.170~180 を熟読しておく。 

事後学習 
学習ストラテジーについて自分の言葉で記

述する。 

第１４回 第 6 章「効果的な外国語学習法」学習法について 

事前学習 教科書 pp.180~183 を熟読しておく。 

事後学習 
ナチュナル・アプローチの特徴についてまと

める。 

第１５回 これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 学習内容を復習し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
テキストを復習し、最終レポートを作成す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3141 

２．授業担当教員 坂 望美 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「第二言語習得理論」を必ず受講しておくこと。 

７．講義概要 

第二言語習得理論を踏まえ、更なる実践的な教育能力を身につけると共に、研究能力養成を目指す。本講

座では、日本語教育と日本語習得研究の間にどのような関係があるのかを考えると共に、第二言語習得につ

いて、どのような研究や報告がなされているのか知見を深める。そのための方法として、紹介した論文や自

分が興味のある論文を選び、それについてまとめ、発表する。 

８．学習目標 

・第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向を知る。 

・日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているか考える。 

・外国語学習体験について第二言語習得を通して考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業のはじめと終わりに学習内容の確認を行う。 

２．CiNiiなどで検索・選択した論文についてレジュメを作成し、8回目の授業前に提出する。9回目以降は発

表を行う。その後、発表会での議論・コメントを踏まえ、自分の研究成果を最終レポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】必要な教材については資料を配布する。 

【参考書】大関浩美著『日本語を教えるための第二言語習得論入門』くろしお出版、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向について自分のことばで説明できるようになっ

たか。 

２）日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているかについて説明できるようになったか。 

３）外国語学習体験について第二言語習得を通して考えたことを説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

第二言語習得による日本語教育の現場での応用に重点を置く。外国語を勉強する際にどんなことが起こる

のか、それはなぜなのか、そしてどのように解決するかを検討する。ぜひ、自分の外国語学習のことを思い

出して、自分の経験に照らし合わせながら授業を受けてほしい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業概要、CiNiiや Google Scholar などによる論文検索

法の説明、レジュメの書き方の説明 

事前学習 
これまで学んだ第二言語習得論について復

習する。 

事後学習 
興味のある論文を検索し、8 回目の授業前に

レジュメが提出できるように準備する。 

第２回 

「第二言語習得論」について 配付プリント① 

課題 1. 第二言語習得に関する論文を読み、レジュメを

作成 

事前学習 配布プリント①を熟読しておく。 

事後学習 第二言語習得論の背景をまとめる。 

第３回 
「中間言語」について 配付プリント② 

課題 2. 中間言語に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント②を熟読しておく。 

事後学習 中間言語の特徴をまとめる。 

第４回 
「母語の影響」について 配付プリント③ 

課題 3. 誤用研究に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント③を熟読しておく。 

事後学習 
例を挙げながら母語による干渉の仕方をま

とめる。 

第５回 「習得順序と発達順序」について 配付プリント④ 

事前学習 配布プリント④を熟読しておく。 

事後学習 習得順序と発達順序の特徴をまとめる。 

第６回 
「インプット・アウトプット」について 配付プリント

⑤ 

事前学習 配布プリント⑤を熟読しておく。 

事後学習 
例を挙げながらインプット・アウトプットの

特徴をまとめる。 

第７回 「文法を教える効果」について 配付プリント⑥ 

事前学習 配布プリント⑥を熟読しておく。 

事後学習 
文法を教える限界について例を挙げながら

記述する。 



第８回 レジュメ提出、内容の確認 

事前学習 
発表したい論文を特定し、レジュメを作成す

る。 

事後学習 レジュメを修正・完成する。 

第９回 
プレゼンテーション①準備 

（課題 1 に対するコメント） 

事前学習 
資料 1を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 1 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１０回 
プレゼンテーション②準備 

（課題 2 に対するコメント） 

事前学習 
資料 2を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 2 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１１回 
プレゼンテーション③準備 

（課題 3 に対するコメント） 

事前学習 
資料 3を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 3 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１２回 
プレゼンテーション④ 

（課題 1 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１３回 
プレゼンテーション⑤ 

（課題 2 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１４回 
プレゼンテーション⑥ 

（課題 3 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１５回 これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 
学習内容を復習し、疑問点を明らかにしてお

く。 

事後学習 
テキストを復習し、最終レポートを作成す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2 単位） 

３．科目番号 GELA1336 

２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループディスカッション、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 
特になし 

７．講義概要 

グローバル化が進むにつれ、異なる母語・習慣・価値観をもった人たち同士の多文化コミュニケーションは

日常的になりつつある。本講義は、自分の視野をこのような多文化「共生社会」にむけて広げ、必要とされ
るコミュニケーション能力を修得することを目的とする。具体的には、多文化コミュニケーションを構成す
る「言語」「コミュニケーション」「文化」の３つの基本的概念を理解し、多文化コミュニケーションのしく

みを理解する。次に、様々なコミュニケーション活動や教科書のエクササイズを行い、多文化コミュニケー
ションのスキルを理解し養っていく。最後にグローバル時代における多文化コミュニケーションの役割と多
文化共生の在り方について自分なりの意見を発信する。 

８．学習目標 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解する。 
2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で
きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

【アサイメント】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。 

【レポート課題】第 13回 14回でグループ発表した内容をレポートとしてまとめ、第 15回授業開始時までに

提出する。詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

資料は教室内で配付する。 

【参考書】 

石井敏ほか著『はじめて学ぶ異文化コミュニケーション−多文化共生と平和構築に向けて− 』有斐閣、2013。 

八代京子ほか著『異文化コミュニケーション・ワークブック』三修社、2001。 

その他は、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解できたか。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で
きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．多様な文化的・社会的背景を持つ人々との交流やコミュニケーションに興味を持つこと。 

２．自身や周囲のコミュニケーション状況を意識して観察し、関連付けながら受講すること。 

３．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。 

４．自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

５．授業で配布した全てのプリントを毎回持参すること。 

６. テストでは自筆のノート１冊のみを持ち込み可とするので、日頃からノートをまとめておくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 シラバスを熟読する。 

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 異文化コミュニケーションの基礎概念 

事前学習 配布資料を読み要点をまとめておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第３回 言語コミュニケーションと文化 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 コミュニケーションスタイル 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 アサーティブ・コミュニケーション 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



第６回 非言語コミュニケーション①種類・特徴・機能 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 非言語コミュニケーション②時間と空間 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第８回 「異文化」の友人①LGBTQ 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 「異文化」の友人②ダブル・ハーフ 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめておく。 

第１０回 「異文化」の友人③障害者 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 「異文化」の友人④難民 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 グループ発表準備 

事前学習 発表の草案を準備する。 

事後学習 授業中に得たコメントを発表に生かす。 

第１３回 
グループ発表①（LGBTQ 又はダブル・ハーフの友人と

のコミュニケーション） 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１４回 
グループ発表②（障害者又は難民の友人とのコミュニケ

ーション） 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表のコメント、レポートを提出する。 

第１５回 全体のまとめ・コメント返却・授業評価 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 ノートや資料を整理する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化理解入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1335 
２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、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 
特になし 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にもまして人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な

る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、
文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ
る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文

化共生のために特に大切である。 
本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理

解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文

化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ
スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになる。 
２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 
３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 
５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をする。 

２. 第13回14回で行う多文化共生に関する個人発表の内容をレポートとしてまとめ、第15回授業開始時まで

に提出する。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 
指定しない。資料は適宜教室内で配付する。 

【参考書】 
原沢 伊都夫著『異文化理解入門』研究社、2013。 
倉八 順子著『対話で育む多文化共生入門』明石書店、2016。 

その他は、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組んで授業に臨むこと。 
２．授業で配布した全ての資料を毎回持参すること。 

３．異なる文化、多様な文化に積極的な興味を持つこと。 

４．日常生活や身近な出来事の中にある異文化接触と関連付けながら受講すること。 

５．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。 

６．自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

７．講義ノートは定期的にチェックするので毎回持参すること。評価の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方、期末

課題の確認、自己紹介 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方や講義ノ

ートの作成について整理しておく。 

第２回 文化とは何か①文化のモデル 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第３回 文化とは何か②文化の特徴 

事前学習 配布資料を読み指定箇所に記入しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第４回 異文化適応 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 



第５回 異文化の認識 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第６回 異文化の障壁 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第７回 異文化受容 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第８回 
小テスト(第１回から第７回の内容) 

期末課題の準備 

事前学習 

多文化共生に関する配布資料を参考にテー

マを決め、期末課題の草案を作成し意見交換

ができるようにしておく。 

事後学習 
授業中に得たコメントをもとに課題の準備

をすすめる。 

第９回 日本における「多文化」 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１０回 日本における「外国人」 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１１回 「多文化共生」とは何か 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１２回 多文化共生のための実践 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１３回 個人発表①多文化共生への取り組みの事例報告 

事前学習 発表準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１４回 個人発表②多文化共生への提言 

事前学習 発表準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１５回 全体のまとめ、授業評価 

事前学習 
既習内容について総復習し、疑問や不明な点

がないか確認しておく。 

事後学習 
授業全体のまとめを講義ノートに記録して

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SSMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

社会福祉原論、高齢者福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、ソーシャルワーク論等の関連科目の履修が望ま

しい。 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を
含む）について説明できる。 

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 
・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、
その実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域
トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』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。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

3. 地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及びその実際につ

いて理解する。 

4. 地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域

トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解する。 

○評定の方法 

1. 受講態度・参加姿勢等 40％（全授業の 3/4 以上の出席が必要）遅刻（10 分程度迄）は 3 回で 1 回休み

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

生は上記の目的のため、下記の事を守ることを期待する。 

１． 授業中は常に集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することを期待する。 

２． 授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

３． 授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理

由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

４． レポートの提出日を厳守すること。（後日提出は評価対象にしない。） 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 地域福祉とは何かを考えて授業に臨む。 

事後学習 
地域福祉の概要や事例から何を学んだか、その

内容をまとめる。 

第２回 現代社会における地域福祉の実際 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.2~13）を熟読し、その要点

をまとめる。 

事後学習 
わが国の地域福祉が欧米からどのような影響

を受けたか、その内容をまとめる。 

第３回 
地域福祉の基本的考え方① 

―地域福祉の位置づけと福祉コミュニティ 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.14~33）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉の新しい位置づけと福祉コミュニテ

ィの考え方について、その内容をまとめる。 

第４回 
地域福祉の基本的考え方② 

―地域福祉理論と地域自立生活支援 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.36~46）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉理論の発展過程と地域自立生活支援

のあり方について、その内容をまとめる。 



第５回 
地域福祉の発展過程① 

―地域福祉における地域 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.47~56）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉における地域をどのように捉えるか、

その内容をまとめる。 

第６回 
地域福祉の発展過程② 

―地域福祉における主体形成 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.58~67）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉における主体形成について、どのよう

に捉えるか、その内容をまとめる。 

第７回 
地域での生活を支える地域福祉サービスの実際① 

―福祉教育への期待 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.68~76）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 

地域住民に対し、福祉教育を通して、どのよう

な力を育むことが期待されるのか、その内容を

まとめる。 

第８回 
地域での生活を支える地域福祉サービスの実際② 

―地方分権化における地域福祉計画 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.78~100）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地方分権化における地域福祉計画の策定につ

いて、その内容をまとめる。 

第９回 
地域福祉の主体と対象① 

―社会福祉法人と特定非営利法人 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.101~115）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉法人及び特定非営利法人の役割につ

いて整理し、その内容をまとめる。 

第１０回 
地域福祉の主体と対象② 

―民生委員・児童委員、保護司の役割 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.116~132）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における民生委員・児童委員、保護司の役

割について整理し、その内容をまとめる。 

第１１回 
地域福祉の推進方法① 

―コミュニティソーシャルワーク 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.134~147）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方及び

今後のコミュニティソーシャルワークの展開

について、その内容をまとめる。 

第１２回 
地域福祉の推進方法② 

―チームアプローチ 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.148~172）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの展開プロセ

ス及び専門多職種とのチームアプローチにつ

いて、その内容をまとめる。 

第１３回 
地域福祉計画と地域福祉活動計画① 

―住民参加の意義 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.174~184）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉推進における住民参加の意義につい

て、その内容をまとめる。 

第１４回 
地域福祉計画と地域福祉活動計画② 

―住民参加の方法 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.185~194）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉を展開する際に求められる住民参加

の方法について、その内容をまとめる。 

第１５回 
ソーシャルサポートとコミュニティソーシャルワー

ク（中間まとめ） 

事前学習 
教科書第 7 章（pp.196~206）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
ソーシャルサポートとコミュニティソーシャ

ルワークについて、その内容をまとめる。 

第１６回 
ボランティア活動と福祉教育① 

―社会資源活用・調整・開発 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.214~221）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における社会資源活用・調整・開発につい
て整理し、その内容をまとめる。 

第１７回 
ボランティア活動と福祉教育② 

―福祉サービスの開発 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.222~232）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの開発について整

理し、その内容をまとめる。 

第１８回 

地域福祉に係る組織、団体および専門職や地域住民

① 

―まちづくりとソーシャルアクション 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.233~238）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
福祉でまちづくりとソーシャルアクションに
ついて、グループで検討したことをまとめる。 

第１９回 

地域福祉に係る組織、団体および専門職や地域住民

② 

―アウトリーチの意義 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.240~243）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義につい
て、その内容をまとめる。 

第２０回 
地域福祉の財源① 

―福祉ニーズの把握方法 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.244~252）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉ニーズの把握方法について、
その内容をまとめる。 



 

 

第２１回 
地域福祉の財源② 

―地域トータルケアシステム 

事前学習 
教科書第 10 章（pp. 254~269）を熟読し、そ

の要点をまとめる 

事後学習 

地域トータルケアシステムの考え方及び地域

トータルケアシステムの展開方法について、そ
の内容をまとめる。 

第２２回 
これからの地域福祉のあり方① 

―地域トータルケアシステムの事例 

事前学習 
教科書第 10 章（pp.270~279）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域トータルケアシステムの事例について、グ

ループで検討されたことをまとめる。 

第２３回 
これからの地域福祉のあり方② 

―福祉サービスの評価 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.282~288）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの評価の考え方に
ついて、その内容をまとめる。 

第２４回 
これからの地域福祉のあり方③ 

―福祉サービスの評価方法 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.289~293）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの評価方法につい
て、その内容をまとめる。 

第２５回 
海外の地域福祉① 

―福祉サービスのプログラム評価 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.294~298）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスのプログラム評価

について、その内容をまとめる 

第２６回 
海外の地域福祉② 

―災害支援と地域福祉 

事前学習 
教科書第 12 章（pp.300~312）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
災害支援と地域福祉について、その内容をまと
める。 

第２７回 
海外の地域福祉③ 

―イギリスとアメリカ 

事前学習 
教科書第 13 章（pp.314~328）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

イギリスとアメリカが日本の地域福祉に影響
を与えた考え方や実践について整理し、その内
容をまとめる。 

第２８回 地域福祉実践の先進事例について（資料提供） 

事前学習 地域で行われている援助事例を調査する。 

事後学習 グループで検討した援助事例をまとめる。 

第２９回 
まとめ① 

―地域福祉の方向性 

事前学習 
日本の地域福祉の方向性について事前に自分

の考えをまとめてくる。 

事後学習 
グループで検討した地域福祉の方向性につい
て、その内容をまとめる。 

第３０回 
まとめ② 

―少子高齢化と地域福祉 

事前学習 
少子高齢化と地域福祉の関係について事前に

自分の考えをまとめてくる。 

事後学習 
グループで検討した少子高齢化と地域福祉の

関係についてその内容をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 知覚・認知心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2318 

２．授業担当教員 岡田 順介 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 認知心理学は“知”の働きを中心にして、人間の心のしくみを、情報処理という枠組みにもとづいて明ら
かにしていこうとする心理学の一分野である。本講義では、特に感覚、知覚、注意、記憶、思考などの領域

を概観する。また、心の働きを科学的に解明しようとする手法や考え方について学習するとともに、上記領
域における最新の知識を習得する。 

８．学習目標 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得する。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

複数回の課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】服部雅史、小島治幸、北神慎司（著）『基礎から学ぶ認知心理学』有斐閣ストゥディア、2015。 

【参考書】必要に応じて他のテキストや論文を授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得できているか。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができるか。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができるか。 

○評定の方法 

下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点(授業態度・授業への参加など) 30％ 

課題(テスト・レポート・発表など)  70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 認知心理学を学んでいく中で、普段は意識することのない「心の働き」について考え、自分自身や日常生

活における事象に、今よりももっと広く注意を向けてほしい。遅刻・早退・欠席をしないよう心がけること。

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 導入：認知心理学とは 
事前学習 教科書【10 章】を読む。 

事後学習 認知心理学の特徴についてまとめる。 

第２回 認知心理学の研究方法・研究テーマ 
事前学習 教科書【1 章】を読む。 

事後学習 研究方法・研究テーマについてまとめる。 

第３回 感覚のしくみ 
事前学習 教科書【2 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第４回 感覚の特徴 
事前学習 教科書【2 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第５回 知覚のしくみ 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第６回 知覚の特徴 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第７回 注意のしくみ 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第８回 注意の特徴 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第９回 記憶の基礎：記憶のモデル 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１０回 記憶の基礎：記憶の分類と特徴 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１１回 記憶の基礎：短期記憶とワーキングメモリ 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１２回 記憶の基礎：長期記憶 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１３回 記憶の展開：忘却と抑制 
事前学習 教科書【5 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１４回 記憶の展開：日常の記憶 
事前学習 教科書【5 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１５回 中間のまとめ：感覚、知覚、注意 
事前学習 感覚、知覚、注意の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 



 

 

第１６回 中間のまとめ：記憶の基礎、記憶の発展 
事前学習 記憶の基礎、記憶の発展の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 

第１７回 概念と知識 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１８回 スキーマ理論 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１９回 メタ認知：モニタリング 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２０回 メタ認知：コントロール 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２１回 問題解決のしくみ 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２２回 問題解決の特徴 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２３回 推論：演繹と帰納 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２４回 推論：特徴とバイアス 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２５回 判断と意思決定：効用理論 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２６回 判断と意思決定：確率の判断 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２７回 判断と意思決定：文脈と感情 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２８回 潜在認知：サブリミナル効果 
事前学習 教科書【9 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２９回 潜在認知：意識－無意識 
事前学習 教科書【9 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第３０回 半期の講義の振り返りと到達度の確認 
事前学習 半期の講義内容の要点をまとめておく。 

事後学習 理解が不十分な事柄を復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 哲学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1319 

２．授業担当教員 山田 哲史 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、倫理学や本講

義で学ぶ哲学である。 

本講義では、哲学者たちが取り組んできたテーマについて、日常生活とのつながりを意識しながら学んで

いく。しかし、もっとも大切なことは、哲学者たちの考えた内容そのものを覚えることではなく、その思考

の軌跡を追体験することによって、受講者自身が各自の思考力を鍛えていくことである。 

８．学習目標 

1 哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解する。 

2 哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができる。 

3 ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の進行に沿って理解度を確認するため、学習シートの提出を求めることがある。提出の時期はその都

度指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】貫成人著『図説・標準哲学史』新書館、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解しているか。 

・哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができたか。 

○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 

授業時に取り扱う内容に対し、自分自身の身近な問題と照らし合わせながら理解しようとする意識を持っ

て積極的に学習に取り組んで欲しい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間とする。 

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）  

万物の根源について 

事前学習 
「自分はなぜ今ここに存在するのか」この問いへの

答えを簡単に整理する。 

事後学習 
授業（万物の根源について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第２回 
知を愛する者について 

（ソフィストとソクラテス） 

事前学習 
物事を議論するときにどのようなことを心がけるか

思いつくことを列挙する。 

事後学習 
授業（知を愛する者について）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第３回 
想起することについて 

（プラトン） 

事前学習 
自分にとっての「理想とする○○」の○○を具体的

に 5 点くらい列挙する。 

事後学習 
授業（想起することについて）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第４回 
原因と結果について 

（アリストテレス） 

事前学習 
この一週間で自分の身の回りで起こった出来事を思

い出し、その原因を推測し説明できるようにする。 

事後学習 
授業（原因と結果について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第５回 神と哲学について（アウグスティヌス、等） 

事前学習 
自分が「神様」のことを頭に浮かべるときはどんな

時か具体的な場面を説明できるようにする。 

事後学習 
授業（神と哲学について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第６回 イドラについて（ベーコン） 

事前学習 

自分が今まで独りよがりな「思い込み」をしていた

ことを自覚した例を思い出していくつか例を挙げ

る。 

事後学習 
授業（イドラについて）を通して理解したこと、発

見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第７回 
疑うことについて 

（デカルト） 

事前学習 
自分が普段の生活の中で疑わしいと思っている事柄

とその理由をいくつか列挙する。 

事後学習 
授業（疑うことについて）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 



 

 

第８回 
自己保存の本能について 

（ホッブズ） 

事前学習 
社会のルールはなぜ必要なのだろうか具体的な例を

挙げながら簡単に説明できるようにする。 

事後学習 

授業（自己保存の本能について）を通して理解した

こと、発見したこと、感じたことをノートにまとめ

る。 

第９回 
一般意志について 

（ルソー） 

事前学習 
啓蒙という言葉の意味について調べて説明できるよ

うにしておく。 

事後学習 
授業（一般意志について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１０回 
道徳法則について 

（カント） 

事前学習 
道徳という言葉からどんなことを連想するか説明で

きるようにする。 

事後学習 
授業（道徳法則について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１１回 
弁証法について 

（ヘーゲル） 

事前学習 

他者の意見を取り入れながら意見をまとめていくと

きにどんなことを心がけるか思いつくことを列挙す

る。 

事後学習 
授業（弁証法について）を通して理解したこと、発

見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１２回 
ニヒリズムについて 

（ニーチェ） 

事前学習 
自分が体験した「信じられない！」という衝撃的な

体験を説明できるようにする。 

事後学習 
授業（ニヒリズムについて）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１３回 
無意識の領域について 

（フロイト） 

事前学習 

自分が思わずしてしまった言動にはどんなことがあ

るか具体的な場面をいくつか説明できるようにす

る。 

事後学習 
授業（無意識の領域について）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１４回 
人間の頽落について 

（ハイデッガー） 

事前学習 
自分は他者にどんなことを配慮しているか説明でき

るようにする。 

事後学習 
授業（人間の頽落について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１５回 
アンガジュマンについて 

（サルトル） 

事前学習 
所属する集団において自分はどんな役割を担うこと

を求められているか説明できるようにする。 

事後学習 

授業（アンガジュマンについて）を通して理解した

こと、発見したこと、感じたことをノートにまとめ

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1321 

GELA1121 
２．授業担当教員 岡田 順介 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」履修後、「社会調査法」も履修すると理解力は増大します 

７．講義概要 

我々の身の回りには実に多くの統計的データが存在する。しかし、それらについての正しい見方を知らない

と、日常生活において重大な間違いを犯してしまうことにもなりかねない。理系・文系の枠に関係なく、統

計学の知識は、データを正しく読み取り、正しく理解するために必要な教養のひとつである。この統計学の

クラスでは、統計に対する正しい知識を身につけることと、将来自分でデータを集め分析できるようになる

ことを目標に、統計学の基本的な概念の紹介から始まり、記述統計、推測統計まで幅広く学習していく予定

である。 

８．学習目標 

日常生活における統計学的なものの見方・考え方を身につけるとともに、レポート・論文の中に記載された

統計に関する記述箇所を正しく読み取れるようになること、また自らが行った統計分析結果について正しく

記述できるようになることが、本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で紹介した内容を利用した計算課題などを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

授業内で資料を配布する。 

【教科書】なし 

【参考書】他の講義で既に利用しているものを中心に、授業内で指定・紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・統計学は心理統計法や統計処理法に必要な基礎である。一度学べば心理統計法がよく理解できるはずであ

る。 

・卒業研究で実験や調査をする際に必要な内容である。 

・関数つきの電卓があると便利である。 

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（授業概要の説明）、統計学（法）

とは 

事前学習 

統計学を学ぶにあたり、関係する数学の基礎知

識について個々人の既知の範囲で確認してお

く。 

事後学習 
授業を基に統計的処理の目的・意義を把握し、

関係する数学の基礎知識について確認する。 

第２回 統計学で使う用語、記号、数式など 

事前学習 

第 1 回で指定したことを踏まえ、もう一度統計

学に関わる数学の基礎知識について確認して

おく。 

事後学習 

今後の授業で統計用語や記号が出てきても問

題なく理解できる事を目標に、授業内容を復習

する。 

第３回 母集団と標本―測定値の意味、誤差の原因 

事前学習 

日常生活などで目にする統計データが何につ

いてどのように得られたものか観察し、普段な

んとなく理解しているその意味について意識

的に整理してみる。 

事後学習 
母集団と標本の関係や誤差について問題なく

理解できているか確認する。 

第４回 統計量の意味を考える―平均値とばらつき 

事前学習 
代表値と散布度について指定、或いは配布した

資料を基に予習しておく。 

事後学習 平均値などの特徴、利点について把握する。 

第５回 ガウスの正規分布曲線を知る―大試料のデータの分布 

事前学習 
「正規分布」について調べ、理解が困難な点を

整理しておく。 

事後学習 
今後の授業に備え、分布が何を意味しているの

か、正規分布とは何かを整理しておく。 



 

 

第６回 
標準正規分布曲線を知る―確率と分布曲線の面積との

関係、偏差値 

事前学習 

前回の正規分布について整理したうえで、標準

正規分布について指定、あるいは配布し資料を

基に予習する。 

事後学習 

授業内容をもとに標準正規分布について復習

するとともに、統計において分布を扱う意義を

把握する。 

第７回 統計的仮説の検定 

事前学習 

実生活など実際に目にする統計データについ

て、「何を目的としてそのデータを得たのか」

を考えてみる。 

事後学習 
事業内容を復習し、統計的仮説の検定につい

て、その仕組みや注意点について理解する。 

第８回 
ｔ分布曲線を知る―平均値の分布、試料数によるｔ分布

曲線の違い 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基にｔ分

布について学習し、理解が困難な点を整理して

おく。 

事後学習 授業を基にｔ分布の特徴について整理する。 

第９回 ｔ分布表の見方と使い方 

事前学習 
前回の授業を基に、ｔ分布を実際に利用する方

法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点について理解し、 ｔ分

布を利用できるようにする。 

第１０回 
F分布曲線を知る―ばらつきの比の分布、試料数による

F分布曲線の違い 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に F 分

布について学習し、理解が困難な点を整理して

おく。 

事後学習 授業を基に F 分布の特徴について整理する。 

第１１回 F分布表の見方と使い方 

事前学習 
前回の授業を基に、F 分布を実際に利用する方

法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点について理解し、 F 分

布を利用できるようにする。 

第１２回 二項分布について 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に二項

分布について学習し、理解が困難な点を整理し

ておく。 

事後学習 授業を基に二項分布の特徴について整理する。 

第１３回 χ²分布表の見方と使い方 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に χ

²分布について学習し、理解が困難な点を整理

しておく。 

事後学習 授業を基にχ²分布の特徴について整理する。 

第１４回 
χ²分布曲線を知る―ばらつきの分布、試料数によるχ²

分布曲線の違い 

事前学習 
前回の授業を基に、χ²分布を実際に利用する

方法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点にについて理解し、χ²

分布を利用できるようにする。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの授業で概観したそれぞれの分布の

特徴、差異について自身で整理してみる。 

事後学習 

目的に応じて適切な分布を自身で選択・利用で

きる事を目標に、授業を基にもう一度整理す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


