
 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1121 

２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一定の

英単語や文法などの暗記学習も必要だが、表現力に重点を置いた 4 技能（聞く・話す・読む・書く）を養う

ことを主な目的とする。英語を使いこなせるようになるためには、日本語とは異なった英語の言語学的特徴

（発音、文法、語法等）を理解しておくことが大切である。また、英語という言語の背景にある、アメリカ

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

1. 表現力を重視した形で、英語の4技能（聞く、話す、読む、書く）をバランス良く向上させること。 

2. 1.を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解すること。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事前に各回の文章を読み音声を聞いておく。具体的な方法は第一回講義時に説明する。 

２．テキストのpp.6〜30の問題に解答する。 

３．担当回のスピーチの準備。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】William A. O’Donnell、芝垣哲夫著『Life across the Waves』成美堂、2016。 

【参考書】講義内で適宜紹介する。必要に応じて英和辞書を持参すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

1. 表現力を重視した形で、英語の 4 技能（聞く・話す・読む・書く）をバランス良く向上させて、応用でき

るようになったか。 

2. 1.を達成するために、英語の言語学的特徴（発音、文法、語法等）を理解して、表現できるようになった 

か。 

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め、理解することで、説明できるようになったか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．事前学習をしっかり行い、授業に臨むこと。 

２．授業は初回を除き英語で行うので、付属音声教材をダウンロードし毎日聞くなどして日頃から英語での 

  応答に慣れるように心がける。 

３．授業中の私語・居眠り・携帯/スマホの使用・教科書忘れは、減点の対象となる。 

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。 

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 
オリエンテーション 

Chapter 1: Making Friends 

事前学習 
シラバスを確認し、担当したいテーマを選ん

でおく。pp.1~5 を読み設問に答える。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理する。 

第２回 Chapter 7: New York City 

事前学習 pp.31~35 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.31~35 の意味内容を復習する。 

第３回 Chapter 8: Sports in the United States 

事前学習 pp.36~40 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.36~40 の意味内容を復習する。 

第４回 Chapter 9: The Neighborhood Party (Barbecue) 

事前学習 pp.41~45 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.41~45 の意味内容を復習する。 

第５回 Chapter 11: Holidays in the United States 

事前学習 pp.51~55 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.51~55 の意味内容を復習する。 

第６回 Chapter 12: Weather in the United States 

事前学習 pp.56~60 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.56~60 の意味内容を復習する。 

第７回 Chapter 14: Farmers’ Markets 

事前学習 pp.66~70 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.66~70 の意味内容を復習する。 



第８回 Chapter 15: Volunteering 

事前学習 pp.71~75 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.71~75 の意味内容を復習する。 

第９回 Chapter 16: College Towns 

事前学習 pp.76~80 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.76~80 の意味内容を復習する。 

第１０回 Chapter 17: American History 

事前学習 pp.81~85 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.81~85 の意味内容を復習する。 

第１１回 Chapter 18: Native Americans 

事前学習 pp.86~90 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.86~90 の意味内容を復習する。 

第１２回 Chapter 19: The Government of the United States 

事前学習 pp.91~95 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.91~95 の意味内容を復習する。 

第１３回 Chapter 20: Washington, District of Columbia (D.C.) 

事前学習 pp.96~100 を読み設問に答える。 

事後学習 pp.96~100 の意味内容を復習する。 

課題研究 

１ 

課題：教科書 Chapter 10 :Ordering Pizza の学習。教科書 46 ページ Ordering Pizza の音声教材をよく聞き、音読の練

習をする。その上で自身が音読した録音データを提出する。提出先は初回授業時に指定する。  

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。提出後、メールにて個別にフィードバックを実施する。テキストの内容につい

ての質問もメールで受け付け、質問と回答は提出者全員で共有する。 

締切日：第 6 回の授業開始前。 

事後学習：合格者には Chapter 10 の問題の解答を配布するので、各自問題を解き、答え合わせをしノートにまとめる。  

課題研究 

２ 

課題：「アメリカ合衆国の州」についてレポートを書き提出する。アメリカ合衆国の地理について調べ、行ってみたい

州（あるいは好きな州）を三つ選び、自分にとってのそれぞれの州の魅力について論じる。A4 用紙１枚（1,440

字）程度。 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。提出後、添削指導を個別にメールにて行い、第 10 回授業終了後に全員で共有

し意見交換を行う。 

締切日：第７回授業開始前。 

事後学習： 添削指導や意見交換で学んだことをノートにまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化コミュニケーション教育 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP2171 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「異文化接触と文化学習」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

 異文化コミュニケーションは、異文化環境下でのコミュニケーションや文化背景が異なる者同士によるコ

ミュニケーション事象などを対象としている。グローバル化の進む国際社会では、越境する人々によって教

育環境も多様化し、異文化コミュニケーションの機会は増加している。 

 本講義では、教育場面での異文化の対人関係を取り上げながら、教育の現状や文化とコミュニケーション

の関係、またその影響や対応などについて考えていく。 

８．学習目標 

１ 文化とコミュニケーションの関係について理解することができる。 

２ 多様な教育環境について理解することができる。 

３ 教育場面における文化の影響について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 

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．講義で扱う教育場面や対人関係を踏まえ、具体的な例をあげながらコミュニケーション事象を分析 

する。 

３．異文化コミュニケーションで起こる摩擦や葛藤について、原因や対応などを含めて考察する。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.文化とコミュニケーションの関係について理解することができたか。 

2.多様な教育環境について理解することができたか。 

3.教育場面における文化の影響について理解することができたか。 

○評定方法 

以下の点を総合的に評価する。 

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

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

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

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

文化背景の異なる人々との交流やコミュニケーションに興味を持っていることが望ましい。 

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。 

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、扱うテーマや内容につい

て把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 異文化コミュニケーションと教育 

事前学習 教育とはなにかについて自身で考えてみる。 

事後学習 
異文化コミュニケーションの事態について

振り返っておく。 

第３回 日本におけるコミュニケーション教育 

事前学習 配付する資料を読んでおく。 

事後学習 
講義で扱った学習指導要領の部分について

振り返っておく。 

第４回 教育場面における対人コミュニケーション 

事前学習 
教育現場にはどのような対人関係が存在す

るか考えておく。 

事後学習 
教育場面における文化集団とコミュニケー

ション事象について整理しておく。 

第５回 海外生教育とコミュニケーション 

事前学習 
異文化環境下で学校生活を送る際の問題に

ついて自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
補習校や母語教育などについて整理してお

く。 



第６回 海外の言語コミュニケーション教育 

事前学習 
国際社会における言語の役割について考え

てみる。 

事後学習 
講義で扱った各国の言語政策について整理

しておく。 

第７回 海外における日本語教育 

事前学習 
母語以外の言語でコミュニケーションをす

るときの問題について考えてみる。 

事後学習 
講義で扱った各国の日本語教育事情や日本

との関係について整理しておく。 

第８回 外国人児童生徒教育と異文化適応 

事前学習 
新しい環境に適応するために必要なことは

なにか自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
外国人児童・生徒を取り巻く問題について整

理しておく。 

第９回 帰国生教育と再適応 

事前学習 
新しい環境と慣れ親しんだ環境の違いはな

にか自身の考えをまとめておく。 

事後学習 帰国生教育の変遷について整理しておく。 

第１０回 国際理解教育 

事前学習 自身の異文化体験があれば振り返っておく。 

事後学習 
教育現場での国際理解や異文化理解への取

り組みについて整理しておく。 

第１１回 留学生のコミュニケーション 

事前学習 
留学生や文化背景の異なる人々と接した経

験があれば振り返っておく。 

事後学習 在日留学生の現状について整理しておく。 

第１２回 日本語教育からみた異文化理解 

事前学習 
既習内容を振り返り、異文化を理解するため

に必要なことはなにか考えておく。 

事後学習 
異文化理解のための教育的課題についてま

とめておく。 

第１３回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 4 回までの既習内容を踏まえ、教育におけるコミュニケーションの役割について、自身の考えを理
由とともにレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 1 枚 1,200 字程度 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回の授業後に実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 10 回までに配付した資料や既習内容を参考に、国際理解に関する授業計画案についてレポートに
まとめる。 

レポート形式：A4 3 枚程度（図表等も含む） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回の授業後に実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、オフィスアワーやメールを活用して行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化接触と文化学習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP1171 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文化に関する科目とあわせて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

文化とはなにかという定義は多様で複雑であるが、世界には多くの文化が存在している。人間の考えや行

動は自分が所属している文化の中で時間をかけて形成されるため、自分のもつ考えや行動があまりに自然で

あり、そのことに無意識になりがちである。このため、他文化やその中に生きる人間行動を理解するために

は、文化学習が重要となってくる。 

本講義では、日常生活におけるさまざまな文化的側面に触れながら、人はどのように文化を獲得し文化的

行動を身につけていくのか考察していく。現代は異文化接触場面も多様化しているため、身近に存在してい

る異文化を事例として扱いながら、異文化理解につなげる基礎的な学習を目的とする。 

８．学習目標 

４ 幅広い文化の概念について知識を深めることができる。 

５ 身近に存在している異文化の影響について認識を新たにすることができる。 

６ 文化の獲得や文化学習のプロセスを理解することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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．講義ノートを提出する。講義ノートとは、講義内容や理解した内容、疑問などについて、講義毎に自分

の言葉・表現でまとめたノートを意味する。第7回、第12回の授業開始時に提出する。 

３．具体的な異文化接触場面を設定し、接触時の感情や行動について分析、考察する。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1.幅広い文化の概念について知識を深めることができたか。 

2.身近に存在している異文化の影響について認識を新たにすることができたか。 

3.文化の獲得や文化学習のプロセスを理解することができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

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

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

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

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

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。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

異なる文化、多様な文化に興味を持っていることが望ましい。 

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。 

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、授業の進め方や講義ノ

ートの作成について整理しておく。 

第２回 文化の概念 

事前学習 
“文化”とはなにかについて、自分なりの考え

をまとめておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、文化の多様な概念につ

いて、講義ノートに整理しておく。 

第３回 文化の獲得 

事前学習 

自身の子ども時代と現在の自分のコミュニ

ケーションを比較し、違いについて分析して

おく。 

事後学習 

講義内容を振り返り、言語の獲得と言語コミ

ュニケーションについて整理し、講義ノート

にまとめておく。 

第４回 在住外国人との異文化接触 

事前学習 
自身の出身地で外国人と接したときの経験

を振り返っておく。 

事後学習 

講義内容を振り返り、ホストとして異文化接

触するとはどういうことか講義ノートに整

理しておく。 



第５回 旅行先での異文化接触：日本での場面 

事前学習 
自身の旅行経験について思い出を振り返っ

ておく。 

事後学習 
講義内容を参考に自文化とはなにかを分析

し、講義ノートにまとめておく。 

第６回 旅行先での異文化接触：海外での場面 

事前学習 
海外旅行でのトラブルについて見聞きした

ことを振り返っておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、海外でのトラブルにつ

いて講義ノートに整理しておく。 

第７回 留学生の異文化接触 

事前学習 

留学生にとって、学校や地域などでのトラブ

ルについて見聞きしたことを振り返ってお

く。 

事後学習 
講義内容を振り返り、留学生のライフスタイ

ルについて講義ノートに整理しておく。 

第８回 海外赴任の異文化接触 

事前学習 
海外で働くうえでの困難とはなにか、見聞き

したことを振り返っておく。 

事後学習 

講義内容を振り返り、滞在目的による異文化

接触の特徴について講義ノートに整理して

おく。 

第９回 リエントリーと文化学習 

事前学習 

海外で生活していた人が、もとの環境に戻っ

たときの影響について自分なりに考えてお

く。 

事後学習 
講義を振り返り、リエントリー・ショックの

影響について講義ノートにまとめておく。 

第１０回 文化学習のプロセス 

事前学習 
自身の文化とはなにか、自身が所属する文化

の特徴について振り返っておく。 

事後学習 

自身の行動の中にどのような文化的特徴が

表れているか分析し、講義ノートにまとめて

おく。 

第１１回 メディアを通した異文化接触と文化学習 

事前学習 

海外のドラマや海外ニュースから当該地域

に対してどのようなイメージをもつか振り

返っておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、メディアの影響につい

て整理しておく。 

第１２回 異文化受容 

事前学習 
既習内容を復習し、自身の文化の観方につい

て分析しておく。 

事後学習 
文化の受容や適応について自身の傾向を分

析しておく。 

第１３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し、不明な点がない

か確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：既習内容と自身の経験を踏まえ、これまでの国内外における異文化接触体験の中から自身が気づいた
ことについて、具体的な事例をあげながらレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 1 枚 1,000 字程度 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回の授業後に実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 4 回～第 8 回で使用した配付資料や既習内容を踏まえ、異文化接触をする際の立場の違いによる影
響や問題について、具体的な事例をあげながらレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 1 枚 1,200 字程度 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回の授業後に実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化理解 （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3331 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「異文化コミュニケーション教育」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

国際社会や世界との関わりの中で、他者と効果的なコミュニケーションを行う力を育成するために、コミ

ュニケーションの手段としての外国語やその背景にある文化の多様性及び異文化コミュニケーションの現状
と課題について学んでいく。また、さまざまな英語圏の文化を通じて、英語による表現力への理解を深め、
中学校及び高等学校における外国語科の授業に必要な知見を身に付けていく。 

本講義における学習事項としては、１．異文化コミュニケーションの現状・課題と基礎概念、２．異文化
交流の体験過程と文化多様性の意義、３．英語文化圏の歴史・社会・文化、以上３点を適宜扱うものとする。 

８．学習目標 

１. 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解している。 

２. 多様な文化的背景を持った人々との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的
に理解している。 

３. 英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２．自身のもつ文化の気づきについて分析する。 

３．自身の生活がどのような文化的影響を受けているかを分析する。 

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】 

池田理知子 編著『よくわかる異文化コミュニケーション』ミネルヴァ書房、2010。 

【参考書】 

石井敏・久米昭元 編『異文化コミュニケーション事典』春風社、2013。 

その他文献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. 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解できるようになったか。 

２. 多様な文化的背景を持った人々との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的
に理解できるようになったか。 

３. 英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解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 

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。 

教科書や配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

異なる文化、多様な文化に興味を持っていることが望ましい。 

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

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

異文化コミュニケーションの現状と課題 
グローバル社会における異文化コミュニケーションの
現状と課題について考える。特に、世界の言語・文化の
多様性や自国内外の言語・文化の多様性の現状と私たち
の生活に与える影響や課題について考えを深める。 

事前学習 
シラバスを確認し、教科書や扱うテーマ内容
について把握しておく。 

事後学習 
授業の進め方や異文化コミュニケーション
の現状と課題について振り返っておく。 

第２回 

異文化交流の変遷と意義（Ⅰグローバル社会と異文化コ
ミュニケーション） 
グローバル化の影響に留意しながら異文化交流の変遷
について理解する。また、身近に存在している多様な文
化背景を持つ外国人との異文化接触の体験を振り返る
ことで異文化交流の意義について考える。特に、クラス
内外の文化背景を持つ交換留学生、学部留学生とペアと
なり実際に異文化交流の機会を持ち、その体験から課題
と意義について考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.2~11 を読み、日常的に経験してい
る自身の異文化体験について振り返ってお
く。 

事後学習 
既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流についてノートに記録し課題と意義に
ついて自分なりに考えをまとめておく。 

第３回 

「文化」の概念と多様性（Ⅱ文化） 
文化は色々な側面を持ち、私たちの日常生活に大きな影
響を及ぼしている。「文化」をより身近なものとして捉
え、自分自身と文化の関係を理解する。 

事前学習 
教科書 pp.12~25 を読み、文化とはなにかに
ついて自分なりに考えておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、文化についての理解を深
めておく。 

第４回 

コミュニケーション能力と多様な文化的背景（Ⅲコミュ
ニケーション） 
異文化交流で必要とされる能力について、多様な文化背
景を持つ周囲との交流状況や自身の異文化体験と関連
付けながら理解を深める。また、多様な文化背景を持つ
クラス内外の交換留学生や学部留学生とペアになり実
際に異文化交流の機会を持つことで異文化交流で必要
なコミュニケーション能力について考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.26~37 を読み、コミュニケーショ
ン能力について把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流体験を振り返り異文化交流で必要なコ
ミュニケーション能力について自分なりに
考えをまとめておく。 



第５回 

リンガフランカとしての英語（Ⅳ言語） 
国際社会における共通語としての英語の影響力につい
て理解する。特に英語の持つ政治的力や経済的力につい
て考える。 

事前学習 
教科書 pp.38~51 を読み、国際社会における
英語の影響力について自分なりに考えてお
く。 

事後学習 
既習内容を復習し、英語を学ぶ意義について
確認しておく。 

第６回 

異文化コミュニケーションにおける非言語の役割（Ⅴ非
言語） 
異文化コミュニケーションにおける非言語の種類や特
徴について考察する。 

事前学習 
教科書 pp.66~77 を読み、“非”言語とはなに
か把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、非言語の特徴について確
認しておく。 

第７回 

異文化コミュニケーションにおける時間・空間の役割と
機能（Ⅵ時間・空間） 
時間の流れも、空間のあり方も政治的・経済的支配者の
恣意性が存在している。絶対的な時間・空間という考え
方にとらわれず、様々な視点から時間と空間について再
考する 

事前学習 
教科書 pp.78~97 を読み、自身の時間や空間
の使い方について振り返っておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、異文化コミュニケーショ
ンにおける時間・空間の役割と機能について
理解を深めておく。 

第８回 

異文化交流の影響：適応とアイデンティティ（Ⅶ異文化
接触） 
身近に存在する異文化と日常生活で起こり得るカルチ
ャーショックを自身の経験に依拠し関連付けながら、新
たなものとの出会いや異文化接触の意義について理解
を深める。また、クラス内外の交換留学生や学部留学生
と彼らが日本で経験したカルチャーショックや異文化
適応について異文化交流を兼ねたペアワークやグルー
プ討議を実施することで考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.98~119 を読み、自身のカルチャー
ショック体験があれば振り返っておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した異文化
交流体験から異文化摩擦や自身の多様なア
イデンティティについて考えをまとめてお
く。 

第９回 

異文化交流の影響：多様なコミュニケーション・ツール
とその社会的影響（Ⅷ異空間としてのメディア） 
身近なコミュニケーション・ツールを通した異文化交流
やその影響について、自身の使い方や日常における実際
の交流状況と照らし合わせながら確認する。またクラス
内外の交換留学生や学部留学生とペアになりメールや
ラインをはじめとする多様なメディアでの異文化交流
を体験し、コミュニケーションメディアの影響や課題に
ついて考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.120~139 を読み、コミュニケーシ
ョン・ツールにはどのようなものがあるか把
握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習する。実際に体験した多様な
メディアでの異文化交流からコミュニケー
ションメディアの社会的影響力や課題につ
いて考えをまとめておく。 

第１０回 

英語が使われている国や地域：メディア（Ⅸメディアと
文化） 
メディアも政治的・経済的支配と無関係ではない。社会
の力関係とメディアの役割を確認し、情報を批判的に読
み取ることを意識する。例えば様々な SNS を通して英
語で情報を入手したり、クラス内外の多様な文化背景を
持つ留学生と実際に SNS で英語を使用した異文化交流
を体験し、情報の妥当性やメディアを通しての交流体験
の課題などについて批判的に再考してみる。 

事前学習 
教科書 pp.140~155 を読み、メディアと文化
の関係を把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習し、メディアによる文化受容
やメディアを使用した異文化コミュニケー
ション・異文化交流について理解したことを
ノートにまとめておく。 

第１１回 

英語が使われている国や地域：文化的背景が異なる人々
との共生（Ⅹ文化のポリティックス） 
身近な地域の人々の現状を把握し、多文化共生や多様な
文化背景をもつ人々との交流の意義について学修する。
特に英語が使われている国や地域を中心に扱いながら
考える。また共通語としての英語をコミュニケーション
ツールとした多文化共生についてクラス内外の留学生
とグループ討議を実施し考えを深める。 

事前学習 
教科書 pp.156~175 を読み、文化の多様性に
ついて改めて考えておく。 

事後学習 

既習内容を通して身近な地域の人々の現状
を把握し、多文化共生や多様な文化背景をも
つ人々との交流の意義についてクラス内外
での実際の異文化交流体験にも留意しなが
ら復習しておく。 

第１２回 

異文化コミュニケーションの今日的課題（Ⅺグローバリ
ゼーションの行方） 
異文化コミュニケーションの今日的課題について考え
る。特にグローバル化がもたらす画一化と拡散化の現状
と異文化コミュニケーションの課題について再考する。 

事前学習 
教科書 pp.176~189 を読み、グローバル化が
進行する現代世界における異文化理解の課
題について自分なりに考えておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、異文化理解に必要な要因
について実際の異文化交流の体験から学ん
だことを含め全体的に整理しておく。 

第１３回 

総括 

グローバル化の進行する現代の異文化コミュニケーシ

ョンの現状・課題・意義と異文化理解に必要な要因につ

いて教科書の既習内容に留意しながら総括する。 

事前学習 
既習内容について総復習し、不明な点がない
か確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポート作成の準備
をする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：教科書 pp.38～65 や既習内容を参考に、国際社会における言語の影響と役割について、レポートにま

とめる。    

レポート形式：A4 1 枚 1,200 字程度 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回の授業後に実施する。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教科書 pp.98～175 や既習内容を参考に、文化背景が異なる他者や組織とさまざまなメディアを通し

て交流をする際の留意点について、具体的な事例をあげながらレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 1 枚 1,200 字程度 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回の授業後に実施する。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、オフィスアワーやメールを活用して行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 医療経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2130 

２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ

ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会福祉入門」「社会保障論」「社会政策論」などと関連の深い科目である。 

７．講義概要 

医療機関の運営に関する問題について、経営学の観点から学習を進める。医療機関は、その公共性から、利

潤を追求することが第一義的な目的ではないため、ややもすると経営状態が悪化することが指摘されている。

このため、医療機関の経営について、どのように公共性と利潤追求とのバランスをとりながら行っていくべ

きかについて学習することが重要である。昨今では、高齢化などから医療・福祉機関が増加していることも

考えれば、その重要性は増している。 

８．学習目標 

１．医療機関の存立を支えうる立場としての経営学や経済学の重要性を認識する。 

２．現代の医療機関の運営に必要な公共性と利潤追求とのバランス感覚を養う。 

３．一般の企業、公共機関と医療機関の運営の相違点と類似点を把握する。 

４．現在、医療機関を運営を持続的に行っていく上で、問題となる点を認識する。 

５．高齢化などの社会の変化の中で、医療・福祉機関がどのように行われるべきかの考えを持てるようにす 

  る 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第5回の講義終了後に800字程度の「医療経営の基本構造について」のレポートを提出する。 

また、第10回の講義終了後に800字程度の「医療現場の課題について」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 
教材としてプリントを配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．医療経営に関する基礎的、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２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．医療や福祉に関する新聞記事などの情報をまとめる。 
２．授業の際に疑問に思ったことはそのままにしないで､オフィスアワーなどを使って疑問を解決する。 
３．授業には積極的に参加し､自分の考えを他の人々に述べる。 

13．オフィスアワー 授業の際に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 医療現場における身近な体験を考える。 

事後学習 病院管理についてまとめる。 

第２回 医療経営の基本構造 

事前学習 医療経営と一般企業の経営との差を調べる。 

事後学習 医療経営の基本構造をまとめる。 

第３回 日本の医療の財政面における現状 

事前学習 国民医療費と GDPの推移を調べる。 

事後学習 国民医療費増大の課題についてまとめる。 

第４回 医療崩壊の現状 

事前学習 
医師，看護師等の病院関係者の数的推移を調
べる。 

事後学習 
医療と介護福祉の機能分離についてまとめ

る。 

第５回 医療と経営 

事前学習 医療と経営の関係を考える。 

事後学習 医療と経営の課題をまとめる。 

第６回 病院の組織 

事前学習 病院の具体的な組織を調べる。 

事後学習 病院組織の課題をまとめる。 

第７回 病院の医事管理 

事前学習 医事管理の課題を考える。 

事後学習 具体的な医事管理をまとめる。 



第８回 日本の医療の現状と課題 

事前学習 日本の医療の問題点を調べる。 

事後学習 日本医療の課題をまとめる。 

第９回 病院の人的資源管理 

事前学習 
病院における医師，看護師等の賃金や処遇に

ついて調べる。 

事後学習 
病院における医師，看護師等の課題をまとめ

る。 

第１０回 病院の財務・会計 

事前学習 病院の財務・会計の課題を考える。 

事後学習 病院の財務・会計の問題点をまとめる。 

第１１回 医療保険制度 

事前学習 健康保険とは何かを調べる。 

事後学習 医療保険制度についてまとめる。 

第１２回 医師不足と医師のキャリア・パス 

事前学習 キャリア・パスとは何かを調べる。 

事後学習 医師不足の現状と対策をまとめる。 

第１３回 新しい医療 

事前学習 新しい医療とは何かを考える。 

事後学習 新しい医療の課題をまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ:第 1回～第 5回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィルスによって日本の医療は崩壊したのだろう

か?」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ:第 6回～第 10回の講義内容を踏まえて、「なぜ医師の報酬は高いのだろうか?」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1321 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation, and Discussions ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵのシリーズの最初のクラスである。国際共通語

としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基本はすべて
英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション活動を通し
て「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならない。補足的

に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背景、どのよ
うなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立することか
ら、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の教材を適

宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクション
を進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 

2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Homework and drills 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Cubic Listening: Breaking News   

Authors: Kiggell, Bellars, Chandler, et al.     

           Publisher: Macmillan Languagehouse 

【参考書】 

Key Reading for the TOEIC Test 

           Authors: Chizuko Tumator, Tomoyasu Miyano, and Miguel E. Corti 

           Publisher: Macmillan Language House 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テス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 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
This course will prepare you for international communication. 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 Records: World’s Biggest Hot Dog 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 1. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 1. 

第２回 
Warm Up Activity: TOEIC 問題の英語を読んで目的に
応じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 World’s Biggest Hot Dog Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 1. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
and practice Unit 1. 

第３回 

Warm Up Activity 
Unit 2 Finance: Ups and Downs Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 2. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 2. 

第４回 
Warm Up Activity 
Unit 2 Finance: Ups and Downs Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 2. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 2.   

第５回 
Warm Up Activity 
Unit 3 Weather: Hot and Humid Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 3. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 3. 
Prepare for the Quiz 1. 



第６回 
Warm Up Activity 
Unit 4 Sports: Giants Win Again Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 4. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 4. 

第７回 
Warm Up Activity 
Unit 4 Sports: Giants Win Again Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 4. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 4. 

第８回 
Warm Up Activity 
Unit 5 Robbery: Bank Robbers Steal Millions Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 5. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 5.Prepare for the Quiz 2. 

第９回 
Warm Up Activity 
Unit 6 Environment: Pollution in the South Pacific 
Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 6 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 6. 

第１０回 

1 Minute Speech:様々な話題について目的、場所、状況
を踏まえ英語で話す。 
Unit 6 Environment: Pollution in the South Pacific 
Part 2 

事前学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 6. Practice for the 
presentation.  

事後学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 6 

第１１回 
1 Minute Speech:様々な話題について目的、場所、状況
を踏まえ英語で話す。 
Unit 7 Celebrities: Twins for Star Couple Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 7. 
Practice for the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 7. 

第１２回 

1 Minute Speech:様々な話題について目的、場所、状況

を踏まえ英語で話す。 

Unit 7 Celebrities: Twins for Star Couple Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 7. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 6,7. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う。 

Review of the EC I Classes 

Quiz 3 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through all the 

Units. 

Review all the content of warm up 

activities. 

Prepare for the Quiz 3 

事後学習 

Review all the answers of the Quiz 3.  

Read aloud through all the Units. 

Re-study warm up activities problems. 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：Unit1～3 の講義内容（records, finance, weather について）を踏まえて、関連する時事ニュースとそ

れに対する自分の考えを英語で書きなさい。 

レポート形式：レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：Unit4～6 の講義内容（sports, robbery, environment について）を踏まえて、関連する時事ニュース

とそれに対する自分の考えを英語で書きなさい。 

レポート形式：レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅢ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2321 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 
Listening and Reading practice, Building vocabulary, 

Presentation and Discussion.  
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第３の授業である。英語コミュニケ 

ーションⅠとⅡで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基

本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション
活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背

景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す
ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語イン
プットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けてい

く。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 

3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 

6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Homework and weekly presentations 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost、 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テス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 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

This is to meet the needs and overcome the special difficulties of beginning-to-intermediate Japanese 

learners. It encourages students to take on a much more active role in the classroom than they are used 

to. 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 Greetings: How’s it going? Part 1 

事前学習 Read Through Unit 1. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1. Prepare for 
Show and Tell. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 Greetings: How’s it going? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 1. Review  

第３回 

Warm Up Interaction 
Unit 2 Home: It’s a great place. Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 Read Through Unit 2. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 2. Check new 
words. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 2 Home: It’s a great place. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 2. Check all 
the words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 2.  

第５回 
Warm Up Interaction 
Unit 3 Clothing: That looks good on you! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 3. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 3. Prepare 
for Story to Share. Prepare for the Quiz 1. 



第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Nationalities: Where are you from? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 4.  

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Nationalities: Where are you from? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 4. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 5 People: Do you know who that is? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 5. Check new 
words. 

事後学習 Check all the answers in Unit 5.  

第９回 
Unit 6 Family: What a nice family!  
Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare 
for the presentation. 

第１０回 
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 6 Family: What a nice family! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 6. Prepare 
for the presentation. 

第１１回 
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 7 Directions: How do I get there? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 7. Prepare 
for the presentation. 

第１２回 
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 8: Jobs. What kind of work do you do? 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 8. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 8. Review all 
the units. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う。 

Overall Review of the Classes 

Quiz 3 

事前学習 
Read through Unit 6, 7 and 8. Prepare for 
the Quiz 3. 

事後学習 Review all the answers of Quiz 3. 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：Unit1～3 の講義内容(greetings, home, clothing について）を踏まえて、英語でレポートを作成しま

しょう。テーマは以下の通りです。 

“What clothes are popular now? What colors do you like to wear?” （教科書 17 ページより） 

レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：Unit4～6 の講義内容（nationalities, people, family について）を踏まえて、英語でレポートを作成

しましょう。テーマは以下の通りです。 

“What things do you talk about when you first meet someone?” （教科書 21 ページより） 

レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 
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１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅤ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3321 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 
Listening practice, English conversation, Building vocabulary, 

Presentation and Discussions 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第５の授業である。英語コミュニケ
ーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基

本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション
活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背

景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す
ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語イン
プットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けてい

く。 

８．学習目標 

1. 様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 

2. 様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。 
3. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。 
4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 

5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

9. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Homework and lots of drills 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
Impact Listening 2: Second Edition 

Authors: Jill Robbins,Andrew MacNeill   
     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．様々なジャンルや話題の英語を聞いて、目的に応じて情報や考えなどを理解することができた。 

２．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えを理解することができた。 

３．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと「やり取り・発表」ができた。 

４．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語を書くことができた。 

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

９. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テス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 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
Lots of exercises to improve your capability of understanding and speaking in English. 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 1 Introduction: You really like him Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 1. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 1 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第２回 

Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する。 
Unit1 Introduction: You really like him. 
Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 1. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 1 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 
Unit 2 Personality: What do you like about him? Part 
1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 2. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 2 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第４回 
Warm Up Interaction 
Unit 2 Personality: What do you like about him? Part 
2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 2. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 2 as you 
listen to the Self-Study CD. 



第５回 
Warm Up Interaction 
Unit 3 Home: The view is great Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 3. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 3 as you 
listen to the Self-Study CD. Prepare for 
Quiz 1. 

第６回 
Warm Up Interaction 
Unit 4 Technology: How does it work? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 4 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第７回 
Warm up Interaction 
Unit 4 Technology: How does it work? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 4. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 4 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 5 Nationalities: All around the World Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 5. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 5 as you 
listen to the Self-Study CD. Prepare for 
Quiz 2. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 6 Identity: What’s your number? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 6 as you 
listen to Self-Study CD. Prepare for the 
presentation. 

第１０回 

Warm Up Interaction 
Presentation (2~4 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 6 Identity: What’s your number? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 6. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 6. Prepare 
for the presentation. 

第１１回 

Warm Up Interaction 
Presentation (2~4 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 7 Family: I really take after my dad Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 7 as you 
listen to Self-Study CD. Prepare for the 
presentation. 

第１２回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~4 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 7 Family: I really take after my dad Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 7. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 7. Prepare 
for the Quiz 3. 

第１３回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活
動を行う。 
Overall Review of the Classes 
Quiz 3 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 1 to 7. 
Prepare for Quiz 3. 

事後学習 
Review all the classes. Check all the 
answers of Quiz 3. 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：Unit1～3 の講義内容（introduction, personality, home について）を踏まえて、英語でレポートを作

成しましょう。テーマは以下の通りです。 

“What kind of place would you like to live in? Why?” （教科書 17 ページより） 

レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：Unit4～6 講義内容（technology, nationalities, identity について）を踏まえて、英語でレポートを作

成しましょう。テーマは以下の通りです。 

“Who do you get along with best in your family? Why?” （教科書 37 ページより） 

レポート形式：A4 用紙一枚 400words 程度 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時。添削内容に質問がある場合は随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導を通し学んだことをまとめる。 
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１．科目名（単位数） 介護概論 （2 単位） 

３．科目番号 SSMP2109 

２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
高齢者福祉論、社会福祉原論、地域福祉論、ソーシャルワーク論等の関連科目の受講は望ましい。 

７．講義概要 

本講座は、高齢者福祉論との関連において、介護が必要な高齢者に対する支援を中心に進めていく。 

高齢者の特性と生活について理解を深めたうえで、生活支援の在り方を考え、介護の実践では、自立への

支援、尊厳ある介護の理解を学習し、介護実践の基本を理解できるように授業を進めていく。特に根拠を持

った介護実践が行えるように、介護過程と介護実技を学習して理解を深めていく。また、今後増加する認知

症高齢者や精神的支援が必要な高齢者の介護についても授業を行なう。 

８．学習目標 

介護概論が終了した時点で、下記について目標達成することが期待される。 

１．高齢者の特性からくる生活障害や、介護が必要となる状況を理解でき、快適な生活環境を考えることが

できる。 

２．高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要について理解し、介護の今日的課題つい

て考えることができる。 

３．高齢者を支援する専門職の役割の理解と専門職間の連携の在り方を考えることができる。 

４．介護の概念、理念と対象について理解でき、社会福祉士など専門職としての役割と結び付けることがで

きる。 

５．介護は介護過程に基づいて行われることを理解し、専門性について考えることができる。 

６．認知症及び精神的支援が必要な高齢者に対する介護について理解ができ、その応用力を身につけること

ができる。 

７．終末期の介護を理解し、終末期における尊厳の保持（人間観や倫理）について考えることができる 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業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課題レポートを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『新・社会福祉士養成講座 13 高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版。 

【参考書】 

授業で適時配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 介護福祉士を取り巻く状況を理解でき、役割と機能を支えるしくみが理解できたか。 

2. 尊厳を支える介護、自立に向けた介護が理解できたか。 

3. 介護を必要とする人が理解できたか。 

4. 介護サービスが理解でき、介護実践における連携やチ－ムアプローチの心構えについて理解できたか。 

5. 介護従事者の倫理の重要性や介護における安全の確保とリスクマネジメントが理解できたか。 

○評定の方法 

 [レポート 授業への積極的参加度を総合的に評価する] 

1.授業ノート提出・評価 40％ 

2.レポート    40％ 

3.授業態度 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待される学習態度 

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

2. 授業のための予習は必ずし、ノートを整理すること。 

3. 理解できないことや疑問点がある場合は必ず質問すること。質問することは、学んでいる者にとって決し

て恥ずかしいことではない。 

4. 人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴すること。 

5. 授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないこと。 

6. レポート等の提出期限を厳守すること。提出期限を守らない場合は、正当な理由がない限り減点の対象と

なる。 

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

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

「介護概論」のねらいと単元の解説  

テーマ「社会福祉と介護」 

介護の概念及び専門性を支える理念、介護の対象者につ

いて理解する。社会福祉士が介護を学ぶ必要性について

理解する。  

事前学習 シラバスを読み授業内容を理解する。 

事後学習 
介護の概念理念を理解し、社会福祉士が介護

を学ぶ必要性について整理する。  



第２回 

テーマ｢少子高齢社会と高齢者｣ 

超高齢社会における介護の方向性を家族構成や就労、収

入、医療の側面から考え、高齢者を取り巻く諸問題につ

いて理解する。 

事前学習 少子高齢社会と高齢者について考える。 

事後学習 高齢者を取り巻く諸問題について整理する。 

第３回 

テーマ「高齢者の特性Ⅰ」 

高齢期における生活の変化、家族、社会参加、生きがい

などを考え、高齢者の生活に、どのような影響を及ぼす

のかまた、どのように適応するのか高齢者の社会的理解

を深める。 

事前学習 
高齢者の生活、家族、社会参加、生きがいな

どを考える。 

事後学習 高齢者の特性について整理する。 

第４回 

テーマ「高齢者の特性Ⅱ」 

加齢に伴う身体機能、精神機能の変化から生じる疾病や

生活障害を理解し、対応を考える。 

事前学習 
高齢者の身体的、精神的特性について考え

る。 

事後学習 
高齢者の身体的、精神的特性について整理す

る。 

第５回 

テーマ「自立に向けた介護・尊厳を支える介護」 

高齢者の自立した日常生活とは何かを考え、高齢者介護

のキーワードもある尊厳を支える介護について考える。 

事前学習 自立とは、尊厳とは、について調べる。 

事後学習 
自立に向けた介護、尊厳をささえる介護につ

いて整理する。中間課題レポートを提出する 

第６回 

テーマ｢高齢者を支援する専門職の役割と連携につい

て｣ 

介護を必要としている高齢者を支援する専門職の役割

を理解すると共に、連携の方法について理解する。 

事前学習 
高齢者を支援する専門職の役割と実際につ

いて考える。 

事後学習 専門職の役割、連携について整理する。 

第７回 
テーマ「介護保険について」 

介護保険制度の基本的知識について理解を深める。 

事前学習 介護保険制度について調べる。 

事後学習 
介護保険制度の改正点などを含め、理解を深

める。 

第８回 

テーマ「介護過程」 

ＩＣＦについて理解すると共に、介護実践を行う上で、

最も大切である介護過程の意義と具体的な内容につい

て理解する。 

事前学習 ＩＣＦについて調べておく。 

事後学習 
ＩＣＦの分類による介護過程の展開を整理

する。中間課題レポートを提出する。 

第９回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」 

身だしなみの介護の方法を理解する。 

起居動作、移動等の介護の方法を理解する。 

事前学習 
日常生活における身だしなみ、移動、移乗に

ついて考える。 

事後学習 
身だしなみの介護の方法をまとめる。 

起居動作、移動等の介護の方法をまとめる。 

第１０回 
テーマ「日常生活動作における介護の実践」（1） 

食事、口腔ケアの介護の方法を理解する。 

事前学習 
日常生活における食事、口腔ケアについて考

える。 

事後学習 食事、口腔ケアの介護方法をまとめる。 

第１１回 
テーマ「日常生活動作における介護の実践」（2） 

排泄の介護を理解する。 

事前学習 日常生活における排泄について考える。 

事後学習 排泄の介護方法をまとめる。 

第１２回 

テーマ「認知症高齢者に対する介護の実践」 

認知症について理解すると共に、実践的な介護の考え方

や方法について理解する。 

事前学習 認知症について調べておく。 

事後学習 
認知症の理解と実践的な介護の考え方や方

法について整理する。 

第１３回 

テーマ「終末期ケア」終末期における高齢者や家族につ

いて理解すると共に、その支援の実践的な方法を理解す

る。 

事前学習 終末期について考える。 

事後学習 

終末期における高齢者や家族について、支援

の実践的な方法を整理する。課題レポートを

提出する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 7 回の講義内容を踏まえて、「超高齢社会における介護保険制度の役割と問題点」につ

いてレポートにまとめなさい。レポート形式：Ａ４用紙 2 枚（2,000 字程度） 

実施時期：第 7 回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 8 回の講義開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室にて行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 8 回から第 12 回の講義内容を踏まえて、「認知症高齢者への対応方法」についてレポートにまとめ

なさい。レポート形式：Ａ４用紙 2 枚（2,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の講義終了後に実施する。 

提出期限：第 13 回の講義開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室にて行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 
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１．科目名（単位数） 家庭 （2 単位） 

３．科目番号 
SJEL3423 

EDEL3309 
２．授業担当教員 浅井 恭子 

４．授業形態 講義、実習など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校の家庭科の授業を行う上で必要となる家族・家庭生活、衣生活・食生活・住生活、消費生活・環境
に関する基本的事項について解説するとともに実習などを行い、専門的な知識および技能を身に付けること

を目的とし授業を展開する。また、新学習指導要領（平成 29年告示）への移行期を踏まえて、小学校家庭科
の基本方針と内容構成についても解説する。 

８．学習目標 

１．小学校家庭科の授業を担当するために必要な家政学・生活科学全般の基本的知識および技能を身に付け
る。 

２．家庭科の学習が社会生活に大きく関わっていることを知り、社会変化に対応できる総合的な姿勢を身に

付けることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

「母国で家庭科を教えるにはどのようなことを理解させたいかについて述べなさい。」を1,200字程度で考察

する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 家庭編』東洋館。 

     必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】内野紀子・藤原孝子編著『小学校新学習指導要領の展開 家庭科編 平成 20 年版』 

          明治図書、2008。      

     流田 直監修『家庭科の基本』学研教育みらい、2013。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．家政学・生活科学全般の基本的知識および技能が身についたか。 

 ２．家庭科の学びの広さが具体的にわかり、自らの生活をみつめ改善を図ることができるか。 

○評定の方法 

 ・授業態度 ３０％ 

 ・提出物（小テスト、実技作品、課題等を含む） ７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日本の小学校家庭科の学習内容を十分に理解し、それに伴う知識や技術を学ぶこと。家庭科の学習内容は

実生活に基づくものであり、教科の特徴として他の教科に比べて生活という実践的な家庭生活が授業内容に

なる。従って、自分自身の生活の質（QOL）を高めること。普段の規則的な生活がいかに大切かを深く考え

て行動し、家庭科を教える側として模範となるようにすること。また、家庭の役割や家庭生活の必要性を考

え、よりよい家庭生活を送るための大切な学習であることを理解すること。家庭科は家庭の基本であり生活

そのものであることを学び、国は違っていても家庭生活は同じであることを理解する。また、日本での生活

に活かしてほしい。 

13．オフィスアワー 毎週月曜日授業後とその他時間が許す限り対応する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

小学校家庭科について全体の学習内容の説明等 

（資料配布、プリント整理用ファイル配布） 

事前学習 
家庭の学習ノートを準備し講義への意欲を

高めること。 

事後学習 
小学校課程の内容の把握をして、家庭の全体

像をつかむこと。 

第２回 

平成 29 年の改訂の経緯及び学習内容の改訂 

 ＊ディスカッション 

小学校学習指導要領解説 pp.1～19 

事前学習 家庭科の変遷を前もって学習しておくこと。 

事後学習 

何がどのように変化したか、ディスカッショ

ンの内容を踏まえて 600 字程度にまとめる

こと。 

第３回 

小学校学習指導要領および家庭科教科書  

① 家庭生活と家族 

小学校学習指導要領解説 pp.20～31 

事前学習 
家庭生活について教科書を一読しておくこ

と。気になる内容は書き留めておく。 

事後学習 

小学校で学ぶ家庭生活を理解してそれをノ

ートにまとめた上で、本時での学習したこと

をノートに 600 字程度にまとめておくこと。 

第４回 
家族・家庭の扱いについて、近隣との関係 

 ＊ディスカッション（第 3 回の学習を踏まえて） 

事前学習 家族の様々な形態を調べておくこと。 

事後学習 
家族の扱い方の難しさや近隣とのかかわり

を学び、注意点についてまとめること。 

第５回 

小学校学習指導要領および家庭科教科書  

② 日常の食事と調理の基礎 

小学校学習指導要領解説 pp.32～48 

事前学習 食事の形態や問題点を考えておくこと。 

事後学習 

食事を作るには調理技術が必要となること

を理解し、調理技術いわゆる切り方や煮方等

について児童にうまく伝わるか、事例を挙げ

てノートに 600 字でまとめること。 



第６回 食事の役割、食品群 

事前学習 
自分の一日の食生活を記録し、栄養素を分類

しておくこと。 

事後学習 

食事は食べることはもちろんであるが、食べ

ること以外にどんなことがあるかについて

考え、ノートに書き出し考察すること。 

第７回 

食生活・・・栄養、献立、実習に向けて 

（学校給食の献立の特徴を含む） 

栄養成分表使用 

事前学習 
小学校の給食の献立をわかる範囲内で調べ

ておくこと。 

事後学習 

学校給食の献立にはどのような配慮がなさ

れているかについて 600 字程度でまとめる

こと。 

第８回 

小学校学習指導要領および家庭科教科書 

③ 快適な衣服と住まい 

 ＊ディスカッション 

小学校学習指導要領解説 pp.49～57 

事前学習 

服には季節や流行などの影響があるかを調

べておくこと。国の違いでの衣服の考え方に

ついて考えておくこと。 

事後学習 

普段着や目的にあった服装など、服装には

様々な用途があることや住まいにも季節に

よって工夫がされていることを理解し、衣服

と住まいの季節感について 1,200字でまとめ

ること。国による気候との関わりも含めて記

入すること。      

第９回 
衣生活・・・繊維、役割  

（吸水性及び燃焼実験）参考資料配布 

事前学習 
繊維製品について興味を持ち、身近なものの

調査をしておくこと。 

事後学習 
繊維の鑑別を実習し、それらの鑑別結果をノ

ートにまとめること。 

第１０回 

被服実習   

（基礎縫い製作・並縫い、半返し縫い、本返し縫い） 

小学校家庭 5・6 年 pp.18～24、pp.52～61 

事前学習 
被服実習を行うための材料の準備をしてお

くこと。 

事後学習 

縫い方は基礎縫いの方法で実習し、基礎縫い

の作品はスクラップブック形式で完成させ

名前を付けて提出すること。【基礎縫い作品】 

第１１回 
被服実習   

（基礎縫い・自由作品製作） 

事前学習 自分が製作する作品の準備をすること。 

事後学習 

作品が計画通りに進んでいるかを確認する

こと。作品の進路を進行表に書き込むこと。

さらに今後の予定を作成すること。 

第１２回 
被服実習   

（自由作品製作）：千輝祭参加作品を含む 

事前学習 
作品の変更がある場合は必要な材料を調達

しておくこと。 

事後学習 

道具（ミシン・アイロン・ハサミ等）の特徴

をノートに記し、取扱いの注意点についてま

とめること。 

第１３回 

被服実習  

（自由作品製作完成）：千輝祭参加作品を含む 

 ＊作品についてのプレゼンテーション 

事前学習 
完成を目指して作品製作への意欲を高めて、

進んで製作に挑むこと。 

事後学習 

完成した作品の評価を各自で行い、作品ノー

トを作成する。作品・製作ノートを提出する

こと。【エプロン作品】 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 3 回「家庭生活と家族」の学習内容を踏まえて、家族・家庭の扱い方を 1,000 字程度でまとめな

さい。レポート形式 

実施時間：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。添削内容等については引き続

き質問がある場合は、その後も随時受け付ける適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：被服実習を終えて「母国の被服製作学習の違い」について 1,000 字程度でまとめなさい。 

実施時間：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回に授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 14 回目授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 起業経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4105 

２．授業担当教員 水野 満 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特に指定しない。 

７．講義概要 

 日本経済の再生のためにはイノベーションを生み出すベンチャー企業が不可欠である。起業家精神やベン

チャーマインドはベンチャー企業だけではなく、大企業にとっても重要性を増している。ベンチャー企業の

経営は容易ではないが、ベンチャーを成功させるには、立ち上げから、成長，発展まで的確なビジネスプラ

ンの作成と、市場戦略、資金調達戦略、組織戦略、IPO 戦略ならびに各種支援が必要である。起業家精神を

涵養し、失敗を恐れず新しいことに果敢に挑戦するベンチャー・ビジネスの立ち上げから成功に導く経営方

法について、考察する。 

８．学習目標 

１．起業の意義と方法を理解し、説明することが出来る。 

２．ベンチャーの企業経営について理解し、説明することが出来る。 

３．ベンチャーの成長戦略について理解し、説明することが出来る。 

４．ベンチャーの成長段階に相応しい資金調達を理解し、説明することが出来る。 

５．IPO 市場と上場プロセスを理解し、説明することが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・ベンチャーの効果的な支援策について述べよ。 

・ベンチャー企業の各成長段階における資金調達の方法について述べよ。 
・ベンチャー・ビジネスで起業し、成功した会社を取り上げて、ビジネスモデルや成功要因について述べよ。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】太田一樹他『ベンチャー・ビジネス論』実教出版、2007。 
【参考書】東京弁護士会親和全期会『起業と経営の基本知識がわかる本 - 弁護士税理士による実践書』自由
国民社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

将来の起業した場合の事業計画をプレゼンできるようにする。 

○評定の方法 

講義内レポート・発表 20% 授業参加 80％ 間違えてもいいから参加して考える力を重要視する。 

12．受講生への 

メッセージ 

起業と企業経営について包括的かつ平易に説明するが、授業時間中に質問や意見を積極的に述べて学習して
欲しい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
我が国でのベンチャーの意義とベンチャー企業の定義
およびその位置づけ 

事前学習 テキストの予習 (pp.6～24を読んでくる。） 

事後学習 ベンチャー企業の必要性と定義をまとめる。 

第２回 
我が国のベンチャー企業の実態、創業期の経緯、準備、

成長・発展のステージならびに、経営課題 

事前学習 テキストの予習 (pp.25～40を読んでくる。） 

事後学習 
わが国ベンチャー企業の実態の要点をまと

める。 

第３回 
我が国のベンチャーの歴史を概観し、ベンチャー育成に
かかわるベンチャー政策の取り組みを考える 

事前学習 テキストの予習 (pp.41～73を読んでくる。） 

事後学習 
ベンチャー企業の政策に関する要点をまと

める。 

第４回 
ベンチャー企業の成長マネジメントと成功に導くため
の手法 

事前学習 テキストの予習 (pp.74～85を読んでくる。） 

事後学習 企業成長とマネジメントの要点をまとめる。 

第５回 
ベンチャー企業のマーケティングの役割と効果的な方
法 

事前学習 
テキストの予習 (pp.108～130 を読んでく
る。） 

事後学習 
ベンチャー企業のマーケティングの要点を

まとめる。 

第６回 ベンチャー企業の成長段階に応じた組織体制 

事前学習 
テキストの予習 (pp.131～151 を読んでく

る。） 

事後学習 
ベンチャー企業の経営組織・経営管理の要点

をまとめる。 

第７回 ベンチャー企業の会計と財務諸表 
事前学習 

テキストの予習 (pp.152～173 を読んでく
る。） 

事後学習 アカウンティングの要点をまとめる。 

第８回 
ベンチャー企業の各成長段階における望ましい資金調
達戦略ならびに株式公開 

事前学習 
テキストの予習 (pp.174～198 を読んでく

る。） 

事後学習 
ベンチャー企業の各成長段階における望ま

しい資金調達と株式公開の要点をまとめる。 



第９回 起業家のケーススタディー 

事前学習 起業家に関する資料を読むこと。 

事後学習 起業家の成功要因をまとめる。 

第１０回 
創業間もない企業を支援・育成するインキュベーション
の意義、サービス内容とインキュベーションの担い手 

事前学習 
インキュベーションに関する資料を読んで
くる。 

事後学習 インキュベーションの要点をまとめる。 

第１１回 効果的なビジネスプランの作成 

事前学習 
テキストの予習 (pp.243～263 を読んでく
る。） 

事後学習 ビジネスプラン作成の要点をまとめる。 

第１２回 

ビジネスプランの評価と、銀行員やベンチャー・キャピ
タリストだとしたらビジネスプランをみて融資あるい
は出資するかどうかの検討 

事前学習 事前に資料を配布するので読んでくる。 

事後学習 金融支援を受けるための要点をまとめる。 

第１３回 
コーポレート・ベンチャー戦略とまとめ 

期末レポートの提出 

事前学習 
コーポレート・ベンチャーの資料を読むこ
と。 

事後学習 講義全体のまとめを行う。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第1回～第4回の講義内容を踏まえて、「ベンチャーの効果的な支援策」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙1枚（1,200 字程度） 

実施時期：第4回の授業後に実施する。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第7回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第5回～第9回の講義内容を踏まえて、「ベンチャー・ビジネスで起業し、成功した会社を取り上げて、

ビジネスモデルや成功要因」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙1枚（1,200 字程度） 

実施時期：第9回の授業後に実施する。 

提出期限：第11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第11回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 基礎演習Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 GEBS2108 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 演習、発表、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学は科学として在ることを示すことで生まれ、また経験と実践の学としても積みあげられてきている。

学問としての心理学を学んでいくにあたり、心理学的なものの見方や考え方を養うことは欠かせない。これ

は、先人の研究成果を正確に読み取り、自身の意見を論理的に組み立てることであったり、臨床心理学的な

観点から人間理解を深めることであったりする。 

本講義においては、心理学の専門的内容を学び始める準備として、心理学の基本的なテーマを取りあげな

がら、基礎的な知識を身につけると同時に、学問としての心理学の視点・観点を身につけることをねらいと

する。講義においては演習や議論、発表を通して、知識と同時に体験的な理解を深めていく。 

８．学習目標 

１ 心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけていく。 

２ 心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学ぶ。 

３ 自ら学び、まとめる過程を通して、心理学的視点を身につけ、応用する力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義前には必ず該当部分に目を通す。 

発表資料作りをし、授業で発表をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】石黒圭著『この 1冊できちんと書ける！論文・レポートの基本』日本実業出版社、2012。 

【参考書】小笠原喜康著『新版 大学生のためのレポート・論文術』講談社、2009。 

     河野哲也著『レポート・論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけることができたか。 

2)心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学べたか。 

3)自ら学び、まとめる過程を通して、心理学的視点を身につけ、応用する力を養えたか。 

○評定の方法 

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

極的参加や発言)50％、試験にかわる課題レポート 50％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

講義中は良く聞き良く考え、そして復習すること。 

ディスカッションやグループワーク等において、自主的・主体的かつ協力的に学習を進めること。  

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 

事前学習 テキストの目次に目を通してくる。 

事後学習 講義内で疑問に思ったことをまとめる。 

第２回 心理学論文の構成 

事前学習 
テキスト第 1 章を読んで、心理学論文の構成

について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第３回 心理学論文の構成：問う―目的 

事前学習 
テキスト第 2 章を読んで、心理学の目的につ

いて考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第 4 回 心理学論文の構成：選ぶ―資料と方法 

事前学習 

テキスト第 4 章を読んで、心理学を研究する

ための資料収集とその方法について考えを

まとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第５回 心理学論文の構成：確かめる―結果と分析 

事前学習 
テキスト第 5 章を読んで、心理学研究の結果

とその分析について考えをまとめておく。 

5 事後学習 学んだことをノートにまとめる。 



第６回 心理学論文の構成：裏付ける―考察 
事前学習 

テキスト第 6 章を読んで、心理学的考察につ

いて考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第７回 心理学論文の構成：まとめる―結論 

事前学習 
テキスト第 7 章を読んで、心理学論文の結論

のあり方について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第８回 心理学論文の表現 

事前学習 
テキスト第 9 章を読んで、心理学論文の表現

について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第９回 心理学用語の正確な選択と表記 

事前学習 
テキスト第 10・11 章を読んで、心理学用語

の正確な表記について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１０回 心理学論文の文体 

事前学習 
テキスト第 13 章を読んで、心理学論文の文

体について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 心理学論文における明晰な文・文章展開 

事前学習 

テキスト第 14・15 章を読んで、心理学論文

での明晰な文章について考えをまとめてお

く。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 心理学論文における書き手の責任 

事前学習 

テキスト第 16 章を読んで、心理学論文を書

く上での書き手の責任について考えをまと

めておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

第１３回 心理学論文の文体 

事前学習 
テキスト第 13 章を読んで、心理学論文の文

体について考えをまとめておく。 

事後学習 学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：講義内で示されたテーマについてテーマについて心理学の先行研究を検索し、先行研究のリストを作

成する。 

実施時間：第 3 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：そのほかの論文をさらに検索・講読する。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：自身が興味のある心理学に関するテーマについて、先行研究を調べる。研究論文を入手し、それらを

精読し、まとめる。 

実施時間：第 9 回目の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を

身に付けるための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理

解する。具体的には、基礎力を高める SPI 適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題など

を解いて、考え方や解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題

解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グルー

プでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力

を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、「自分の経験や知識を就職活動でどのように活かすか」というテーマで、1,000

字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『就活ＢＯＯＫ 2021 内定獲得のメソッド ＳＰＩ 解法の極意』、マイナビ出版編集部、2019年 

【参考書】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希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早

退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるため

に、自主的に求められる諸能力を高め、キャリアの向上が図られるよう努力してほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方）、就職・資格試験への

有効な対策方法の確認、教科書（ＳＰＩに関する知識、言

語分野の対策、非言語分野の対策、数表・図表） 

事前学習 教科書ｐ5～12を読んでおく。 

事後学習 授業の復習（特にｐ14～19）をする。 

第２回 推理（論理）、推理（位置） 

事前学習 教科書ｐ20～29内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 推理（順序）、推理（勝ち負け） 

事前学習 教科書ｐ30～37内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 推理（命題）、順列・組合せ 

事前学習 教科書ｐ38～45内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 確率、速さ 

事前学習 教科書ｐ46～57内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 



第６回 集合（ベン図）、料金の割引、割合 

事前学習 教科書ｐ58～69内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 売買損益、グラフ（領域と不等式） 

事前学習 教科書ｐ70～79内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 グラフ（条件と領域）、経路と比率 

事前学習 教科書ｐ80～89内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 分割払い、記号 

事前学習 教科書ｐ90～97内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 ブラックボックス、フローチャート 

事前学習 教科書ｐ98～109内にある例題を解く。  

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 鶴亀算、仕事算、年齢算 

事前学習 教科書ｐ110～119内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 
同意語、反意語、語句→説明、説明→語句 

語句の用法、文章整序、２語の関係、長文読解 

事前学習 
教科書ｐ122～168 に出てくる単語を調

べる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 レポート課題テーマについてディスカッション及び発表 

事前学習 
左記テーマに関して自分の意見を整理

する。 

事後学習 授業についての復習をする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ；Chapter ３のＥＮＧ、 Chapter ４の構造的把握力検査 （教科書 pp.168 186 ）の問題を解いて答

え合わせ。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 6 回の授業後に実施し、第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ；模擬試験第 1 、 2 回（教科書 pp. 197 240 ）の問題を解いて答え合わせ。 

提出媒体 ；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期；第 12 回の授業後に実施し、第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、キャリアアップにつながる「教養」を

身に付けるための一環として、効果的な考え方や勉強法を学習参考例や演習問題を使用しながら実践的に理

解する。具体的には、基礎力を高める SPI 適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題など

を解いて、考え方や解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題

解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グルー

プでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力

を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験では、講義を踏まえつつ、「あなたの考える日本社会の課題を一つ取り上げ、これ

に対し行政がどのように対応するのが望ましいか」というテーマで、1,000字程度のレポート

を作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Ａ；『21 年度 警察官Ⅰ類・A 大卒レベル 過去問題集』成美堂出版、2019 年 

Ｂ；『2021 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早

退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、自分の希望する就職先や資格などについて真剣に考え、それらの目標を達成させるため

に、自主的にも教養を高めてキャリアアップを図れるようになってほしい。なお、教科書 B は次年度も使用

予定である。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、効果的な勉強法、論

作文の書き方） 

事前学習 各教科書の冒頭部分を読んでおく。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２回 社会科学（政治①） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 社会科学（政治②） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習を行う。 

第４回 社会科学（経済） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 



第５回 社会科学（社会） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 人文科学（日本史） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 人文科学（世界史） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第８回 人文科学（地理） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 人文科学（思想、文学・芸術） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 自然科学（数学） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 自然科学（生物） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 自然科学（化学） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 自然科学（物理） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１４回 自然科学（地学） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１５回 一般知能（文章理解①） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１６回 一般知能（文章理解②） 
事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１７回 一般知能（数的処理①） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１８回 一般知能（数的処理②） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１９回 一般知能（数的処理③） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２０回 一般知能（判断推理①） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２１回 一般知能（判断推理②） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第２２回 一般知能（資料解釈） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 授業についての復習をする。 



 

 

第２３回 小論文対策（情報公開と住民参加） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

第２４回 小論文対策（高齢化と長寿社会） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

第２５回 小論文対策（少子化と人口減少） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

第２６回 小論文対策（行政の役割） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

第２７回 小論文対策（住民サービス） 

事前学習 左記の授業箇所を予習してくる。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

第２８回 レポート課題についてディスカッションと発表 

事前学習 
左記課題について自分の意見を整理す

る。 

事後学習 
授業を基に自己の意見を修正し改善す

る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ；論作文の書き方の基本パターン（教科書 pp.268 279 ）の要約。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（ 1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、 5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ；国語と英語（教科書 pp102 121 ）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 8 回の授業時に実施し、 9 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (2 単位) 

３．科目番号 GECD3315 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事がで

きる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか 
2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う

ことができたか 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (4 単位) 

３．科目番号 GECD3115 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事がで

きる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

4． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

5． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

6． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか 
2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う

ことができたか 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

7． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

8． 宿題や提出物は必ず提出すること 

9． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

10． 授業と関係のない私語はしないこと 

11． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

12． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習ⅠAの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、

有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使
用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学
の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作

成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ
て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的
な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：期末試験では、「２０２０年度にあった雇用・労働に関する時事」というテーマで、１つの

ニュースを取り上げ、どういうニュースか説明した上で、そのニュースに対するあなたの考えを1000字程

度で述べる論作文試験を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『21 年度 最新最強の一般常識』成美堂出版、2019 年 

【参考書】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希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方、就職・資格試験対策

についてなど）、教科書（時事問題の傾向と対策、一般常識

問題の傾向と対策） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 国際情勢 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 経済 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 産業 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 金融 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 科学・技術 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 自然・環境 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 



第９回 社会・生活 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 教育・文化・スポーツ・芸能 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 国語・社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１２回 数学・物理化学 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１３回 レポート課題についてディスカッション及び発表 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ；教科書にある『別冊頻出直前対策 BOOK 』にあるトピックスのうち、３つを選び要約を作成する。 

レポート形式；A4 用紙 1 枚（ 1200 字）程度。ワードで作成することを原則とする。 

実施時期と提出期限；第 1 回の授業時に実施の仕方を説明し、 5 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ；英語（教科書 pp.192～207 の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 11 回の授業時に実施し、 12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習・キャリア開発演習Ⅰの履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでなく、
有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問題を使
用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学

の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作
成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点などを取上げ
て、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場で役立つ実践的

な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 
②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 
⑤上記の①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養力や実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート課題：期末試験では、「活力ある地域にするためにあなた（公務員になったと仮定すること）が貢

献できることを、自身の今まで得てきた知識や経験を元に述べなさい」というテーマで1000字程度の論作

文を書く。 

10．教科書・参考書・

教材 

A.『2021 年度版 地方上級・教養試験 過去問 500』実務教育出版、2019 年 

B.『2020 年度版 論文試験 頻出テーマのまとめ方』実務教育出版、2020 年 

 ※昨年度キャリア開発演習ⅠA を履修し購入した者はそのままである。 

C.『成功する！公務員の面接採用試験』成美堂出版、2019 年 

【参考書】参考書は指定しないが、併せて就職支援課主催の公務員試験対策講座の受講がお薦めである。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられたか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、有能な社会人として活躍できる総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）に

つき 10 点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、

早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、就職活動先である企業や官公庁から、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解

決能力、コミュニケーション能力があると判断される教養力を身につけてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方など）、就職・資格試験

対策（勉強法、小論文の書き方、面接の基本的な準備につ

いて） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 政治② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 政治③（同和問題含む） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 経済① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 経済② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 



第７回 社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 文章理解 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 数学① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 物理① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 物理② 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１２回 化学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１３回 化学② 
事前学習 今までの学習を復習してくる。 

事後学習 できなかった問題中心に復習する。 

第１４回 生物① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１５回 生物② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１６回 地学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１７回 地学② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１８回 面接対策（導入の質問・志望動機に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１９回 小論文対策（男女共同参画社会） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２０回 面接対策（自己に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２１回 小論文対策（社会貢献と NPO） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２２回 面接対策（職業観に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２３回 小論文対策（科学技術と人間） 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第２４回 面接対策（学生生活に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２５回 面接対策（交友関係に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第２６回 面接対策（社会問題に関する質問） 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

課題研究 

１ 

研究課題テーマ；文章理解（教科書 pp.304～347）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 4 回の授業時に実施し、6 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

２ 

研究課題テーマ；資料解釈（教科書 pp.506～530）の問題を解いて答え合わせをする。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 10 回の授業時に実施し、12 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 



 

 

課題研究 

３ 

研究テーマ；抽象課題（教科書 pp.236）を書いて提出する。なお、教科書 pp.231～239 を読んでから取り組むこと。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 19 回の授業時に実施し、20 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

４ 

研究課題テーマ；グラフ・データ問題（教科書 pp.244）を書いて提出する。なお、教科書 pp.240～248 を読んでから

取り組むこと。 

提出媒体；レポート形式。用紙・手書きか否かは自由（すべての問題を解いていることが分かるように表記すること）。 

実施時期と提出期限；第 23 回の授業時に実施し、24 回目の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4215 

GECD4315 
２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢ、及びキャリア開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 

2. ビジネスマナーの理解を深める。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

7． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

8． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

9． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

13． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

14． 宿題や提出物は必ず提出すること 

15． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

16． 授業と関係のない私語はしないこと 

17． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

18． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

     ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （4 単位） 

３．科目番号 
GECD4215 

GECD4315 
２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢ、及びキャリア開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 

2. ビジネスマナーの理解を深める。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

10． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

11． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

12． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

19． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

20． 宿題や提出物は必ず提出すること 

21． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

22． 授業と関係のない私語はしないこと 

23． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

24． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 
Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.49～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.59～69の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 
Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.71～75の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.76～80の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.81～91の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.93～97の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.98～103の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.104～109の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ３ 練習 Ｃ表現練習 

    ステージ４ タスク１・２Ａ 

事前学習 教科書 pp.110～113の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ４ タスク２Ｂ・３ 

事前学習 教科書 pp.114～115の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 Unit 3～5 復習 

事前学習 教科書 pp.49～115の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２６回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 



課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題テーマ：Unit 3 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１６回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題テーマ：Unit 4 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育・学校心理学／教育心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3131 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義および演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「学習心理学」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

 教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すため
のより良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、
人格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のた

めの諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識を
いかに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援
の在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１． 教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２． 教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

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

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

５． 教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通し、疑問点を明確にしてくること。 

・2回レポートを提出する。 

 １ 前半の中から自分が興味を持ったテーマについて（A4用紙 1枚、1,000字程度） 

 ２ 後半の中から自分が興味を持ったテーマについて（A4用紙 2枚、2,400字程度） 

  ＊各回とも、そのテーマに関する問題を取り上げ（望ましい状況と現実との相違など）、 

疑問点をあげて自分なりの意見を、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】 

守一雄著『教育課程コアカリキュラムに対応した教育心理学 (初版)』松本大学出版会、2019。 

【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 

・ 教育学と心理学の関係、子どもの発達と学習能力について十分に理解できたか。 

・ 学習の場における諸問題についてはグループディスカッションに積極的に参加できたか。 

・ 基礎的な知識を習得てきたか。 

○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．平常点(授業態度・授業への参加・諸活動）として 50％ 

２．まとめの課題（テスト・レポート・発表など活動）として 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・将来、スクールカウンセラーを目指す学生もいるかもしれない。その場合、教育心理学は、学校現場に必

ず役立つ知見を与えてくれるはずである。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。特に私語については厳しく対応する。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

教育の科学的研究 (1) 

教育心理学の定義、宗教・哲学・科学 

事前学習 
教科書第 1 章「教育の科学的研究」の 1.2 までを読

み、教育心理学の定義を理解する。 

事後学習 教育心理学とは何かについてノートにまとめる。 

第２回 

教育の科学的研究 (2) 

科学として出発した心理学 

科学としての心理学から生まれた教育心理学 

教育心理学への期待と失望、そして再評価 

事前学習 

教科書第 1 章「教育の科学的研究」の 1.3 から 1.5

までを読み、教育心理学とは何かを理解する。疑

問点を明確にする。 

事後学習 
「教育心理学に何が期待されるか」についてノー

トにまとめる。 

第３回 

発達と教育 (1) 

遺伝か環境か 

発達における成熟と学習 

教育における成熟と学習 

事前学習 
教科書第 2 章「発達と教育」の 2.1 から 2.3 までを

読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「成熟と学習」について巻末の参考文献などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第４回 

発達と教育 (2) 

結論の出せない問題 

行動遺伝学の研究成果 

遺伝も環境も：そして教育の意味 

事前学習 
教科書第 2 章「発達と教育」の 2.4 から 2.6 までを

読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「遺伝と環境の相互作用」について巻末の参考文

献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 

動物の学習・人間の学習・機械の学習 (1) 

動物の学習：本能に対立するものとしての学習 

人間の学習：言葉を使うというヒトの特徴と学習 

事前学習 
教科書第 3 章「動物の学習・人間の学習・機械の

学習」3.1 から 3.2 までを読み、疑問点を明確する。 

事後学習 

「人間と動物の学習の相違」について巻末の参考

文献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 
動物の学習・人間の学習・機械の学習 (2) 

機械の学習：コンピュータの発展とその学習原理 

事前学習 
教科書第 3 章「動物の学習・人間の学習・機械の

学習」の 3.3 を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「人間と機械の学習の相違」について巻末の参考

文献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 

ワーク (1) 

吉野智富美・吉野俊彦著「プログラム学習で学ぶ

行動分析学ワークブック」（2016 年公刊）にもとづ

いた課題 

事前学習 
行動分析学について事典などで調べ、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

行動分析学について、検索エンジンなどで書籍を

探し出し、さらに調べて理解した内容をノートに

まとめる。 

第８回 
文献研究 (1) 

中井久夫の「いじめ論」精読 

事前学習 配布資料について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「いじめ論」を精神科医の中井久夫の観点（政治

的力学）から熟考し、理解した内容をノートにま

とめる。 

第９回 

言語・記憶・思考 (1) 

認知心理学の誕生 

言語はいかに学習されるか 

事前学習 
教科書第 4 章「言語・記憶・思考」の 4.1 から 4.2

を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「言語」について巻末の参考文献などでさらに調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１０回 

言語・記憶・思考 (2) 

記憶の性質と機能 

思考とは何か 

事前学習 
教科書第 4 章「言語・記憶・思考」の 4.3 から 4.4

を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「記憶」と「思考」について巻末の参考文献など

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 教育心理学の授業でのレポートの書き方 

事前学習 
教科書付章１を読む。この授業での「レポートの

書き方」について理解する。 

事後学習 
ロジカルシンキング実践法のほか、他のレポート

作成に関する書籍を読んでおく。 

第１２回 

人格と教育 (1) 

知能テストの開発 

頭の良さは一元的か多元的か 

知能は一生変わらないのか 

事前学習 
教科書第 5 章「知能と教育」の 5.1 から 5.3 を読み、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「記憶」と「思考」について巻末の参考文献など

でさらに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。 

第１３回 

人格と教育 (2) 

 性格検査の種類 

 ビッグファイブ、自尊心 

生まれか育ちか 

事前学習 
教科書第 5 章「知能と教育」の 5.4 と配布資料を読

み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ビッグファイブ」について巻末の参考文献など

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 
レポート発表 

第 1 回から第 13 回までのテーマから選択 

事前学習 
教科書付章 1 やロジカルシンキング配布資料をよ

く読み、レポートを作成する。 

事後学習 
指摘を受けた箇所について再考して、レポートを

まとめなおしておく。 

第１５回 

自己効力感と教育 (1) 

主体的な学びとは：自己調整学習 

良い成績と悪い成績の原因帰属 

自己調整学習を引き出す隠れた力：自己効力感 

事前学習 
教科書第 6 章「自己効力感と教育」の 6.1 から 6.3

までを読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「自己効力感」について巻末の参考文献などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１６回 

自己効力感と教育 (2) 

自己効力感を高めるために教師ができること 

 成功経験、自己効力感、自己調整学習、成績向上

の望ましいサイクルの実現 

事前学習 
教科書第 6 章「自己効力感と教育」の 6.4 から 6.5

までを読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「教師が自己効力感に寄与できること」について
巻末の参考文献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１７回 

動機づけの心理学 (1) 

動因と誘因、そして第３の要因 

欲求の階層構造 

事前学習 
教科書第 7 章「動機づけの心理学」の 7.1 から 7.2

までを読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「欲求の階層構造」について参考書などでさらに
調べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１８回 

動機づけの心理学 (2) 

内発的動機づけ 

知的好奇心 

学習者の主体性か、教員側の働きかけか 

事前学習 
教科書第 7 章「動機づけの心理学」の 7.3 から 7.5

までを読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「動機づけ」について巻末の参考文献などでさら
に調べて、理解した内容をノートにまとめる。 



 

 

第１９回 

文献研究 (2) 

キャロル・S・ドゥエック著『マインドセット：「や

ればできる！」の研究』（2016 年翻訳公刊）などの

書籍から抜粋した部分を読み、自分もしくは教育

場面への応用を考え、討論する 

事前学習 抜粋箇所を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 
今回使用した書籍の一冊を選んで、理解した内容
をノートにとる、人に話すなどをする。 

第２０回 

教育における評価 

測定・評価：教育評価の歴史 

 ブルームの教育目標のタキソノミーと絶対評価 

偏差値という相対評価、ルーブリック評価など 

事前学習 
教科書第 8 章「教育における評価」を読み、疑問

点を明確にする。 

事後学習 

「相対評価と絶対評価」について巻末の参考文献

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２１回 

社会性と道徳 (1) 

科学的視点の欠けた道徳教育と道徳の教科化 

 道徳への科学的アプローチ : 

ドーキンスの利己的遺伝子理論 

進化心理学の誕生 

進化倫理学、実験倫理学など 

ゲーム理論 

事前学習 
教科書第 9 章「社会性と道徳」の 9.1 から 9.5 まで

を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

近年「進化心理学」が隆盛している。書籍を読ん
で、理解した内容をノートにまとめるなどする。
例：ジョセフ・ヘンリック著「文化がヒトを進化

させた」白揚社 (2019 年翻訳公刊) 

第２２回 

社会性と道徳 (2) 

ゲーム理論を用いた道徳教育： 

情けは人のためならず 

 ジョナサン・ハイトの基本道徳次元 

 心の認識と道徳 

事前学習 
教科書第 9 章「社会性と道徳」の 9.6 と配布資料を

読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

近年、様々な観点から「道徳に関する心理学」の
書籍が出版されている。さらに読んで、理解した
内容をノートにまとめるなどする。巻末の参考文

献などを参考にするとよい。 

第２３回 

ウェルビーイング向上と徳の二面性 

 主観的、心理的ウェルビーイング 

 収入、性格が幸福に与える影響 

 幸福に関わる紐帯や交流時間の適切さ 

 ポジティブ心理学とセカンドウエイブ 

事前学習 
配布資料を読み、子どもの教育や自分自身に何が

重要かを考え、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ウェルビーイング」と「強み」について書籍な
どでさらに調べて、理解した内容をノートにまと

める。 

第２４回 

ワーク (2) 

フロウ J. J., パークス A. C 著「ポジティブ心理

学を味わう: エンゲイジメントを高める 25 のアク

ティビティ」（2017 年翻訳公刊）から徳目を 1 つ

選択して課題を行い、討論をする 

事前学習 
自分の「強み」を見つけてどのように活かすか考

える。 

事後学習 

「ポジティブ心理学の教育への応用」について論
文や書籍などでさらに調べて、考えたことをまと
める。 

第２５回 

ソシオメトリー 

 ソシオマトリックス 

 ソシオグラム 

 ソシオメトリー指標 

事前学習 配布資料を読み、疑問点を明確にする。 

事後学習 

ソシオメトリーは1980年代までよく学級集団に使
用されていた。昔の本を見つけて読んでみるとよ
い。情報技術の進展によりさらに研究が進んでい

る。緊急事態宣言により ICT 活用が教育現場に急
激かつ爆発的に進んでいる。リスクを踏まえつつ
教育にどう応用されるか思いめぐらしておく。 

第２６回 

学級集団 

蘭千壽・越良子著「ネットワーク論からみる新し

い学級経営」を参考に討論 

事前学習 
著書の 1、2 章を主に分担してまとめて、当日に発

表できるようにする。 

事後学習 

システム論的な観点から学級集団について討論し

たこと、自分で検討したことを、ノートにまとめ
る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：発達障害についてまとめる。LD、ADHD、広汎性機能障害の定義、診断、支援という順にまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 ,2 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教育心理学の使命と課題についてまとめる（教科書の要約）。 

レポート形式：A4 用紙 1 ,2 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「レポート発表(第 15回以降のテーマから選択)」 

実施時期：第 18 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書付章 1 やロジカルシンキング配布資料をよく読み、レポートを作成する。前回とは異なり、分量が

多いので注意する。 

事後学習：指摘を受けた箇所について再考して、レポートをまとめなおしておく。 



課題研究 

４ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「まとめと興味のある点について討論、質疑応答」 

実施時期：第 18 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書で分からない箇所を書き出しておく。 

事後学習：教科書や配布資料で分からない点を把握し、受講後も学び続ける姿勢を持つようにする。例えば、興味の

あるところから書籍を読む。さらには実践する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育学概論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1315 

EDTE1101 
２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は教育という営みに深い関心を持ち、「教育とは何か」ということを考え始めている人に対し、教育（学）
の基本的な概念と基礎理論について概括することを通して、受講者一人ひとりが、教育（学）の観点から今

日の「子ども」を取り巻く環境の変化をふまえた「よりよい教育」のあり方を考える上で求められる基礎的
知識の修得を目的とする。具体的には、主に小学校教諭になるための土台となる教育の基本的概念や理念に
はどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れてきたかについて学ぶとと

もに、これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかについて、受講者同士の対
話をとおして理解を深めて行く。 

８．学習目標 

本講義は、本科目の目的を達成するために、以下の目標を設定する。 

1. 教育のさまざまな側面に触れることで、各自のこれまでの教育概念を揺さぶり、それぞれが教育という営

みを再考できるようになること。 

2. 教育に関する代表的な論考やアプローチから教育の射程の広さを学び、教育理解に関する柔軟さ、そして

教育実践における覚悟と責任と寛容さを培えるようになること。 

3. ディスカッションや発表を通して、表現力やコミュニケーション能力の向上を 図ること。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

平常点（毎回の講義内容に対するリアクションペーパーあるいは課題に対する小テスト・レポートの提出）

と期末の課題提出による。 

＊詳細は初回に説明する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

勝野正章・庄井 良信『問いからはじめる教育学』有斐閣ストゥディア、2015 年。 

【参考書】 

今井康夫『教育思想史』有斐閣アルマ、2009 年。 

牛渡敦著『教育学原論』中央法規出版、2008 年。 

江原武一・山崎高哉著『基礎教育学』放送大学教育振興会、2010 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育学の基本的概念・教育に関する歴史・思想を理解し、自分の言葉で説明できる力を身につけたか。 

（知識・理解） 

2. 教育理解に関する柔軟さ、保育・教育実践に求められる態度・姿勢を身につけることができたか。 

（関心・意欲・態度） 

3. 教育学に関する基本的な理論を理解した上で、教育という営みを再考することができるようになり、ディ

スカッションや発表を通して自分の意見を伝える力を身につけることができたか。  （判断力・表現力） 

以上の観点をふまえ、下記の１〜３によって評価する。 

○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（ディスカッションやグループワークへの積極的参加度） 総合点の３０％ 

2. 授業内での課題提出（小テスト・中間レポート等）              総合点の４０％ 

3. 期末課題                                    総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

【学生に期待される学習態度】 

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

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

り組み、課題意識をもって臨んでほしい。 

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

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

合は不合格とする。） 

③ 明らかに授業態度が悪いと判断した際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られないと

判断した場合、試験の答案内容如何にかかわらず、不合格とする。 

④ 授業中、私語、居眠りはしないこと。 

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

【教員の心がまえ】 

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

② 受講生全員に伝わるような声で話をする。また専門用語を用いた際は、わかりやすく説明する。 

③ 一方通行の講義だけを行うのではなく、グループワークやディスカッションなどを取り入れながら受講

生全員が意見を出しあえるような双方向対話型の学習環境をつくる。 

④ 遅刻・早退・授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用、無断退出、その他、授業に臨むうえで不適切と

思われる態度が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 
ガイダンス 
【あなたの「教育観」をみつめてみよう】 

事前学習 
シラバス及び教科書第１章に目を通し、教育のイメー
ジをまとめてくること。 

事後学習 
本講義の学び方について復習するとともに、他の受講
者の意見から学んだことについてレポートすること。 

第２回 
教育の意義・目的（１） 
【第１章 よい教育ってどんな教育？】 

事前学習 
教科書 pp.5~14 を読み、教育の原義、人間に必要な「教
育」について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教育に関する探求の手がかりに関して、他の受講者の
意見をふまえ、自らの意見をまとめたレポートを作成
すること。 

第３回 
教育の意義・目的（２） 
【第２章 教育を社会の視点から考えてみよ
う】 

事前学習 
教科書 pp.15~25 を読み、教育の意義・目的・機能につ
いて自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 欧米の教育の歴史と思想のポイント整理すること。 

第４回 
諸外国の教育の思想と歴史的変遷 
【第３章 子どもという存在／人間という存
在】 

事前学習 
教科書 pp.28~42 を読み、代表的な教育の思想家に関す
る調べ学習を行ってくること。 

事後学習 
教育学の「古典」を学ぶことの意味について、他の受
講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめたレポート
を作成すること。 

第５回 
教育実践に関する歴史と思想（１） 
【第４章 教え方は試行錯誤されてきた 教
育方法の歴史】 

事前学習 
教科書 pp.43~57 を読み、教育方法の歴史に関する調べ
学習を行ってくること。 

事後学習 
教え方の歴史を振り返り、これからの教育において、
どのような教え方が求められるか、自らの意見をまと
めたレポートを作成すること。 

第６回 
教育制度の思想と歴史的変遷 
【第５章 教育を受ける権利】 

事前学習 
教科書 pp.58~70 を読み、義務教育や教育を受ける権利
に関する調べ学習を行ってくること。 

事後学習 
あなたの身近にある子どもの権利に関する事例を取り
上げてレポートを作成すること。 

第７回 
学校教育制度に関する歴史とその社会的機能

【第６章 子どもの学びを支える仕組み】 

事前学習 
教科書 pp.71~85 を読み、公教育制度としての学校教育
について理解してくること。 

事後学習 
今日の公教育制度としての学校教育について学んだこ
とを他の受講者にわかりやすく説明できるレポートを
作成すること。 

第８回 
教育実践に関する歴史と思想（２） 
【第８章 学校では何を学ぶの？】 

事前学習 
教科書 pp.104~117 を読み、「教育課程」について理解
してくること。 

事後学習 
「学校では何を学ぶべきか？」について、他の受講者
の意見をふまえ、自らの意見をまとめたレポートを作
成すること。 

第９回 
教師に関する歴史と思想 

【第９章 よい先生ってどんな先生？】 

事前学習 
教科書 pp.118~128 を読み、教員養成制度の歩みと教師
の役割について理解してくること。 

事後学習 
「よい教師になるために求められていること」につい
て、他の受講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめ
たレポートを作成すること。 

第１０回 
教育実践に関する歴史と思想（３） 
【第１１章 子どもがよく学ぶためには？】 

事前学習 
教科書 pp.145~160 を読み、自分が深く学んだと思わ
れる経験についてまとめてくること。 

事後学習 
「子どもがよく学ぶために必要なこと」について、他
の受講者の意見をふまえ、自らの意見をまとめたレポ
ートを作成すること。 

第１１回 
生涯教育・社会教育に関する歴史と思想 
【第１２章 学校を卒業したら学ばなくても
よいのか】 

事前学習 
教科書 pp.161~171 を読み、生涯学習・社会教育の理
念を理解してくること。 

事後学習 
身近な生涯学習・社会活動の実践に関するレポートを
作成すること。 

第１２回 
現代社会における教育課題 
【第１３章 教育と学校の未来はどうなる
の？】 

事前学習 
教科書 pp.174~182 を読み、これからの教育のあり方
について、自らの意見をまとめてくること。 

事後学習 
「未来に向けた教育のデザイン」について、他の受講
者の意見をふまえ、自らの意見をまとめたレポートを
作成すること。 

第１３回 ふりかえりと授業評価 
事前学習 

教科書、配布資料を読みなおし、これまでの 14 回の授
業内容を振り返る。 

事後学習 
授業内容を踏まえたうえで、理解が不足していた点を
再度学習する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：学校の歴史・社会的機能について学んだことをふまえ、あなたが考える「子どもための学校」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第９回の授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教員養成制度の歩みと教師の役割について学んだことをふまえ、あなたが考える「教師と子どものよ

りよい関係」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 １枚 1,200 字程度 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回の授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も各回の授業終了後に随時受付、指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめること。 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育相談（カウンセリングを含む）（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE3106 
２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

教育相談とは、幼稚園・小学校や中学校・高等学校など教育現場において、幼児・児童・生徒のこころの問

題を扱うだけでなく、幼児・児童・生徒を取り巻く家族や友人状況、地域・家庭の教育力の低下等、家庭や

社会環境の変化なども考慮しながら進められていく、教育現場における心理的な支援活動である。本講義で

は、教師あるいはスク－ルカウンセラ－が行う教育相談活動について、幼児・児童・生徒を理解するために

必要な知識や方法およびカウンセリングを含めた実際の介入方法などについて、知識を深めロールプレイや

討論も交えながら実践力を身につけることを目的とする。 

８．学習目標 

1.教育相談の意義と目的、内容と領域について理解し、説明することができるようになる。 

2.教育現場における教育相談の基本的視点、展開の方法について理解し、説明や討論（事例検討も含める） 

をすることができるようになる。 

3.教育相談を効果的に展開するため、枠組みとなる代表的なカウンセリングの理論と技術について理解し、 

説明やロールプレイをすることができるようになる。 

4.教育相談の治療的、予防的、開発的側面や現代の諸課題について理解し、説明や討論をすることができる 

ようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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．子どもの心の問題と対応 

   子どもの心の問題は様々であるが、いじめ、不登校、摂食障害、自傷行為、虐待、非行の中から一つ

を取り上げ、教科書だけでなく、複数の参考書で調べ、それがどのような問題か説明し、対応はどう

するかを述べるとともに、自分が疑問に思ったことや、意見を書きなさい。   

 ２．小学生の発達障害の問題と対応 

   発達障害の問題はどの年齢にも必ずあるが、小学生に限定して論じなさい。発達障害には、高機能自

閉症、アスペルガー障害、学習障害、注意欠陥多動性障害があるが、この中から一つを取り上げ、教

科書だけでなく、複数の参考書で調べ、それがどのような問題か説明し、対応はどうするかを述べる

とともに、自分が疑問に思ったことや、意見を書きなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

春日井敏之・伊藤美奈子『よくわかる教育相談』ミネルヴァ書房、2011。 

※必要に応じて授業内でプリントを配布する。 

【参考書】 

石隈利紀・藤井英行・田中輝美『生涯発達の中のカウンセリングⅡ』サイエンス社、2013。 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 教育相談の意義と理論を理解し、説明できるか。 

2. カウンセリングに関する基礎的・基本的事項を理解し、説明やロールプレイをすることができるか。 

3. 教育相談の具体的な進め方やポイントを理解し、組織的な取り組みや他機関との連携の必要性、現代の課

題を把握して説明や討論（事例検討も含める）をすることができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の学習状況、レポート等を総合して評価する。 

1.積極的参加（発言、討議、態度、シートの取り組み等）  総合点の５０％ 

2.レポート（小論文、中間レポートを含む） 総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・学校では、いじめ、不登校、発達障害などの問題に出会わない教師はいない。教育相談は、そのような特

定の問題に対するときのノウハウを提供し、日常の教育活動にも活かすことができるものである。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないようにすること。 

・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 

受容(共感)と指導(要求)、生徒指導と教育

相談など 

－カウンセリング演習 傾聴・繰り返し－ 

事前学習 
教科書の pp.10～19 を熟読し、授業に生かす臨床的視点 p.18

の事例について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、子どもの心を聴くことの意味と意義を理

解したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第２回 
子どもの発達課題と教育相談 

－カウンセリング演習 明確化－ 

事前学習 
教科書の pp.22～35 子どもの発達と教育相談を熟読し、学童

期の発達と教育相談について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、子どもの発達に合わせた教育相談につい

て理解したことをワークシートにまとめファイリングする。 



第３回 

学校現場における「問題行動」と教育相談

①不登校、いじめなど 

－事例によるカウンセリング演習  

明確化 児童との面接（不登校傾向）－ 

事前学習 

教科書の pp.42～47 学校現場における「問題行動」と教育相

談を熟読し、不登校、いじめの指導・支援について予習をす

る。 

事後学習 

授業内容を復習し、不登校、いじめなどの問題行動のとらえ

方と支援の視点などを理解したことをワークシートにまと

めファイリングする。 

第４回 

学校現場における「問題行動」と教育相談

②万引き、虐待など 

－事例によるカウンセリング演習 

沈黙の処理 児童との面接（虐待）－ 

事前学習 
教科書の pp.48～57 学校現場における「問題行動」と教育相

談を熟読し、万引き、虐待の指導・支援について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、万引き、虐待などの問題行動のとらえ方

と支援の視点などを理解したことをワークシートにまとめ

ファイリングする。 

第５回 

特別支援教育と教育相談①発達障害とは 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（ＡＤＨＤ）－ 

事前学習 
教科書の pp.62～69 特別支援教育と教育相談を熟読し、発達

障害のとらえ方と対応について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育の基本的な考え方や発達障

害を理解したことをワークシートにまとめファイリングす

る。 

第６回 

特別支援教育と教育相談②発達障害への

かかわりと組織的な取り組み 

－校内委員会の模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.70～81 特別支援教育と教育相談を熟読し、気に

なる子どもへのかかわりと学級の取り組みについて予習を

する。 

事後学習 

授業内容を復習し、特別支援教育コーディネーターの意義と

役割､校内委員会の実際について理解したことをワークシー

トにまとめファイリングする。 

第７回 

予防・開発的取り組みと教育相談①構成的

グループ・エンカウンター、ブリーフ・カ

ウンセリングなど 

事前学習 

教科書の pp.82～87 予防・開発的取り組みと教育相談を熟読

し、問題解決から予防・開発的な教育相談について予習をす

る。 

事後学習 
授業内容を復習し、さまざまな教育相談にかかわる技法を理

解したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第８回 

予防・開発的取り組みと教育相談②アサー

ション・トレーニング、交流分析、ピアサ

ポートなど 

事前学習 
教科書の pp.88～97 予防・開発的取り組みと教育相談を熟読

し、アサーション・トレーニングについて予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、交流分析、ピアサポートなどを理解 

したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第９回 

教師への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

教師との面接（悩む学級担任）－ 

事前学習 
教科書の pp.102～121 教師への支援と教育相談を熟読し、教

師支援の必要性について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、教師へのメンタルヘルスを理解したこと

をワークシートにまとめファイリングする。 

第１０回 

保護者への支援と教育相談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（子育て不安）－ 

事前学習 

教科書の pp.122～141 保護者の支援と教育相談を熟読し、モ

ンスターペアレント、若い保護者の子育て不安への支援につ

いて予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、親が抱えている問題への対応を理解した

ことをワークシートにまとめファイリングする。 

第１１回 

校内の相談システムと教育相談（チーム学

校としてのチーム支援） 

－チーム支援の模擬演習－ 

事前学習 
教科書の pp.142～159 校内の相談システムと教育相談を熟

読し、ネットワーク支援について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、チーム学校としてチーム支援のシステム

を理解したことをワークシートにまとめファイリングする。 

第１２回 

スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーと教育相談 

－実際に活用する模擬演習－ 

事前学習 

教科書の pp.162～181 スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーと教育相談を熟読し、学校で役立つスクール

カウンセラー（SC）の条件について予習をする。 

事後学習 

授業内容を復習し、スクールカウンセラーとスクールソーシ

ャルワーカーの役割と活用の実際を理解したことをワーク

シートにまとめファイリングする。 

第１３回 

専門機関との支援ネットワークと教育相

談 

－事例によるカウンセリング演習 

保護者との面接（医療受診）－ 

事前学習 
教科書の pp.182～201 専門機関とのネットワークと教育相

談について熟読し、医療機関との連携について予習をする。 

事後学習 
授業内容を復習し、教育福祉医療及びそのたの機関との連携

を理解しワークシートにまとめファイリングする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回の授業を踏まえて，「虐待」について調べてレポートにまとめなさい。虐待には，

どのような種類があり，なぜ起こるのか，どんな問題があるのかについて述べること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行，1500 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を踏まえて，「学習障害」について調べてレポートにまとめなさい。学習障害にはど

のような種類があり，どんな問題があり，どんな支援が必要なのかについて述べること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行，1500 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後，添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教育法規（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2102 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容については講義方式で進めるが、質疑
応答も含んだ方向の授業が基本である。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを取り入れ、
全体発表、検討などでは学生主体の授業を実施する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教育や幼児・児童・

生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づきながら実践的な事例を取り上げ、

小学校や特別支援学校の小学部などで生じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施す

る。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻度が一番高いも
のである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題された教育法規に関する問題を

取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員となること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

１． 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的とする。 

２． 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・小学部)での諸

課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表することができるようになる。 

３． 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッションなどを通して課

題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

日本国憲法第26条１項「教育を受ける権利」及び第２項「義務教育」について説明しなさい。また、自国

の義務教育制度を説明しなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 学校教育法施行規則第26条に規定されている懲戒及び体罰について説明するとともに、体罰についての自

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】 

山本豊著『有権解釈に重きを置いた 教育法規 第三版』学校図書。（教科書と表示する） 

山本豊著『書いて理解する 教育法規 第二版』オフィス・サウス（サブノートと表示する） 

必要に応じて資料を配布する。 

【参考書】 

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．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解できたか。 

２．小学校・特別支援学校の小学部に応じた教育法規の内容について具体的事例を通して学び、身に付ける

ことができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応できる力を身に

付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

法律の勉強は一見難しそうだが、教育に関するそれは、教育現場にいると、いつ自分に降りかかってくる

かわからない問題とつながっている。この授業では、単に法規の条文を解釈するだけでなく、実際に小学校

の教育現場で生じた出来事を例として学習する。実例にそって生きた教育法規を学んでいくこと。また、教

室内での学習中のマナーを守り、併せて必要な自宅学習にも積極的に取り組むこと。 

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、教育法規を学ぶ意義 

教育法規の体系と構造―  

教育法規、法体系と法の形式・形式的効力、
国の主な法令、地方の主な法規、法令間の矛
盾抵触を解決するための諸原理などについて
理解する。 

事前学習 

教科書のはしがき及び pp.20～29 を熟読し、それに対
応するサブノートの空欄を埋める。また、教科書の質
問コーナーの解答を考えることで、教育法規に興味や
関心をもつ。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味・

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定―  

教育を受ける権利、義務教育、法の下の平等、

信教の自由、学問の自由などについて理解す

る。  

事前学習 
教科書の pp.30～37 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 



 

 

第３回 

教育基本法―① 

教育の目的、教育の目標、教育の機会均等、

学校教育、教員などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.38～50 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。また、教科書に対
応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第４回 

学校教育―① 

学校教育法１条校、学校の設置と管理、組織

編制、学校の運営などについて理解する。 

理解度テスト ① 

事前学習 

教科書の pp.60～77 を熟読し、質問コーナーの解答を
考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて図
書館やインターネット等で調べる。教科書に対応する
サブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問するこ

と。 

第５回 
学校教育―② 

学校教育の目的と目標、教育課程、学習指導
要領などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.77～94 を熟読し、興味や疑問を抱いたこ
とについて図書館やインターネット等で調べる。教科
書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。興味･

関心をもった内容について図書館やインターネット等

で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第６回 

児童・生徒―① 

義務教育、義務教育諸学校の入学・転学・退

学・卒業、懲戒・体罰（説明）などについて

理解する。 

理解度テスト ② 

事前学習 

教科書の pp.108～119 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第７回 
児童・生徒―② 

懲戒･体罰（具体的事例）、出席停止について
理解する。 

事前学習 
教科書の pp.119～147 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。

理解度テストに備える。 

第８回 

学校保健・安全・給食― 

学校保健、学校安全、学校給食について理解

する。 

 

事前学習 

教科書の pp.148～174 を熟読し、質問コーナーの解答

を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて

図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す

るサブノートの空欄を埋める。理解度テストに備える。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第９回 

特別支援教育 

特別支援学校、特別支援学級、通級による 

指導について理解する。 

 

教職員－① 

教員、教育公務員の定義 

事前学習 

教科書の pp.176～187 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１０回 
教職員―② 

学校に配置される教職員、配置職員と職務教
職員の資格などについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.188～200 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１１回 
教職員―③ 

免許状、任用、服務、分限処分と懲戒処分な
どについて理解する。 

事前学習 
教科書の pp.200～250 を熟読し、興味や疑問を抱いた
ことについて図書館やインターネット等で調べる。教
科書に対応するサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 

第１２回 

教職員―④ 

研修、給与、勤務時間その他の勤務条件など

について理解する。 

教育行財政― 

国と地方の役割分担、教育委員会、学校の管
理及び経費の負担などについて理解する。  

事前学習 

教科書の pp.251～311 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

学習カードに理解した内容をまとめ、提出する。授業

中に関心をもった内容について図書館やインターネッ

ト等で調べ、疑問点について次時の授業で質問する。 



第１３回 

その他の教育関連法規― 

国家賠償、社会教育、学校図書館法、児童虐

待の防止等に関する法律などについて理解す

る。 

理解度テスト ④ 

事前学習 

教科書の pp.312～365 を熟読し、質問コーナーの解答
を考えたり、興味や疑問を抱いたりしたことについて
図書館やインターネット等で調べる。教科書に対応す
るサブノートの空欄を埋める。 

事後学習 

本授業を振り返り、学習目標を達成できたかどうか自

己評価する。課題が残った場合は、今後の学習や実習

等で解決を図る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 3 回の講義内容を踏まえて、教育基本法の第 10~18 条の内容についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙１枚（1,440 字） 

実施時期：第 3 回授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 6 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教科書の pp.50～58 を参照して、児童用教科書、補助教材、表簿、学年・授業日等についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字） 

実施時期：第 8 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 11 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育方法論（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2104 

２．授業担当教員 橋本 松代 

４．授業形態 講義、グループ討議を用いる。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
学校における教育活動の中核である授業を、児童・生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、これからの

社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な、教育の方法、教育の技術、情報機器
及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身に付ける。 

８．学習目標 

1. 学ぶことの意味を捉え直し、問いを持つことの大切さを理解するとともに、これからの社会を担う子供た

ちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法を理解する。 

2. 教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付ける。 

3. 情報機器を活用した効果的な授業や情報活用能力の育成を視野に入れた適切な教材の作成・活用に関する

基礎的な能力を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎時の授業は、個々での課題把握と資料準備⇒グループ・全体討議⇒課題のまとめ⇒次時ベストアンサ

ーの提示を基本の流れとする。 

２．授業の区切りにレポートを課す。 

レポート課題： 

①3分講話･･･論旨明確で伝わりやすい話し方は、指導法の原点である。3分という時間管理に基づいた原

稿をもとに表現力に富んだ講話の在り方を模索する。   

②学校の教育プラン･･･「何をどのように学ばせるか」「何ができるようになるか」という観点に基づき 

児童や保護者、地域の実態を踏まえた学校の教育目標やその達成のための具体策をＡ4 1枚にデザイン

する。 

③学習指導案･･･教師は授業で勝負する。確かな児童観、指導観、題材観のもとに、題材の指導計画を立

て、1時間の指導過程を立案する。 

④「何をどのように学ばせるか」「何ができるようになるか」･･･様々な教育方法の理論を具体化と相互

に実践した模擬授業を分析し、望ましい授業像を構築する。（1,200字程度） 

３．模擬授業を全員に課す。 

  レポート課題：「学習指導案の作成」に基づき、模擬授業をする。指導者としての配慮は勿論のこと、児

童の立場に立って指導者が設定した児童になりきることで、より実際の生きた授業の展開を工夫する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社。 

【参考書】 

多田敏文著『教育の方法と技術』学芸図書株式会社 

【参考資料】 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「何をどのように教え・学ばせるのか」「何が出来るようになるか」という観点から、教育方法を習得す

ることが出来たか。 

２．教育の目的に適した指導技術を理解し、身に付けることができたか。 

○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。 

12．受講生への 

メッセージ 

教師は、授業が勝負である。児童一人一人の持ち味を生かし、表には出ない背景をもつかみつつ、短期･

中期･長期の到達目標に向かって授業を進めていくことは、意義深く楽しい営みであるが、奥が深く、多くの

知識と経験が求められる。 

様々な教育方法の原理を理解するとともに、それが授業の実際場面で具体化できるような演習を積み、教

師と児童とで創り上げていく感動ある授業が展開できるよう、受講生同士で大いに切磋琢磨し、教育の実践

者としての資質を築き合っていくことを期待する。 

15 回の講義は、相互に関連し合っていて一つたりとも欠くことはできない。やむを得ない事情で欠席、遅

刻、早退をした場合は、その補充をし、次年度に取り組む教育実習で生かせるように努めること。 

13．オフィスアワー 別途、通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション―教育方法とは 
・教育方法の意義と学びとの関係を考え、
自己の教育に対する考えを整理する。 

事前学習 シラバスを読んで、学習の概要を知る。 

事後学習 「学び」について考えを整理する。 

第２回 

教育方法史概論 
・古今東西の学習理論を概観する。普遍的
な教育方法理念とはどういうものかをグ
ループで討論し発表する。劇化という教
育技術の効用をつかむ。 

事前学習 
「教育方法史概論」の資料を精読し、学者の理論を理解
する。 

事後学習 普遍的な教育理論について考えをまとめる。 

第３回 

学習指導要領の変遷 
・日本における「学力・教育課程・評価の
変遷」をつかむとともに、社会情勢との
関連も見いだす。 

事前学習 
「学習指導要領の役割」とはどういうものかレポートを
書く。 

事後学習 
社会情勢と学校教育の目指す方向性との関連について、
まとめる。 



第４回 

学校教育目標の設定 
・子どもたちの実態を踏まえ、家庭・地域
との連携をもとに、どのような目標を掲
げ具体的にどのような教育を推進してい
くかの計画を立てる。 

事前学習 
学習指導要領、総則編を熟読し、各学校でそれをどのよ
うに具体化していくかの考をもつ。 

事後学習 
各自が目指す学校の教育理念とその具体化を図表などを
駆使し「○○学校教育 plan」を作成し発表する。 

第５回 

教育課程の基準と教育方法 
・学習指導要領では、「主体的・対話的 
 で深い学び」のほかに、どのような教 
育方法を用いることを提案しているか 
を調べ、情報教育の在り方について、 
グループで話し合い、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
情報機器の有効な活用やプログラミングの知識について 
整理する。 

第６回 

情報教育と指導の留意点 
・少人数グループでまとめた意見を基に、 
新しい教育を推進するための情報教育 
について、ネット社会の功罪について 
学ばせ、話し合いを深める。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 グループで討議したことを整理しておく。 

第７回 

指導計画作成の配慮事項 
・授業の構想、授業の設計段階で重要な 
知識について調べ、グループで大切 
なことについて話し合い、発表する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
何を、どのように、学ばせるのかについて、総則を基に 
まとめる。 

第８回 

体験活動と振り返り学習 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、体験活 
動の進め方について、資料を調べ、効 
果的な学習にするための「振り返り学 
習」の重要性について、グループで考 
え発表する。 

事前学習 指導計画の作成について、教科書を読んでおく。 

事後学習 体験活動と振り返り学習は一体であることをまとめる。 

第９回 

授業の構成要素 
・よい授業を行うために、授業の構成要 
素について、学生の体験を基に、グルー 
プで構成要素を考えさせ、その根拠に 
ついてまとめ、発表する。 

事前学習 
どんな授業に魅力を感じたのか、個々の体験をまとめて 
おく。 

事後学習 授業の計画・設計・実施・評価等に分けてまとめる。 

第１０回 

学習活動の工夫 
・総則｢教育課程の実施｣を基に、学習過 
程における、見通しや学習形態の工夫 
などについて調べ、効果的な学習方法 
の在り方をグループで考え、発表する。 

・模擬授業を実施する。 

事前学習 教科書「総則編」を読んでおく。 

事後学習 
効果的な学習方法の在り方について、学習したことを整 
理しておく。 
 

第１１回 

教師の指導技術 
・教師の姿勢態度や教師の働きかけの重 
要性について、資料を調べ、グループ 
で話し合い、まとめを発表する。 

・模擬授業を実施する。 

事前学習 学級経営の方向性について調べておく。 

事後学習 
教師の姿勢態度や教師の働きかけの重要性について、教 
育実習に向けて整理して、まとめる。 

第１２回 

授業の評価とその方法 
・授業の評価について、目標の実現度の 
はかり方や児童への生かし方について 
調べ、良い評価についてまとめ、発表 
する。 

・模擬授業を実施する。 

事前学習 授業の評価の意義について、調べておく。 

事後学習 
授業の構成要素について、自分の大切にしたいことを選 
びレポートを考える。 

第１３回 

私の授業構成論と教育方法のまとめ 
・授業の構成要素について、自分なりの 
考えをまとめ、発表する。 

・教育方法論のまとめをする。 

事前学習 
授業の構成論についてのレポートのポイントをまとめ
る。 

事後学習 教育方法論で得た学びを整理する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ :「第 3 回の学習指導要領の変遷の講義内容を踏まえて自国の社会情勢と学校教育の目指す方向性との
関連についてまとめなさい。」 

レポート形式 : テーマ内容を 3 分で話せる原稿とする。提示する資料がある場合はレポートに添付する。 

実施時期 : 第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限 : 第 4 回の授業開始時に提出する。       

事後学習 : 原稿を「3 分講話集」とし、それを第 13 回「私の授業構成論と教育方法のまとめ」に生かす。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ :「 第 7 回の指導計画の配慮事項を踏まえて学習指導案を作成しなさい。」 

実施時期 : 第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限 : 第 8 回の授業開始時に提出する。 

事後学習 : 提出後、添削指導を受けて 10 回以降で実施する模擬授業に資するとともに、第 13 回「私の授業構成論と

教育方法のまとめ」に生かす。 
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１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （2 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2.就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

13． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

14． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

15． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

25． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

26． 宿題や提出物は必ず提出すること 

27． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

28． 授業と関係のない私語はしないこと 

29． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

30． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅠB （4 単位） 

３．科目番号 GECD3212 

２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、「就職活動の準備教育」として、日本国内の企業や海外の日系企業で日本語を使って仕事が

できる能力の養成を目指す。具体的には、就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々

な場面を設定し、実際の場面に即した適切な日本語運用能力を伸ばす。また、口頭能力の養成に重点を置き

つつも、エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成、ディスカッションなども同時に学ぶことにより、

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養う。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

16． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

17． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

18． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・村野節子・山辺真理子・向山陽子著『中級レベル ロールプレイで学ぶ ビジネス日本語 – 就活から入社ま

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

・斎藤仁志・深澤道子・酒井理恵子・中村雅子著『シャドーイング 日本語を話そう！ 就職・アルバイト・

進学面接編』（英語・中国語・韓国語訳版／インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版）くろしお出版、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．日本国内の企業や海外の日系企業で働くために必要な総合的日本語能力を養うことができたか。 

2．就職活動から入社直前までと、さらに新入社員として直面する様々な場面に適した日本語運用能力を養う
ことができたか。 

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか。 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養うことができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・中間テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

31． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

32． 宿題や提出物は必ず提出すること 

33． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

34． 授業と関係のない私語はしないこと 

35． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

36． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～3 復習 
事前学習 教科書 pp.1～44の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 

Unit 4 初めての仕事 

７課 報告書を書く 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.45～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 4 初めての仕事 

８課 データをまとめる 

   社内メールを書く 

ケーススタディ４ 「例の」、「あれ」って何？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.58～60の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 

Unit 5 電話対応 

９課 電話を取り次ぐ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.61～66の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.67～71の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 5 電話対応 

１０課 伝言を受ける 

    電話クイズ 

ケーススタディ５ 「（さ）せていただく」の洪水？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.72～74の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 

Unit 6 社外の交渉 

１１課 アポを取る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.75～81の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.82～86の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 6 社外の交渉 

１２課 謝罪をする 

    謝罪のメールを書く 

事前学習 教科書 pp.87の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 6 社外の交渉 

ケーススタディ６ ダメならダメと早く言って！ 

                  ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.88～89の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 

Unit 7 社内の交渉 

１３課 誘いを断る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.91～96の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.97～100の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第２６回 

Unit 7 社内の交渉 

１４課 許可を得る 

    有給休暇について考える 

ケーススタディ７ 10 分遅れただけなのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.101～102の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２７回 敬語表現、Unit 4～7 復習 
事前学習 教科書 pp.45～103の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２８回 振り返りと日本語到達度チェック 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 就活 ２課「自己ピーアール（履歴書）」を書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 3 就職の面接 ５課「学生時代に熱心に取り組んだこと」について、書いてください。 

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１２回目授業時に教室で行う。 

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡB （2 単位） 

３．科目番号 GECD4212 

２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢ、及び教員開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 

2. ビジネスマナーの理解を深める。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

19． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

20． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

21． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

37． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

38． 宿題や提出物は必ず提出すること 

39． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

40． 授業と関係のない私語はしないこと 

41． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

42． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教員開発演習ⅡB （4 単位） 

３．科目番号 GECD4212 

２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠＢと教員基礎演習ⅡＢ、及び教員開発演習ⅠＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

この授業では、実際のビジネス場面におけるビジネスコミュニケーションを円滑に行うための練習やビジネ

スマナーの理解を深めることを目指す。その過程において、学習者自身の考えを表現し、学習者同士が学び

合えるようなディスカッションを重視していく。そして、このような表現活動を通じて、日本語の語彙力・

文法力も同時に身につける。また、様々なビジネス場面から文化事情や社会状況の考察を行い、ビジネスで

必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養う。 

2. ビジネスマナーの理解を深める。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力を身に
つける。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

22． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

23． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

24． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

・宮崎道子・郷司幸子著『にほんごで働く！ビジネス日本語３０時間』スリーエーネットワーク 2009 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 

3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身に
ついたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

43． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

44． 宿題や提出物は必ず提出すること 

45． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

46． 授業と関係のない私語はしないこと 

47． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

48． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１２回 Unit 1～2 復習 
事前学習 教科書 pp.1～47の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 
Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.49～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.59～69の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 
Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.71～75の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.76～80の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.81～91の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.93～97の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.98～103の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.104～109の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ３ 練習 Ｃ表現練習 

    ステージ４ タスク１・２Ａ 

事前学習 教科書 pp.110～113の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ４ タスク２Ｂ・３ 

事前学習 教科書 pp.114～115の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 Unit 3～5 復習 

事前学習 教科書 pp.49～115の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２６回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

課題テーマ：Unit 1 ビジネスケースを読んで、各段落を要約してください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 



課題研究

２ 

課題テーマ：Unit 2 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

課題テーマ：Unit 3 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１６回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題テーマ：Unit 4 ビジネスケースを読んで、各段落の要約をしてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅡB（4 単位） 

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教員基礎演習ⅠB（教養基礎演習ⅡB)を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

ス場面や教育場面を含む様々な場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的

な言語活動を文レベルでの発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パタ

ーンから外れた場面での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複

雑なコミュニケーションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4 技能を総合的に育成す

る。 

８．学習目標 

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

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

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

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

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

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

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

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

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

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

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 



第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する。 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する。 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する。 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える。 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１８回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 



 

 

第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる。 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する。 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する。 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する。 

課題研究 

１ 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習Ⅰ （2単位） 
３．科目番号 GELA1104 

２．授業担当教員 アカデミック・アドバイザー 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

大学は専門的職業への学習・準備期間である。この 4 年間をうまくデザインして、自分の夢を実現すること
は、学生に課せられた課題である。それを援助するのが、この講座の目的である。そこで本科目は、この 4
年間の生活の仕方から始まり、授業の受け方や行事の意義並びに学ぶ仲間との交流の仕方を体得していく。
最終的には、卒業時の就職や進学に関する内容を学び、日々の勉学への意欲を高めていく。 

８．学習目標 

１．大学で共に学びあう仲間をつくる。 
２．時間の流れから将来計画をどのように考えていくべきかを理解し、将来の目標を明確に持つことができ

るようになる。 
３．より実際的な将来を切り開くため、自分の特性や家庭事情も含めて考えることができる。 
４．就職や進学のためにこの 4年間にどのような準備が必要か理解でき、行動に移すことができる。 
５．キャリアを人生のプロセスの中で考えられ、修正できる柔軟性を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．大学生としての学びは高校時代とは何が違うのか。－本学の授業に期待すること－ 
２．自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 
３．この半年間での私の進歩 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
『履修要項』『学生生活の手引き』 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・大学生活に慣れ、大学での学びで必要となる自律的な学習態度・方法を身につけたか。 
・大学４年間の学習計画を立て、卒業後の展望について考えることができたか。 
○評定の方法 
１．平常点(授業態度・発表・発言など)  50％ 
２．課題レポート 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

他の大学と異なり、本学の学生生活はかなり厳しいものがある。例えば、授業への出席やレポート、発表
が義務づけられ、かつディスカッションがふんだんに課せられるからである。そこで、入学後には、早速、
高校時代とは異なる大きな段差があることになる。そこで、それにつまずかないよう、かつ将来を見据えた
生活設計ができるよう本科目は設けられているので、必ず出席し、課題に取り組んでいただきたい。 

13．オフィスアワー 各アカデミック・アドバイザーの指示に従ってください。 

14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション(教員の自
己紹介/大学における履修方法
および成績評価について学ぶ） 

事前学習 春期オリエンテーションで分からなかったところを整理しておく。 

事後学習 履修方法や成績評価について分からなかったことを質問する。 

第２回 
仲間作り 
（これまでの友人関係や部活
での活動等について語り合う） 

事前学習 
これまでの友人関係や部活での活動等について思い出し、整理してお
く。 

事後学習 同級生の話を聞き、自分との共通点や相違点についてまとめる。 

第３回 
コミュニケーション・スキル学
習 

事前学習 
自分が周りの友人や家族にどのようなコミュニケーションをしている
のかについて振り返り、整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことをまとめ、今後のコミュニケーションに活用する。 

第４回 
将来計画と今すべきこと・した
いことを考える 

事前学習 
大学に入学してからどのようなことをしてきたかについて振り返り、
整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、今すべきことを計画通り実行していく。 

第５回 職業について考える 

事前学習 自分が将来就きたい職業について考えを整理しておく。 

事後学習 
自分が将来就きたい職業に就くにはどうしたらよいかについて自ら調
べる。 

第６回 
各学部、学科における専門教育
への導入① 

事前学習 
自分が所属している学部学科ではどのような専門性を身に付けること
ができるのかについてシラバスや大学のホームページを見て、確認し
ておく。 

事後学習 
授業中に示された各学部学科の専門教育で必要な基礎知識について復
習する。 

第７回 
各学部、学科における専門教育
への導入② 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①での学習内容を復習してお
く。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入②での学習内容を復習する。 

第８回 
本学の試験に備えてすべきこ
と 

事前学習 
自分が受講している授業のシラバスを確認し、各授業の成績評価の方
法を確認しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、テストやレポートに向けて学習する。 



 

 

第９回 
卒業生・先輩から学生生活、就
職について話をきく 

事前学習 卒業生や先輩に質問したいことを事前にまとめておく。 

事後学習 
卒業生や先輩から聞いた話をまとめ、今後の学生生活の中で活用して
いく。 

第１０回 
体を鍛えて明日の自分を考え
る 

事前学習 大学に入り、どのような運動をしてきたかについて思い出しておく。 

事後学習 合同スポーツデイに向けて体力作りに励む。 

第１１回 
各学部、学科における専門教育
への導入③ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②での学習内容を復習して
おく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入③での学習内容を復習する。 

第１２回 
各学部、学科における専門教育
への導入④ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②③での学習内容を復習し
ておく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入④での学習内容を復習する。 

第１３回 この半年間で学んできたもの 

事前学習 これまでの学習内容について整理しておく。 

事後学習 
今後の学生生活を有意義に過ごすために教養基礎演習Ⅰの中で学んだ
ものを活用していく。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第９回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１０回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、その後

の授業時間の前後に行うこと。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：この半年間での私の進歩 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第１２回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１３回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、メール

やオフィスアワーにて受け付ける。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡA（2 単位） 

３．科目番号 

GECD1204 

GELA1204 

GELA1304 ２．授業担当教員 浅井 恭子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、①知能分野（文章理解、判断推理、数的推理、資料
解釈）と、②知識分野（政治、経済、社会、地理）の問題を解きながら、その解法や留意点などについて理
解を深め、応用力を高めていく。また、「教養」とは何かを再認識して、それを身に付けることの意義につい

ても考察する。さらに、問題発見・解決能力や協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるた
めの発表やレポート課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「教養を身に付けることの意義について」というテーマで、1000字程度の 

レポートを作成し、提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員、初級、過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】国語辞典、英和辞典、高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられ

たか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

・3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。 

・特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養を身に付けることの意義」を学んで頂き、自分の将来の目標 

に向かって、自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションで連絡 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方、マナーなど） 

就職・資格試験対策（勉強法、最近の傾向など） 

事前学習 自分の将来像について考えてくる。 

事後学習 
就きたい職業や必要な資格について調べてく

る。 

第２回 知能分野の攻略法、文章理解（現代文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 文章理解（現代文、古文、漢文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 文章理解（英文） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 文章理解（国語①～④） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 文章理解（国語⑤～⑧） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 判断推理（集合①） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 判断推理（集合②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 判断推理（論理①②） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 判断推理（対応関係、出張） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。  

第１１回 判断推理（海釣り、対応関係） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 



 

 

第１２回 判断推理（位置、順序、発言） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１３回 判断推理（試合、油分け算、一筆書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１４回 
判断推理（図形、軌跡、サイコロ、裁ち合わせ、回

転体、立体図形） 

事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 判断推理の再確認テスト（第 13～16 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 数的推理（整数、約数） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数的推理（比、方程式） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数的推理（年齢算、濃度） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 数的推理（速さ、旅人算、通過算、流水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 数的推理の再確認テスト（第 18～21 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 数的推理（仕事算、給排水算） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 数的推理（最短経路、場合の数、組合せ） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 数的推理（確率、図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 数的推理（図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 数的推理の再確認テスト（第 23～26 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 資料解釈 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 資料解釈の再確認テスト（第 29 回の授業内容） 
事前学習 教科書の左記の試験に備えて勉強してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 
教養を身に付けることの意義について、ディスカッ

ションと発表（期末試験対策） 

事前学習 教養を身に付ける意義について考えてくる 

事後学習 期末試験でレポートを書けるように準備する。 

課題研究 

１ 

課題：文章理解（第２～６回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000字程度のレポー

ト（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第６回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究 

２ 

課題：判断推理（第７～10回の授業）を勉強する上で重要なことについて、具体例を挙げつつ、1000字程度のレポー

ト（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第 10回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 11回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名 (単位数) 教養基礎演習ⅢA（4 単位） 

３．科目番号 
GELA2204 

GECD2204 
２．授業担当教員 浅井 恭子 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、「教養」を身に付けるための一環として、知識分野（思想、文学芸術、数学、物理、化学、

生物、地学）の問題や、SPIの非言語能力問題を解きながら、その解法や留意点について理解を深めていく。
また、問題発見・解決能力と協調性を高めるためのディスカッション、表現力を高めるための発表やレポー
ト課題なども取り入れ、幅広い意味での教養を身に付ける。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 
①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定することができる。 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 
③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられる。 
④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤教養を身に付けることについて、その意義を十分に理解し、自ら実践することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：期末試験日に「有能な社会人となるために、大学時代にできることは何か」というテーマで、

1000字程度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『無敵の地方公務員 初級 過去問クリア問題集』高橋書店 

【参考書】高校時代に使用した教科書や参考書 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①希望する就職先や資格などを明確にし、具体的な目標を設定できたか 

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

③職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題発見解決能力、コミュニケーション能力を身に付けられ

たか 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか、⑤教養を身に付けることについて、その意

義を十分に理解し、自ら実践することができたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど）20％ 

・理解度（ディスカッション記録、レポート、発表内容、資料等の作成など）20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等）60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合、原則として、単位を認めないこととする。ただし、特別な事情

で欠席、遅刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業を通じて、「基本的な勉強法」や「教養はなぜ必要なのか」を学んで頂き、自分の将来の目標に向か

って、自らが積極的に勉強できるようになることを願っている。 

13．オフィスアワー オリエンテーションの時に説明 

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 思想 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２回 文学芸術  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第３回 数学（1次方程式、２次方程式、等差数列）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第４回 物理（ばね、加速度、エネルギーなど）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第５回 化学（炎色反応、アンモニア、セラミックスなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第６回 生物（遺伝、血液型、発生、光合成、神経など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第７回 地学（惑星、電磁波、高気圧と低気圧、大気など）  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第８回 文章理解の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第９回 資料解釈の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１０回 政治・経済の復習と再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１１回 日本史・世界史・地理・思想・文学芸術の再確認テスト  
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１２回 数学・物理の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 



 

 

第１３回 化学・生物・地学の復習と再確認テスト 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１４回 国語の関連問題（漢字の読み書き） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１５回 国語の関連問題（四字熟語 慣用句） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１６回 英語の関連問題（英文読解） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１７回 数学の関連問題（整数・比・図形） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１８回 数学の関連問題（場合の数、組み合わせ、確率） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第１９回 政治の関連問題（基本的人権、自由権、社会権、国会など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２０回 経済の関連問題（需要と供給、景気、経済学説など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２１回 日本史の関連問題（鎌倉・室町・江戸・明治・昭和など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２２回 世界史の関連問題（絶対王政、市民革命、世界大戦など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２３回 地理の関連問題（気候、土壌、農業、鉱業、地図など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２４回 物理の関連問題（バネ、加速度、運動） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２５回 化学の関連問題（物資の状態変化、コロイドなど） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２６回 生物の関連問題（遺伝、循環系、脳神経系など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２７回 地学の関連問題（気圧、天気、大気など） 
事前学習 教科書の左記の内容を予習してくる。 

事後学習 学んだことを復習して理解する。 

第２８回 期末試験対策（ディスカッション・発表） 

事前学習 
有能な社会人に必要なことについて考え

てくる。 

事後学習 
期末試験でレポートを書けるように準備

する。 

課題研究

１ 

課題：判断推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙

1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第８回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題：数的推理の勉強をする上で重要なことについて、教科書等を参考にしながら、1000字程度のレポート（A4用紙

1枚）を作成しなさい。 

実施期間：第９回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第１０回の授業開始時に教員へ課題を提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて内容を確認し、学んだことについて復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅢB（4 単位） 

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「教養基礎演習ⅡB」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

ス場面や教育場面を含む様々な場面で対応し得る日本語運用能力への橋渡しを目指す。具体的には、日常的

な言語活動を文レベルでの発話で表現・理解できるが、文を超えた談話レベルの発話や理解ができず、パタ

ーンから外れた場面での複雑なコミュニケーションに困難をきたすレベルから、非日常的な場面における複

雑なコミュニケーションが行える日本語レベルへと「聴く、話す、読む、書く」の 4 技能を総合的に育成す

る。 

８．学習目標 

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

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

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

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

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

抜 1,800円） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

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

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

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

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

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

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本人とのコミュニケ

ーションの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書の目次に目を通してこの授業の全体

像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 14 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第２回 ケース 14 あなたのためを思って忠告したのに…… 

事前学習 
教科書のケース 14 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 15 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第３回 ケース 15 男同士の友情と彼女 

事前学習 
教科書のケース 15 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 16 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第４回 ケース 16 友だちとの旅行 

事前学習 
教科書のケース 16 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 17 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 



 

 

第５回 ケース 17 お客様は神様? 

事前学習 
教科書のケース 17 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 18 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する。 

第６回 ケース 18 会社の予算を超えちゃった 

事前学習 
教科書のケース 18 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 14～18 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 14～18 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する。 

事後学習 
教科書のケース 19 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第８回 ケース 19 もらえなかったアルバイト代 

事前学習 
教科書のケース 19 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 20 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第９回 ケース 20 誘いを断っても大丈夫? 

事前学習 
教科書のケース 20 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 21 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１０回 ケース 21 アルバイトの先輩が……どうしよう! 

事前学習 
教科書のケース 21 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 22 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１１回 ケース 22 大学って何をするところ?  

事前学習 
教科書のケース 22 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 23 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１２回 ケース 23 クラス発表の準備 

事前学習 
教科書のケース 23 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 19～23 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第１３回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する） 

事前学習 
これまで学んだケース 19～23 から興味のあ

るテーマでレポートを提出する。 

事後学習 

これまでの授業内容を復習しケース 14～23

で最も関心のあるテーマでレポートを作成

する。 

第１４回 日本での大学生活の悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
これまで学んだケース 14～23 を振り返り、

特に日本大学生活での悩みについて考える。 

事後学習 
教科書のケース 27 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１５回 ケース 27 メールに返事をくれない先生 

事前学習 
教科書のケース 27 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 28 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１６回 ケース 28 時間がもったいない 

事前学習 
教科書のケース 28 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 29 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１７回 ケース 29 研究か、恋愛か 

事前学習 
教科書のケース 29 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 30 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１８回 ケース 30 私はマネージャーじゃない! 

事前学習 
教科書のケース 30 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 31 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第１９回 ケース 31 インターナショナル・フェスティバル 

事前学習 
教科書のケース 31 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 32 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２０回 ケース 32 年齢はそんなに重要? 

事前学習 
教科書のケース 32 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 33 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 



第２１回 ケース 33 剣道部の部長になったけれど…… 

事前学習 
教科書のケース 33 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 34 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２２回 ケース 34 私、彼氏いるんですけど…… 

事前学習 
教科書のケース 34 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 35 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２３回 ケース 35 どこで就職する? 

事前学習 
教科書のケース 35 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 36 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２４回 ケース 36 人生の岐路 

事前学習 
教科書のケース 36 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 37 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２５回 ケース 37 家族の期待と自分のしたいことのはざまで 

事前学習 
教科書のケース 37 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
教科書のケース 38 の語彙を確認しておく。 

授業中に行った内容を復習する。 

第２６回 ケース 38 ちゃんとした仕事をさせてくれない 

事前学習 
教科書のケース 38 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく。 

事後学習 
これまで学んだケース 27～38 を振り返り、

興味のあるテーマでレポートを作成する。 

第２７回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 27～38 から興味のあ

るテーマでレポートを完成させる。 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する。 

第２８回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論し、グループ毎で発表する）および日本語到達度チ

ェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する。 

事後学習 全ての回の授業中に行った内容を復習する。 

課題研究 

１ 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～18 から興味のあるテーマでレポートを提出する 

実施時期：第 7 回終了後。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成、またその授業でのフィードバックを通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

レポートテーマ：授業で学んだケース 14～23 から最も関心を持ったテーマでレポートを提出する。 

実施時期：第 13 回終了後 

提出期限：第 13 回授業終了後 1 週間以内に、メールで教科担当教員に提出する。 

事後学習：授業で学んだこと、新たに気づいたことをノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

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）」や「会計学」と関連している科目である。 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話をケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題につ

いて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに問題

が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要になる。

ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極める力を身

に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、まず経営の現場

からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

企業経営に関するアサイメント（宿題）及びレポートを課す。 

10．教科書・参考書・

教材 
教材・資料は授業の際に配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経済記事を読む習慣を身に付けること。 

13．オフィスアワー 授業の際に示す。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス 

事前学習 興味がある経済記事を選ぶ。 

事後学習 授業内容を確認する。 

第２回 経営学の目的 

事前学習 経営学とは何かを調べる。 

事後学習 企業の目的を理解する。 

第３回 創業の意義 

事前学習 創業とは何かを調べる。 

事後学習 創業活動を理解する。 

第４回 企業の特徴 

事前学習 企業とは何かを調べる。 

事後学習 イノベーション、「顧客の創造」を理解する。 

第５回 株式会社の仕組み 

事前学習 株式会社の特徴について調べる。 

事後学習 株式会社の有限責任を理解する。 

第６回 経営戦略 

事前学習 経営戦略について調べる。 

事後学習 アンゾフの「経営戦略論」を理解する。 

第７回 経営戦略（ケーススタディ） 
事前学習 

ファーストリテイリングの会社概要を調べ

る。 

事後学習 市場環境とは何かを理解する。 



第８回 経営組織 

事後学習 経営者とは何かを調べる。 

事前学習 経営者の役割を理解する。 

第９回 企業統治 

事後学習 良い企業について調べる。 

事前学習 コーポレイト・ガバナンスを理解する。 

第１０回 マーケティング論 

事後学習 売れる製品とは何かを調べる。 

事前学習 SWOT分析を理解する。 

第１１回 人的管理 

事後学習 企業はどのような人を採用するのか調べる。 

事前学習 採用基準を理解する。 

第１２回 財務管理 

事後学習 
企業がどのようにお金を調達するのか調べ

る。 

事前学習 貸借対照表を理解する。 

第１３回 企業の社会的責任 

事後学習 企業における倫理について調べる。 

事前学習 社会的責任の概念を理解する。 

事後学習 企業経営全体についてまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ:第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「株式会社を作る場合に最も大事ことは何でしょうか?」につ

いてレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ:第 6回～第 10回の講義内容を踏まえて、「成果給は日本企業の賃金として有効なのだろうか?」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営学（非営利組織の経営含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1119 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修後に「経営戦略論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

本講義では、企業の活動における基礎的な諸概念、経営学用語、原理などの初歩を体系的に学ぶことによ

って、経営学の基本を身につけることを目的としている。そのために、経営学の学問的な性質、企業・経営

の概念、経営管理、企業経営の内容、現代の経営学の役割など、各理論の概要の初歩を説明する。講義が抽

象的にならないように、なるべく具体例を用いながら講義を進め、理論と実例の両側面から説明を展開して

いく。また、グループワークやグループディスカッションを通じて、受講者の主体的な参加によって、理解

向上をはかる。 

８．学習目標 

1. 企業経営に関する基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 

2. 経営各分野について基礎的知識を習得し、専門科目履修時の理解力を向上させる。 

3. 現代企業や団体の経営課題を把握し、課題解決の取り組み方法を選択できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 会社の組織を調べる。 

2. 会社の社会的責任活動（CSR）を調べる。 

3. 愛知県の総合病院の一覧から、1つ病院を選択して、病院理念・ビジョンを調べる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池・櫻井・田尾・城田編著『現代の経営学』税務経理協会、2018。 

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．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２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

生は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 

②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1 回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 序章 現代の企業と経営 

事前学習 
p.3 の現代の企業を読んでポイントをまとめ

ること。 

事後学習 p.7 の現代の経営をまとめること。 

第２回 第１章 経営の基礎 

事前学習 
p.13 の経営学の方法と問題領域を読みまと

めること。 

事後学習 
p.16 の現代の企業とその経営を読みまとめ

ること。 

第３回 第１章 経営の基礎 

事前学習 
p.19 の経営政策の今日的展開を読みまとめ

ること。 

事後学習 
p.23 の日本的経営の概念と特質についてま

とめること。 

第４回 第２章 企業の概念と諸形態 
事前学習 

p.31 の企業の概念と諸形態を読みまとめる

こと。 

事後学習 p.37 の環境と企業の特徴をまとめること。 

第５回 第３章 コーポレートガバナンス 

事前学習 
p.47 のコーポレートガバナンスとはを読み

要点をまとめること。 

事後学習 
p.52 のコーポレートガバナンスシステムを

読みまとめること。 

第６回 第４章 経営戦略 

事前学習 
p.66 の経営戦略の概念と考え方を読みまと

めること。 

事後学習 
p.69 の経営戦略の基本的要素について要点

をまとめること。 



第７回 第５章 経営管理 

事前学習 
p.85 の古典的経営管理を読み要点をまとめ

ること。 

事後学習 
p.91 の新古典的経営管理についてまとめる

こと。 

第８回 第６章 経営組織 

事前学習 
pp.111～113 を読みバーナードと公式組織に

ついてまとめること。 

事後学習 p.118 の組織構造をまとめること。 

第９回 
 

第８章 人的資源管理 

事前学習 
 

p.148 の人的資源管理を読みまとめること。 

事後学習 

p.149 のモチベーション、リーダーシップ、

コミットメントの概念についてまとめるこ

と。 

 

第１０回 第９章 企業の社会的責任と経営倫理 

事前学習 
p.165 の企業の社会的責任を読みまとめるこ

と。 

事後学習 p.172 の経営倫理についてまとめること。 

第１１回 第１０章 企業と社会貢献 

事前学習 
p.183 の企業の社会貢献活動を読みまとめる

こと。 

事後学習 

p.189 のコーズリレーテッドマーケティング

の企業倫理の制度化について要点をまとめ

ること。 

第１２回 

第１０章 企業と社会貢献：社会貢献とソーシャル・ビ

ジネス 

 

事前学習 
p.193 を読み社会貢献とソーシャルビジネス

についてまとめること。 

事後学習 
p.197 の企業の社会貢献の課題についてまと

めること。 

第１３回 まとめと課題 

事前学習 
日本型経営について要点をまとめること。 

環境問題について考えてくること 

事後学習 
経営学の対象についてまとめること。 

環境経営の基本について整理する。 

課題研究 

１ 

課題研究１テーマ：第 1〜5回の講義内容を踏まえて、「日本的経営の特質とコーポレートガバナンスの課題」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7回授業修了後に教室で実施する。 

     添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授義で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究２テーマ：第 6～11 回の講義内容を踏まえて、「企業の社会責任と社会貢献について」レポートにまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業修了後に教室で実施する。 

     添削内容について引き続き質問がある場合はその後も随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3112 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 本講義では組織の管理についての解説を行い、経営管理の理論的な部分に関して初歩的な理解を促すこと

が目的である。そのために、まずは、代表的な経営学説を学ぶことから始める。 

 講義の流れとしては、経営管理の全体を把握するため、経営学の誕生、近代組織における経営管理の登場

とその発展について学習する。変革する経営管理について、組織の活性化、モチベーション及び経営のリー

ダーシップについて学習を進める。 

 また、経営の創始者としてのテイラーや管理原則を展開したファヨールの議論などを紹介する。最終的に

は人事労務管理論や財務管理論へと議論を展開して、経営管理の全体像を把握できるようにする。 

８．学習目標 

１．企業はもちろん病院・学校・公共団体などをはじめ家庭・個人にいたるまで経営管理能力が必要とされ

ている。組織の経営管理活動の過去・現在・未来を理解できるようになる。 

２．社会で要求される管理能力の基礎を身に付けると共に、行動案を立案できるようになる。 

３．自分自身のマネジメント、即ちセルフマネジメントを理解し、実践力をつけることを目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

定期的なアサイメントについては特に課さない。しかし、学習に必要な場合はレポートを課す。また、授
業展開の中で特に重要となる授業内容の予備知識を調べてくるように提示する。前回の授業とのつながりを
解説しながら授業を進めるが、特に重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめて
くるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男著『経営管理〔新版〕』有斐閣アルマ、2011。 
【参考書】 
岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2007。 
岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2005。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から平易な資料を用意して授業を進めたため、組織経営の基本的仕組は

理解できたか。 

２．組織の管理能力の基礎的な考え方を身に付けることで、グローバルな視点で経営管理を考えるような力

が付いたか。 

３．企業の経営管理の理解だけでなく、病院や公共施設などの経営管理の違いを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、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３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属している。組織の活動は経営管理の知識が必要である。また、経営管理
の学習は、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付ける試みができ、セルフマネジメント手法を
学ぶことにもつながる。 
担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営管理を進

めた。その研究と実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの組織の経営管理へ活用するための研究・学
習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示をする。 

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） 
経営管理の概念 

事前学習 
テキストの著者の考え方を知る上で、「はし
がき」（pp.1～6）の内容を読みまとめる。 

事後学習 

経営管理の概要を聴いたうえで、経営体の経

営管理について自分の考えをまとめて提出

する。 

第２回 
経営の誕生、資本主義経済の発展と経営管理の形成 
人と社会システム、組織的な経済活動・公共的な経済活
動 

事前学習 
テキスト序章（pp.6～12）を読んでまとめる。
また、関心のある企業について調べる。   

事後学習 

テキストにある日本の会社と、各自が関心の

ある会社を比較し、その違いなどをまとめ

る。 

第３回 
管理の生成と発展、専門経営管理と組織能力 
近代的組織の登場、所有と支配の分離 

事前学習 テキスト第 1 章（pp.16～41）をまとめる。 

事後学習 
専門経営者の台頭、経営管理論の始祖ファヨ

ールを中心に管理の必要性をまとめる。 

第４回 
経営管理の発展 
生産性と創造性の探究として経営管理論 

事前学習 
テキスト第 2 章前半（pp.42～47）を熟読し、
テーラーの科学的管理法をまとめる。 

事後学習 
経営管路の発展、経営管理論の系統図を理解

しまとめ、現代企業との比較をする。 

第５回 
経営管理の諸理論 
資本主義と企業組織の発展、経営管理の生成 

事前学習 
テキスト第 2 章後半（pp.48～62）を熟読し、
まとめ、諸理論の流れをつかんでおく。 

事後学習 
科学的管理法、サイモンの意思決定論を中心

に内容をまとめる。 



第６回 
経営管理の諸理論 
科学的管理法と大量生産方式、コンティンジェンシー理
論 

事前学習 
人間関係論誕生につながるホーソン実験を
よく理解し、その内容をまとめる。 

事後学習 人の管理から組織の理論の流れをまとめる。 

第７回 
組織のデザイン、環境適応へ向けての構造設計 
機能別組織管理と管理諸原則、ファヨールの貢献 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.64～71 を熟読しまとめ
る。 

事後学習 
経営管理におけるファヨールの貢献、機能別

組織のデザインについてまとめる。 

第８回 
事業別組織の経営管理、部門管理の標準化 
事業部制組織の設計理念およびメリットとデメリット 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.71～76 を熟読しまとめ
る。 

事後学習 
新聞や雑誌などから事業部制をもつ企業を 1

社選択し、学習内容と比較検討しまとめる。 

第９回 
日本型組織デザイン 
組織のヨコの連携、競争優位の確立に向けて 

事前学習 
テキスト第 3章 pp.76～89を熟読するととも
に、関心のある企業の組織図を記録してお
く。 

事後学習 
日本型組織の新しい展開という視点でまと

め、理解を深める。 

第１０回 
経営戦略、組織経営の指針 
戦略と組織の適合性、企業ドメインの策定 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.90～96 を熟読しまとめ
る。 

事後学習 
戦略的思考、成長ベクトル、SWOT 分析をま

とめ、理解を深めておく。 

第１１回 
競争戦略、戦略的事業単位の経営管理 
ポーターの競争戦略理論 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.96～112 を熟読しまとめ
る。 

事後学習 
企業の競争戦略事例を取り上げ、PPM 分析

に適応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 
組織資源の管理 
伝統的資源管理、情報資源の蓄積と利用、組織風土の適
性 

事前学習 
テキスト第 5 章 pp.115～136 を読み、企業の
伝統的な経営資源と新潮流について把握す
る。 

事後学習 

経営資源管理から日本型社内ネットワーク

への発展と組織風土の関係を中心にまとめ

る。 

第１３回 
組織間関係の管理、戦略的提携に向けての基礎 
組織間関係、戦略的提携のロジック 
授業の全体まとめ 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.138～160 を読み、これま
での組織間関係の事例をまとめる。 

事後学習 

企業間連携、戦略的提携ロジックをまとめ、

この学習で理解した経営管理のあり方を再

考察、関心ある企業を例に理論と実践との差

異などを比較してまとめ、理解を深める。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「企業の発展と経営管理の重要性」についてレポートにまと

めなさい。（留意点）企業活動には経営管理の仕組みがいかに機能しているかなどの視点を重視する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 9 回の講義内容を踏まえて「経営管理と経営組織の繋がり」についてレポートにまとめ

なさい。（留意点）経営学領域はそれぞれ単独でなく、経営管理論、組織論、経営戦略論ほか相互の繋がりがある。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営組織論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3114 

２．授業担当教員 岡田 広司 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

企業・学校・病院など、多数の人間から構成される組織を運営するためには、これらの組織を合理的、効
率的な「一つの組織」として運営する必要がある。経営組織論は、社会の基礎的構成要素としての組織を対

象として、その行動やメカニズムの解明を基礎的課題とした学問領域である。 
私たちは常に組織との相互作用の中にあり、そして取り巻く組織は常に変化しながら、行動の制約や発展・

成長を私たちに与えたり、逆に私たちがより良い組織や機能を提供したりしている。この講義では、この組

織の機能に着目して、組織論的課題解決手法を探索する。そして、効率的に運営される組織とは何かという
観点から課題を提起し、ディスカッションを通じて課題解決に取り組む。 
この講義は、科目の性質上、経営管理論や経営戦略論等の関連科目の基礎的知識も必要となる応用科目と

なるので、これまで学習してきた経営学に関する知識をしっかり復習しておくことが必要である。また、必
要に応じて、適宜解説を加える。 

８．学習目標 

１．経営組織論を構成する理論の概要と具体的事例の内容を理解し、説明することができる。 

２．経営組織を取り巻く経営環境を理解し、その環境への適合方法及び戦略を考察し、立案できるようにな
る。 

３．経営戦略を実行するのに最適な経営組織のあり方を提起し、戦略的思考を理解し、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 

定期的なアサイメントについては、特に課さない。しかし、授業展開の中で特に重要となる授業内容の予

備知識を調べてくるように提示する。また、前回の授業とのつながりを解説しながら授業を進めるが、特に
重要となる授業内容については、その都度、各自でその要点をまとめてくるよう提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

稲葉祐之他著『キャリアで語る経営組織』有斐閣アルマ、2012。 

【参考書】 

岡田広司編著『戦略的イノベーション経営の潮流 現代経営学講座Ⅱ』あるむ、2008。 

岡田広司著『商品開発とビジネス戦略 現代経営学基礎講座Ⅱ』あるむ、2009。 

桑田耕太郎・田尾雅夫著『組織論』有斐閣アルマ、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業の経営を実践と理論の両面から、平易な資料を用意して授業を進めたため、組織の基本的仕組は理

解できたか。 

２．企業だけでなく学校、病院などの多くの人間から構成組織を運営するための、社会で要求される組織経

営の基礎的な考え方を身に付け、留学生にとっても日本と母国を含めたグローバルな視点で組織のあり

方を考えるような力が付いたか。 

３．企業の経営組織の理解だけでなく、病院や公共施設などの組織及び組織運営の違いを理解できるように

なったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、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３０％ 

２ 課題レポート      総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

あらゆる人は何らかの組織に所属する。組織の活動には、経営戦略、経営管理の知識が必要である。また、
経営組織の学習は、変化する社会のあり方を考察し、未来の自分の人生の目標を定めその生き方を方向付け

る試みができ、セルフマネジメント手法を学ぶことにもつながる。 
担当教員は新事業のリーダーとして、長年企業で多くの新製品の開発とその事業化のための経営組織の研

究を進めた。その事例の一つに世界初の通信カラオケの事業化がある。事業を成功するにはそれに相応しい

経営組織や経営戦略がある。これらの研究や実務経験を生かして、医療・福祉・介護などの経営組織論の研
究・学習を皆さんと共に討議を重ねながら追究していく。 

13．オフィスアワー  授業の際に指示をする。 

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） 
経営組織論の概念 

事前学習 

テキストの著者の考え方を知る上で、「はしが
き」（pp.1～7）を読み、理解する。参考書など

を調べて、経営組織論の持つ意味をまとめる。 

事後学習 
オリエンテーションによって得た、経営組織論

についての自分の考えをまとめ提出する。 

第２回 

個人の欲求と組織の目的 

人間の欲求と行動 
組織・企業のあり方と価値 

事前学習 

テキスト第 1 章 pp.7～13 を読んでまとめる。
また、関心のある企業を取り上げ、事業内容会

社組織体制などについてまとめる。 

事後学習 
テキストを通して学んだ人間の欲求と組織の

行動との関係についてまとめる。 

第３回 

付加価値を生むプロセス 

経営資源 
組織で働くことと個人で働くこと 

事前学習 
テキスト第 1 章の pp.13～26 を熟読し、内容を
まとめる。 

事後学習 

当該学習を通して、付加価値とは何か、それを

生むプロセス、人的資源の重要性、組織で働く

ことの意義をまとめる。 



第４回 

組織社会化と組織社会プロセス 
組織社会化の重要性 
組織文化とは何か 

組織文化の機能  

事前学習 
テキスト第 2 章 pp.27～57 を読んで、組織社会

化とは何かについて考察しまとめる。 

事後学習 
組織文化が企業活動のなかでどう機能するの

かまとめ、企業の実態と比較考察する。 

第５回 

組織と仕事への順応化 
モチベーションと規則 

人材教育 
仕事に対する欲求 
内発的動機付け 

事前学習 
テキスト第 3 章 pp.59～88 を読み、モチベーシ
ョン、人材育成などを中心にまとめる。 

事後学習 
仕事に対する意欲、モチベーションと組織との

つながりを中心に内容をまとめる。 

第６回 

人事異動 
会社のなかでのキャリア開発 

組織の人事管理 
個人のキャリアマネジメント 

事前学習 
テキスト第 4 章 pp.89～114 を読んで、自分な
りに適材適所に関する考え方をまとめる。 

事後学習 
この学習を通して、組織と個人の関係について

まとめ、経営組織について理解を深める。 

第７回 

リーダーシップ 

リーダーシップの意義 
優れたリーダー行動と権限委譲 
状況適応理論 

事前学習 
テキスト第 5 章の pp.117～143 を読み、リー
ダーシップの重要性についてまとめる。 

事後学習 

優れたリーダーシップとはどういうものかと

いう視点から、事前学習での考察を再度見直

し、まとめる。 

第８回 

集団組織のダイナミズム 
意思決定のプロセス  

集団組織の意思決定と個人の意思決定のメリット 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.145～163 を熟読し、内容
をまとめる。 

事後学習 

組織活動のなかで最も重要なテーマの一つで

ある意思決定について、過去の事例を加えなが

らまとめる。 

第９回 

意思決定のごみ箱モデル 
集団の失敗 
グループ・シンク 

グループシフト 

事前学習 
テキスト第 6 章 pp.163～174 を熟読するとと
もに、集団の圧力について考察する。 

事後学習 
学習をもとに、集団が誤った意思決定をした事

例をまとめ、考察力を深める。 

第１０回 

コンフリクト・マネジメント 
コンフリクトのプロセス 

ダイバシティ・マネジメント 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.177～208 を熟読しまとめ、

コンフリクトについての予備知識を得る。 

事後学習 
学習成果を応用して、コンフリクトの無い集団

はあるのか、という視点からまとめる。 

第１１回 

組織デザイン 
組織における分業 
分業されたタスクの調整方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.211～240 を熟読し、組織
デザインについての内容をまとめる。 

事後学習 
組織における分業について、事例を取り上げ適

応・考察してまとめ、理解を深める。 

第１２回 

ヒエラルキーの設計 
機能性組織と事業部制組織 

グルーピングの基本 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.241～255 を読み、企業の
伝統的なヒエラルキーをまとめる。 

事後学習 

機能別組織から事業部制組織に発展した企業

事例を取り上げて、まとめることで理解を深め

る。 

第１３回 

環境のマネジメント 
制度・市場・利害者集団と組織 

利害者集団との関係 
授業のまとめ 

事前学習 
テキスト第 9 章 pp.256～270 を読み、利害者
集団を中心にまとめる。 

事後学習 

利害者集団との繋がりがいかに重要かの視点

から学習内容をまとめ、関心ある企業を例に、

理論と実践との差異などを考察し、この学習で

理解した経営組織のあり方をまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「人が組織で働くことの意義と組織社会化」についてレポー

トにまとめなさい。（留意点）人が個人で働くより組織で働く意味、組織社会で働く人になるという意味を考える。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、「企業におけるリーダーシップと意志決定」についてレポー

トにまとめなさい。（留意点）組織活動が的確・有効に機能するためには適切なリーダーシップと意志決定が重要。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経済学（国際経済を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA2318 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 講義、学生による発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、経済が動く仕組みがよく理解できるように、必要とされる経済学（国際経済を含む）の基礎知

識を体系的に得ることを目的のひとつとする。 

さらに、そうした基礎知識を「生きた知識」として活用させ、世界や日本国内で起こっている各種の経済

問題やそこで活躍する企業や政府などについて理解することによって、分析するツールとして利用できるよ

うになることが最終的な目的となる。 

８．学習目標 

1. 経済現象の背後に貫徹する法則を説明できるようになる。 

2. 財政金融関係の基礎知識について学び、説明できるようになる。 

3. 国際経済・日本経済の歴史について、自らの意見をレポートにまとめ発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．国の予算を調べる。 

２．戦後の日本経済の歴史について整理する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】関谷・安田・大木著『初めて学ぶ経済学』慶応義塾大学出版会、2014。1800+税 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・経済現象や財政金融関係の基礎知識、企業経済・労働経済について学び、説明できるようになる。 

・世界経済や日本経済の歴史や現状について、自らの考えをレポート等にまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

小テスト・発表  30％ 

期末試験・レポート  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

生は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 

②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

⑤課題の提出期限を厳守すること。 

⑥自分の人生へどのように影響するかという観点から社会の大きな動きを見る習慣をつけていくこと。 

13．オフィスアワー  第 1回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 第 1 章 市場とは何か 

事前学習 pp.4～8 の家計と企業を読みまとめること。 

事後学習 機会費用についてレポートにまとめること。 

第２回 第 2 章 需要を考える 

事前学習 
pp.11～19 を読み需要曲線についてまとめる

こと。 

事後学習 
需要の価格弾力性の要因についてまとめる

こと。 

第３回 第 3 章 供給を考える 

事前学習 
pp.23～29 を読み供給曲線についてまとめる

こと。 

事後学習 
供給の価格弾力性についてレポートにまと

めること。 

第４回 第 4 章 市場における価格の役割   

事前学習 
p.31 の市場価格の決定についてまとめるこ

と。 

事後学習 資源配分の効率性をまとめること。 

第５回 第 6 章 市場の失敗 

事前学習 p.56 の市場を読みまとめること。 

事後学習 外部効果についてレポートにまとめること。 

第６回 第 7 章 情報の経済学 

事前学習 p.65 の情報の非対称性を読みまとめること。 

事後学習 モラルハザードについてまとめること。 

第７回 第 8 章 経済循環とマクロ経済 

事前学習 
p.77 の経済活動を経済循環図でまとめるこ

と。 

事後学習 
生産物市場と労働市場の関連についてレポ

ートにまとめること。 



第８回 第 9 章 経済活動の大きさを図る 

事前学習 
pp.83～89 の国内総生産、3 面等価の原則を

読みまとめること。 

事後学習 3 面等価の原則についてまとめること。 

第９回 第 10 章 国内総生産はなぜ変動するか 

事前学習 
p.91 の総需要がＧＤＰの水準について読み

まとめること。 

事後学習 
経済を動かす 4つのエンジンについてまとめ

ること。 

第 10 回 第 11 章 経済活動の安定性を左右する要因 

事前学習 p.97 の消費需要の安定を読みまとめること。 

事後学習 
輸出・輸入と総需要についてレポートにまと

めること。 

第１１回 第 12 章 経済活動と金融 

事前学習 
pp.105～109の経済循環と貨幣を読みまとめ

ること。 

事後学習 
日本銀行の役割についてレポートにまとめ

ること。 

第１２回 第 13 章 経済政策の効果 

事前学習 
pp.111～114 の財政政策を読みまとめるこ

と。 

事後学習 金融政策についてまとめること。 

第１３回 第 14 章 グローバル経済 
事前学習 

p.117 の貿易・金利・為替を読みまとめるこ

と。 

事後学習 輸出構造と日本経済についてまとめること。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1～5 回の講義内容を踏まえ、「完全競争市場の成立条件について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 7 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で臨時受け手付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：総需要を構成する消費需要、投資需要、政府支出、輸出・輸入に関して、基本的な内容と特徴につい

てまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回授業で随時受付適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・スポーツ （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1301 

GEHL1101 
２．授業担当教員 春田 典三 

４．授業形態 
・講義および演習 

・実技（現場での対象者を考慮した運動の企画・運営） 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関連の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

本講義では、以下に提示された健康に関わる現代的課題を知り、教育および関連する当該の現場において

本講義で身に付けた知識および技能を十分に活用できるようにすることを目的としている。 

１．現代っ子の体力的課題を明らかにするとともに、それを補うためにはどのような手立てや実践が必要な

のかを種々のデータをもとにディスカッションするとともに今後における健康教育の展望を探る。 

２．児童の発達課題である「生きる力」の基盤となる運動機能の発達や安全能力の発達を促す各種スポーツ

やあそびを考える。歩く・走る・跳ぶ・握る・ぶら下がるなど、人間の基本的な生活運動機能を身に付

けるため、運動欲求を促すスポーツの必要性を理解する。 

３．自分たちで実際にスポーツを楽しみながら運動することの重要性を理解する。 

４．赤城山宿泊研修および合同スポーツディは、本講義の一部となりますので、保育士資格取得希望者は必

ず参加すること。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを期待する。 

１．自分の現在の体力を客観的に知る方法を理解するとともに他の対象者にも健康に関する的確なアドバイ

スができるようにする。 

２．人が健康に生活するためには、じつに様々な要素が関連し合って成り立っていることを理解し、自らが

実践できるようにする。 

３．それぞれの立場や対象者に即した運動計画を立案できるようにする。 

４．いろいろな運動や遊びを通して体を動かすことの楽しさを知り、生涯にわたって体を動かすことの必要

性や重要性を理解し、豊かなライフスタイルを形成できる資質を身につけることができるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

特記なし 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】大学生の健康・スポーツ科学研究会著『大学生の健康・スポーツ科学 改訂版』道和書院。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 体力や運動レベルの差が大きいので、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技試験への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、健康への考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 60％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技試験・課題レポート 30％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

１． 実技中心の授業のため、身体を動かしやすい服装で参加すること。（ジ－ンズ等禁止） 

２． 欠席・遅刻・早退は原則厳禁。やむを得ない場合は、届を提出すること。 

３． 企画・運営の際、仲間意識を高め、準備をしっかり行えるように努めること。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間、これ以外の時間については教務課に相談しアポイントを取ること。 

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－ション  ＜授業概要＞ 

事前学習 シラバスを読み、授業内容を確認する。 

事後学習 授業内容の再確認をする。 

第２回 生活習慣と健康《座学》 

事前学習 生活習慣の意味を考える。 

事後学習 
生活習慣の重要性を知り、健康との関わりに

ついて理解を深める。 

第３回 生活習慣病～予防と対策～《座学》 

事前学習 生活習慣病について調べる。 

事後学習 
授業の振り返りをして、生活習慣と疾病との

関わりについて理解する。 

第４回 バドミントン（屋外）  ～基礎～ 

事前学習 基本的ルールを学習する。 

事後学習 ラリーをできるようにする。 

第５回 有酸素運動と無酸素運動とは何かについて《座学》 

事前学習 有酸素運動と無酸素運動について調べる。 

事後学習 
授業の振り返りをして、有酸素と無酸素運動

をそれぞれ理解する。 



第６回 心と健康《座学》 

事前学習 心と健康について考える。 

事後学習 
授業の振り返りをして、心の在り方と、健康

についての理解を深める。 

第７回 ストレスと健康《座学》 

事前学習 ストレスと健康の関わりについて考察する。 

事後学習 
授業の振り返りをして、ストレスと健康につ

いての関係を理解する。 

第８回 バドミントン（屋外）  ～応用～ 

事前学習 その他テクニックの事前学習。 

事後学習 授業の振り返りをして、テクニックを習得。 

第９回 レジスタンストーニング《座学》 

事前学習 レジスタンストレーニングの意図を探る。 

事後学習 
授業の振り返りをして、レジスタンストレー

ニングの目的を理解する。 

第１０回 スロトレ《座学》 

事前学習 どのようなトレーニングなのかを探る。 

事後学習 
授業の振り返りをして、スロトレの目的と効

果を理解する。 

第１１回 筋トレ～ウオーキング（脂肪燃焼効果の期待） 

事前学習 どのような効果があるのかを調べる。 

事後学習 
健康を維持するためのトレーニング法を習

得する。 

第１２回 快・不快と健康 

事前学習 快・不快とは何かについて調べてみる。 

事後学習 
授業の振り返りをして、健康との関りを知

る。 

第１３回 レクリエーション 

事前学習 
どのようなレクリエーションがあるのか考

える。 

事後学習 
授業の振り返りをして、レクリエーションの

楽しさを知る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：新型コロナウイルスについて述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 5 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：生活習慣病について学んだことを復習し、予防と対策について考えるところを述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 12 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　高等学校教諭の勤務経験及び学習塾での教室長としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 言語学概論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3141 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 言語には日本語も英語もあるが、どの言語にも共通したなんらかの性質がある。この講座は言語体系、言

語能力、言語運用などといった言語学の分野でよく使われる用語を紹介したうえで、音、単語、文、意味、

文化について考察を進め、ことばの普遍性と多様性を学習していく。 

８．学習目標 
1.どの言語にも応用できる言語学の基礎知識について説明できるようになる。 

2.言語学の基礎知識を日本語（や母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．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．言語の研究分野について何を知りたいか、グループでテーマを考え分析し発表する。 

４．発表後に個別にレポートを作成し提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用せず、適宜プリントを配布する。 

【参考書】黒田龍之助『はじめての言語学』講談社現代新書、2004。 

     小泉保『日本語教師のための言語学入門』大修館書店 1993。 

     佐久間淳一『本当にわかる言語学』日本実業出版社 2016。 

     原沢伊都夫『日本語教師のための入門言語学―演習と解説』2017。 

町田健・籾山洋介『よくわかる言語学入門』バベルプレス 1995。   など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）言語学の基礎知識について説明できるようになったか。 

２）言語学の基礎知識を日本語（と母国語）に当てはめ、自分で用例を挙げながら解釈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 

言語学という学問は、何をやっているのかがわかりにくい学問かもしれない。この授業では、言語学はい

ったい言語の何を研究しているかという言語学の基礎知識を学ぶことと、専門知識を日本語や母語に応用す

ることに力を入れる。応用することによって、言語学の醍醐味が分かるので、ぜひ楽しく勉強していきたい。 

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） 

１ 言語とは何か ①言語の定義 

事前学習 言語学とは何かについて考えておく。 

事後学習 配布資料を読み言語学とは何か理解する。 

第２回 １ 言語とは何か ②意味を伝達する単位 

事前学習 
配布資料を読み言語の伝達する意味につい

て考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２ 言語記号 ①記号 ②言語記号 ③言語記号の恣

意性 

事前学習 
配布資料を読みソシュールのいう言語記号

について理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ３ 分節 ①文の単位への分節 ②二重分節 

事前学習 配布資料を読み二重分節とは何か理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
４ ラングとパロール ①ラングとパロール ②ラン

グの特徴 

事前学習 
配布資料を読みラングとパロールの意味を

理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
５ 構造 ①言語の線状性と要素の配列の規則性 ②

構造 

事前学習 
言語構造の特徴である線状性について理解

する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 ６ 体系 ①体系 ②個別言語の体系 

事前学習 言語にどのような体系があるのか理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 

７ 共時態と通時態 ①共時態と通時態 ②言語研究

の対象 

８ 言語研究の方法と言語学の分野 

事前学習 
どのような言語学が共時態であり、通時態で

あるのか理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 言語学のどの分野をテーマとして発表するか、考える。 

事前学習 
グループで言語学のどの分野に興味がある

か、議論し、課題を決める。 

事後学習 資料を探し、読んでいく。 

第１０回 資料を分析し、発表用の原稿を作る。 

事前学習 資料を分析し、グループで調べる。 

事後学習 発表原稿を作成する。 

第１１回 グループ発表練習 

事前学習 作成した発表原稿を練習する。 

事後学習 不明点の見直しを行う。 

第１２回 グループ発表、質疑応答、コメント 

事前学習 原稿を見直し、発表に備える。 

事後学習 質疑応答、コメントについて考える。 

第１３回 最終レポート提出準備 
事前学習 

発表、質疑応答、コメントを参考にレポート

にまとめる。 

事後学習 提出するレポートを読む。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえ「言語学とは何を行う学問か」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：課題レポート発表についての評価・フィードバックを行う。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

事前学習：レポート発表についての意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 更生保護 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP4301 

SSMP4101 

PSMP4401 ２．授業担当教員 濵島 幸彦 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、途中確認テスト・小テストの併用、

期末に試験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

犯罪や非行をした人の立ち直りを図り、再び犯罪や非行を起こさせないようにするには、その素質、環境

を考慮しつつ、その人に必要な各種の支援、福祉でいう自立支援が必要である。これらの支援は、警察、検

察、裁判、矯正の各段階で行われているが、本科目では、この内の社会の中での働きかけ（処遇）を中心と

する更生保護制度について、その概要、担い手、関係機関・団体との連携、また、心神喪失等の状態で重大

な犯罪を行った人の社会復帰の促進を目的とする医療観察制度の概要、さらには、更生保護制度の運用の実

際と今後の展望等について学習する。 

８．学習目標 

1 福祉との関連において必要とされる更生保護制度の基礎的知識について理解し、説明することができる

ようになる。 

2 更生保護の組織を中心に，刑事司法・少年司法分野で犯罪前歴者等の支援活動に関与する組織，団体及

び専門職について理解し、説明することができるようになる。 

3 更生保護制度における関係機関・団体との連携のあり方について理解し、説明することができるように

なる。 

4 保護観察所が担う新たな役割として、福祉機関・団体などとの密接な連携の下に実施される被害者支援

や医療観察制度について理解し、説明することができるようになる。 

5 更生保護の運用の実際と今後の展望について考察し、自分の言葉で表明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

中間レポート「日本の更生保護制度の特色について」記述せよ。1,000字程度で第８回の講義時に提出する。 

期末レポート「日本の更生保護制度の課題と対策について」記述せよ。」」2,000字程度で第１３回講義時に

提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】松本 勝編『更生保護入門 第 5版』成文堂、2019。 

【参考書】清水義悳、若穂井透 編著『更生保護』ミネルヴァ書房。 

          藤本哲也、生島浩、竜野文理 編著『よくわかる更生保護』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．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        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  日頃から新聞・テレビなどのマスメディアに関心をよせ、社会事象である犯罪や非行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て、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いきたい。 

3 各講義の中で、社会福祉士国家試験過去問題（更生保護関係）にも取り組む。 

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）  

更生保護制度の概要Ⅰ 刑事司法の中の更生保護 

事前学習 
テキストの「更生保護の歴史と意義」、「刑事

司法手続きの概要」を精読する。 

事後学習 刑事司法のチャート図の理解を深める。 

第２回 更生保護制度の概要Ⅱ 仮釈放 

事前学習 テキストの「仮釈放等の制度」を精読する。 

事後学習 
どのような場合に仮釈放が許されるかをノ

ートにまとめる。 

第３回 更生保護制度の概要Ⅲ 保護観察 

事前学習 テキストの「保護観察概説」を精読する。 

事後学習 
講義での保護観察の概要をノートにまとめ

る（特に種類と期間）。 

第４回 更生保護制度の概要Ⅳ 生活環境の調整、更生緊急保護 

事前学習 
テキストの「生活環境の調整」、「更生緊急保

護」を精読する。 

事後学習 
更生緊急保護はどのような場合に行われる

のかをノートにまとめる。 

第５回 
更生保護制度の概要Ⅴ 更生保護における犯罪被害者

等施策 

事前学習 
テキストの「犯罪被害者等支援活動」を精読

する。 

事後学習 犯罪被害者対策の概要をノートにまとめる。 



第６回 更生保護制度の担い手Ⅰ 保護観察官・保護司 

事前学習 テキストの「更生保護」を精読する。 

事後学習 
保護観察官と保護司の役割についてノート

にまとめる。 

第７回 更生保護制度の担い手Ⅱ 更生保護施設、民間協力者 

事前学習 テキストの「更生保護施設」を精読する。 

事後学習 
更生保護施設の問題点についてノートにま

とめる。 

第８回 
 

更生保護制度の概要Ⅵ 恩赦、犯罪予防活動 

事前学習 
テキストの「恩赦」、「犯罪予防」を精読する。 

 

事後学習 

恩赦の意義についてノートにまとめる。自分

の居住する地域での社会を明るくする運動

の行事情報を収集する。 

第９回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅰ 裁判

所、検察庁とのかかわり 

事前学習 

第 1 回で示したチャート図から裁判所・検察

庁・更生保護等の関係機関の役割を確認す

る。 

事後学習 
更生保護での処遇効果を高めるための方策

についてノートにまとめる。 

第１０回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅱ 矯正

施設、公共職業安定所、福祉事務所とのかかわり 

事前学習 
テキストの「社会内処遇における多機関連

携」を精読する。 

事後学習 
更生保護での処遇効果を高めるための方策

についてノートにまとめる。 

第１１回 
更生保護の実際と今後の展望Ⅰ 保護観察官の業務の

実際 

事前学習 
第 1回で示した資料から再犯防止の重要性を

理解する。 

事後学習 
更生保護における再犯防止策についてノー

トにまとめる 

第１２回 
更生保護の実際と今後の展望Ⅱ 更生保護の今後の展

望 

事前学習 テキストの「再犯防止策」を精読する。 

事後学習 
更生保護における再犯防止策の課題と対策

についてノートにまとめる。 

第１３回 
医療観察制度の概要 医療観察法に基づく処遇制度の

創設、生活環境の調査、生活環境の調整 

事前学習 
テキストの「医療観察制度の概要」を精読す

る。 

事後学習 
医療観察制度の意義、社会復帰調整官が担う

業務をノートにまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 7 回の講義内容を踏まえ､「日本の更生保護制度の特色」についてレポートにまとめなさ

い。 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出時期：第８回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質  

     問がある場合はその後も毎回の授業で随時随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 1 回、第 9～12 回の講義内容を踏まえ､「日本の更生保護制度の課題と対策」についてレポートに

まとめなさい。 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13回の授業開始時までに提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公認心理師の職責 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3356 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

る者をいいます。 

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 

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

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

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

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

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

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

生涯学習への準備、⑧他職種連携及び地域連携について学びます。 

８．学習目標 

①公認心理師の役割について理解し、説明できるようになる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解する。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につける。 

④情報の適切な取扱い方について理解する。 

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

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

になる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解する。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前・事後学習はきちんと行うこと。 

授業中に 1～2 回程度のレポート提出を求める。 

テーマと内容は授業で知らせる。 

10．教科書・参考書・

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①公認心理師の役割について理解し、説明することができる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解している。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につけている。 

④情報の適切な取扱い方について理解している。 

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

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

⑦生涯学習への準備の必要性を理解している。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できる。 

○評定の方法 

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

勢 20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

必要となる。実習に出るまでには、自分の適性を見極めておこう。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

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

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 公認心理師の役割 

事前学習 
１章「公認心理師の役割」を読み、その多様性を理解し

ておく。 

事後学習 
自分が公認心理師になった時をイメージし、どのような

公認心理師になりたいかを考えてみる。 

第２回 公認心理師の法的義務・倫理 

事前学習 
２章「公認心理師の法的義務・倫理」を読み、責任の重

さについて考える。 

事後学習 公認心理師の責任について改めて考えてみる。 

第３回 クライエント／患者らの安全の確保のために 

事前学習 
３章「クライエント/患者らの安全の確保のために」を読

み、どのようなリスクがあるか考えてみる。 

事後学習 
第２回で学んだこととあわせて、公認心理師の責任の重

さを確認する。 



第４回 情報の適切な取り扱いについて 

事前学習 
４章「情報の適切な取り扱いについて」を読んで、守秘

義務とプライバシー保護について考えてみる。 

事後学習 
情報の適切な取り扱いのために、どのようなチェックが

必要か考えてみる。 

第５回 保健医療分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

５章「保健医療分野における公認心理師の具体的な業務」

を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第６回 福祉分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

６章「福祉分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第７回 教育分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

７章「教育分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第８回 
司法・犯罪分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
８章「司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第９回 
産業・労働分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
９章「産業・労働分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第１０回 生涯学習への準備 

事前学習 
11章「生涯学習への準備」を読み、不断の研鑽がなぜ必

要か考えてみる。 

事後学習 
生涯学習のためには、具体的に何をすればよいかを確認

する。 

第１１回 多職種連携・地域連携 

事前学習 
12章「多職種連携・地域連携」を読み、連携の必要性に

ついて考えておく。 

事後学習 
どのような職種との連携が必要か、地域との連携とは何

かを確認する。 

第１２回 公認心理師の今後の展開 

事前学習 
13章「公認心理師の今後の展開」を読み、公認心理師の

未開拓の分野について考えてみる。 

事後学習 
公認心理師の将来の可能性と自分がやりたいことを具体

的に考えてみる。 

第１３回 公認心理師とは何か（全体のまとめ） 
事前学習 

公認心理師としての自分を具体的にイメージし、今後ど

のような学びや準備が必要かを考えてみる。 

事後学習 授業、特にディスカッションでの学びをまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2回から第 4回までに学んだ公認心理師の役割遂行に必要な注意事項についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時間：第 4 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 5 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教科書の 10 章「支援者としての自己課題発見・解決能力」を読み，レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時間：第 10 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 11 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：支援者としての自分の適性について考えてみる 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅠ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1311 

２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

素晴らしい機能を発揮しているコンピュータは、実は、基本的には単純な処理しか行っていない。しかし、

その単純な処理を巧妙に組み合わせることによって、素晴らしい機能を発揮しているのである。 

本講義では、コンピュータの基本的な働きを理解し効果的に活用していくために、また、将来、高等学校

の教科「情報」の講義が担当できるように、教員採用試験に出題された問題や日常生活に現れる具体的な問

題を例に取りながら、次の考え方・方法論を学ぶ。すなわち、コンピュータ内部におけるデータの表し方、

論理演算とブール代数、論理回路、論理関数や論理回路の簡単化の方法について学ぶ。 

８．学習目標 

以下について学習し、教科「情報」の授業を教えることが出来るようになることを学習目標とする。 

１．コンピュータ内部におけるデータの表し方、特に、2進表現、8進表現、負の数や実数の表し方と、相互

変換法について学ぶ。 

２．コンピュータの中では、あらゆる処理が1と0の組み合わせ、すなわち、論理演算で行われている。同じ

論理演算でも、様々な表し方があるので、より簡単な論理関数を求める方法について学ぶ。 

３．論理演算は、論理回路によって具体的に実現される。加算回路や誤り検出回路・誤り訂正回路のような

論理回路の構成法について学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容に応じた復習問題を渡すので、次回までに解いてくること。 

10．教科書・参考書・

教材 
必要な教材については資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

情報の科学的理解とその教授に必要な基本理論を理解しているか。 

(1)データのコンピュータ内部表現に関する基礎事項 

(2)論理演算と情報機器に関する基礎事項 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

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。授業内容は皆の習熟度等によって変わる可能性がある。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明）、edmodoの利用 

コンピュータの仕組み 構成と動作の概要 

数値の表現 位取記数法 10・2・16・8進数 

事前学習 
コンピュータ内部で使われる機械、外部接続

する機械について調査し、まとめておく。 

事後学習 
コンピュータを構成する機能についてまと

める。 

第２回 
整数の基数変換 

小数の基数変換 

事前学習 
我々が扱う情報とコンピュータが扱う情報

の表現方法の違いを調査しておく。 

事後学習 基数変換の復習問題を解く。 

第３回 
2進数の負の数 

符号と絶対値による表現・かさ上げ表現・補数表現 

事前学習 
コンピュータにおける様々な負の数の表現

方法について調べておく。 

事後学習 各表現方法の特徴についてまとめる。 

第４回 2進数の四則演算 
事前学習 

乗法とは何か？除法とは何か？について調

査しておく。 

事後学習 2 進数の演算問題を解く。 

第５回 
実数の表現 固定小数点数・浮動小数点数 

誤差 

事前学習 
10 進数の浮動小数点数の表記方法、有効桁数

について調べておく。 

事後学習 コンピュータの誤差の特徴をまとめる。 

第６回 文字の表現・その他の情報表現 

事前学習 様々な種類の文字コードについて調べる。 

事後学習 UNICODE の現状について調査しまとめる。 

第７回 
2値の論理と演算 ブール代数 

基本論理演算・真理値表・定理 

事前学習 ブール代数とは何か調べておく。 

事後学習 
論理演算の式から真理値表を作れるように

する。 



第８回 論理式・論理式の簡単化 

事前学習 ブール代数の定理について確認しておく。 

事後学習 論理式の簡単化に関する復習問題を解く。 

第９回 論理回路 基本論理演算・論理式からの変換 

事前学習 
基本論理演算の回路図を書けるようにして

おく。 

事後学習 
論理関数の簡単化、回路図の簡単化に関する

課題を解く。 

第１０回 演算回路 半加算器・全加算器・N桁全加算器 

事前学習 
半加算器の真理値表を書けるようにしてお

く。 

事後学習 
全加算器と N 桁加減算回路についてまとめ

る。 

第１１回 

論理演算を実現する回路 

記憶回路 RS型 FF・JK型 FF・T型 FF・D型 FF 

カウンタ・レジスタ 

事前学習 
フリップフロップについて調べ、動作を確認

しておく。 

事後学習 学習した回路について特徴をまとめる。 

第１２回 
CPUの動作① 命令の実行 

CPUの動作② パイプライン・アドレス指定方式 

事前学習 
コンピュータの動作手順、プログラム言語の

種類について調べる。 

事後学習 

CPU の効率よい動作に関する工夫・技術につ

いてまとめる。学習したもの以外の CPU 動

作に関する技術について調査し、まとめる。 

第１３回 OS の動作 

事前学習 OS の役割について調べておく。 

事後学習 
OS の基本的役割のうち、学習したもの以外

について調査し、まとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、コンピュータの数値や文字、その他情報の表現の方法とその

特徴についてまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 3 枚（3,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換

は edmodo 上で随時行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 7 回～第 11 回の講義内容を踏まえて、論理演算と論理回路について分かったこと、興味を持った

部分についてまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚程度（2,880 文字） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換

は edmodo 上で随時行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 産業・組織心理学／組織心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3352 

２．授業担当教員 岩月 敦 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会心理学」の単位を修得した後に履修するのが望ましい。 

７．講義概要 

産業・組織心理学は、現場で働く人々のニーズに研究知見が直結する応用的分野である。これはすなわち、

産業・組織心理学の研究知見が、組織を運営する人々や組織で働く人々、さらに社会人として大小の組織に

加入することになる学生にとっても、現場の状況理解や問題解決につながる有用な知見が蓄積されていると

いうことである。本授業では、組織の中で、個人がどう知覚し、どのように行動し、態度を形成して、組織

活動に参画していくのかについて理解する。さらにリーダーシップ行動や組織における意思決定や消費者行

動について学ぶ。こうした産業の中で効率を上げるための心理学だけでなく、メンタルヘルスを向上させる

ことで組織が活性化するという立場に立って、コミットメント、動機づけなどを含む職務満足、さらにはキ

ャリア発達の視点とキャリアカウンセリングについて理解する。そして、学んだ産業・組織に関する知見に

対して、どのような心理的な援助ができるかについて考究する。 

８．学習目標 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し職場における問題に対して必要な心理

的支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかにつ

いて考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業時間外にもテーマに関する文献やデータを収集するなどの活動が求められる。 

２．事前・事後学習を必須とする。本稿に記載されている「まとめる」は、原則として400字とする。 

３．発表と期末レポートの準備・提出が求められる。 

４．レポートが要件を満たしていない場合、再提出が求められる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】山口弘幸・金井篤子編『よくわかる産業・組織心理学』ミネルヴァ書房。 

【参考書】松井豊著『改訂新版 心理学論文の書き方－卒業論文や修士論文を書くためにー』河出書房新社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し、職場における問題に対して必要な心

理的支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかにつ

いて考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができたか。 

○評定の方法 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ レポート        総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

組織心理学は、心理学の分野の中でも、蓄積されてきた研究知見を現実場面に応用している様子のわかり

やすい学問です。講義の内容から、今後の社会生活に活かせる視点を獲得できるよう、積極的に取り組んで

ください。なお、受講者数や皆さんの理解度によっては、講義内容を変更する場合もあります。 

講義に関する疑問については、講義内での質問を歓迎します。講義内での議論への参加と課題への取り組

みを評価しますので、欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。欠席の場合は、事前に連絡いただいた場

合のみ次回授業時に資料をお渡しします。 

初回授業で受講ルールの詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第１回の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせする。 

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・受講契約 

事前学習 
本シラバスの内容を熟読し、本講義の学習内

容および受講ルールを把握しておく。 

事後学習 
心理学知見の応用分野としての「組織」に発

生する問題を四つの観点からまとめる。 

第２回 組織の定義、組織研究の変遷① 

事前学習 
組織内に発生する問題・課題を 20 挙げ、考

えられる対策と併せてまとめておく。 

事後学習 
ブレインストーミングおよびＫＪ法の結果

を踏まえ、事前学習の内容を整理する。 

第３回 組織の定義、組織研究の変遷② 

事前学習 
前回の講義内容を踏まえ、組織内に発生する

問題と対策についてまとめなおす。 

事後学習 
ブレインストーミングおよびＫＪ法の結果

を踏まえ、事前学習の内容を整理する。 

第４回 メンバーの加入：採用と面接① 

事前学習 

入社面接を受ける立場から想定できる課題

と採用する側の視点に立った課題と解決策

を挙げてまとめたのちⅢ（pp.42～59）を熟

読する。 

事後学習 
講義で扱った理論および適性テストの内容

を踏まえて解決策を改善する。 



第５回 
個人から組織への関わり：モチベーションとメンタルヘ

ルス① 

事前学習 

Ⅱ（pp.24～41）Ⅹ（pp.172～193）を熟読し、

モチベーション維持とストレス対処の方略

案をまとめる。 

事後学習 
動機づけの理論およびストレスのモデルを

もとに、解決策を改善する。 

第６回 
個人から組織への関わり：モチベーションとメンタルヘ

ルス② 

事前学習 
前回の講義について疑問点をまとめ、Ⅱ

（pp.24～41）Ⅹ（pp.172～193）を再読する。 

事後学習 
動機づけの理論およびストレスのモデルを

もとに、解決策を改善する。 

第７回 組織から個人への関わり：人事評価 

事前学習 

Ⅳ（pp.60～75）を熟読し、人事評価をする

側・される側の視点で課題と解決策をまとめ

る。 

事後学習 
大学における各講義では、どの評価基準が採

用されているか検討し、まとめる。 

第８回 個人の成長：キャリア発達② 

事前学習 
前回の講義内容を踏まえ、職業と進路につい

て再考する。 

事後学習 

ホランドのモデルを元に、自分のキャリアパ

スについて再考し 2000 字のレポートを完成

させる。 

第９回 組織内の人間関係Ⅰ：職場のコミュニケーション 

事前学習 

組織というフォーマル集団特有の対人関係

の課題をまとめた後、Ⅵ（pp.98～119）を熟

読する。 

事後学習 
講義で扱った職場集団の特性を踏まえて、課

題に対する解決策をまとめる。 

第１０回 組織内の人間関係Ⅱ：リーダーシップ① 

事前学習 

これまでに経験した「上下関係」のある対人

関係での問題をまとめたのち、Ⅶ（pp.120～

139）を熟読する。 

事後学習 

PPＭ理論をはじめとしたリーダーシップ関

連の理論がこれまでの上下関係にどのよう

に適用可能か検討し、レポートを作成する。 

第１１回 組織内の人間関係Ⅱ：リーダーシップ② 

事前学習 
前回の講義内容を踏まえ、上下関係について

整理する。 

事後学習 

PPＭ理論をはじめとしたリーダーシップ関

連の理論がこれまでの上下関係にどのよう

に適用可能か検討し、レポートを完成させ

る。 

第１２回 消費者行動とマーケティング 

事前学習 

これまでに経験した購買行動に関わる心理

的問題を挙げ、Ⅶ（pp.140～155）を熟読す

る。 

事後学習 
購買意志決定モデルに基づいて、問題への解

決策をまとめる。 

第１３回 レポート発表 

事前学習 
第 14 回までに作成したレポートのうちいず

れかを発表する準備をする。 

事後学習 
自分の発表へのフィードバックを踏まえて

レポート内容を修正したのち、提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 4 回の講義内容を踏まえて、テキストⅢ「採用と面接」（pp.42～59）について、自身の意見を含め

て重要だと思われるポイントをレポートにまとめなさい。なお、この課題をもって「採用と面接②」とする。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）以上 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：自分のこれまでの人生について、自身の興味・関心の変遷等も含めて振り返り、それを踏まえて卒業

後の職業と進路についてレポートにまとめたのち、テキストⅤ「キャリア発達」(pp.76～97)を熟読する。なお、この

課題をもって「キャリア発達①」とする。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）以上 

実施時期：第 1 回の授業開始以降の任意のタイミングで実施する。 

提出期限：第 6 回授業開始時までに提出。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業後に教室で行うとともに、第 8 回の授業でも指導する。 

事後学習：ホランドのモデルを元に、自分のキャリアパスについて再考し 2,000字のレポートの作成に取り組む。 

期末試験 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 司法・犯罪心理学／犯罪心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3332 

２．授業担当教員 岩月 敦 

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

生との応答。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学の立場に依拠しつつ、犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などか

ら探る。生物学的要因として主にロンブローゾの学説やホルモン・神経伝達物質、条件付けとの関連等につ

いて理解し、パーソナリティ要因としては行為障害や人格（パーソナリティ）障害、セルフコントロールと

の関連等について理解する。社会的要因としてはアノミー論や分化的接触理論、社会的絆理論、ラベリング

理論、競争の激化に伴う格差社会の進展やマスコミ報道が及ぼす影響等について考察する。また、具体的犯

罪内容については、暴力犯罪、性犯罪、ＤＶ・ストーキング・虐待、窃盗・強盗・放火などの類型に分けて

理解する。さらに、犯罪捜査や防犯、犯罪者や非行少年の矯正・保護といった処遇システムについても、心

理学のみならず、社会学、司法、精神医学などの立場からの理解を深めながら、犯罪心理学という学問ある

いは心理職がどのような役割を果たせるのか、その可能性について考察する。 

８．学習目標 

１ 犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などから説明することができるよ

うになる。 
２ 犯罪の動機・原因を犯罪の類型と関連させながら理解し、説明することができるようになる。 
３ 特に、最近の無差別殺人事件や通り魔殺人事件、あるいはストーカー殺人事件に象徴される現代型犯罪

の原因・背景について、受講生自らの事例研究・発表を通し、犯罪心理学の観点から理解し、説明する
ことができるようになる。 

４ 犯罪・非行にかかる刑事司法機関、処遇機関の役割・機能について理解し､説明することができるように

なる。 
５ 犯罪の未然防止や犯罪者の更生・社会復帰の可能性について理解し、説明することができるようになる。 
６ 犯罪に関係する諸科学、諸理論について理解し、説明することができるようになる。 

７ 犯罪や非行に関係する職場に就職するための専門的知識を身に付けることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各自又はグループごとに犯罪事例のレポートを作成し、授業中に発表する。 

グループ研究と演習（ケーススタディ等）を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 越智啓太著『犯罪心理学』サイエンス社。講師作成の資料。 

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        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・ネット・雑誌などマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である非行や犯罪問題につ
いて、その心理学的背景を考える習慣を身に付けるなど、積極的態度で受講されたい。 

２ 授業に集中すること。私語、携帯・スマホの ON、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の支障となる

行為をするものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 初回の授業開始時（初回授業）に担当教員からお知らせする。 

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－犯罪とは何か、犯罪と刑罰の歴

史、凶悪犯罪は増えているか 

事前学習 
各受講生 1例ずつ最近印象に残った犯罪につ

いて調べる。 

事後学習 
個人又はグループで発表する犯罪事例につ

いて調査・研究・取りまとめの計画を立てる。 

第２回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の生物学的原因論 

事前学習 
テキスト第 1章（pp.1～22）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
犯罪の生物学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 

第３回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の心理学的原因論 

事前学習 
テキスト第 2 章（pp.23～44）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
犯罪の心理学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 

第４回 
人はなぜ犯罪者になるのか 

－犯罪の社会学的原因論 

事前学習 
テキスト第 3 章（pp.45～62）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
犯罪の社会学的原因論について、学んだこと

を学習ノートにまとめる。 



第５回 犯罪の種類と犯罪の心理（2）性犯罪、ネット犯罪 

事前学習 
テキスト第 5章（pp.85～102）を精読して講

義に臨む。 

事後学習 
性犯罪、ネット犯罪について、学んだことを

学習ノートにまとめる。 

第６回 犯罪の種類と犯罪の心理（3）DV、ストーキング、虐待 

事前学習 
テキスト第 6 章（pp.103～126）を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
DV、ストーキング、虐待について、学んだこ

とを学習ノートにまとめる。 

第７回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループディスカッシ

ョン、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメン

ト・講義等から学んだものを、学習ノートに

まとめる。 

第８回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループディスカッシ

ョン、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメン

ト・講義等から学んだものを、学習ノートに

まとめる。 

第９回 

事例研究 

（個人又はグループによる発表、グループデ 

ィスカッション、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメン

ト・講義等から学んだものを、学習ノートに

まとめる。 

第１０回 

事例研究 
（個人又はグループによる発表、グループデ 

ィスカッション、講師によるコメント等） 

事前学習 

事例発表を担当する個人又はグループはそ

の発表準備。その他のメンバーは発表事例に

関係する情報の収集。 

事後学習 

事例発表の内容とその後の教員のコメン

ト・講義等から学んだものを、学習ノートに

まとめる。 

第１１回 犯罪捜査 

事前学習 
テキスト第 8 章（pp.149～170）を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
犯罪捜査について、学んだことを学習ノート

にまとめる。 

第１２回 防犯 

事前学習 
テキスト第 9 章（pp.173～192）を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
防犯について、学んだことを学習ノートにま

とめる。 

第１３回 犯罪者の処遇・社会復帰（矯正・保護） 

事前学習 
テキスト第 10章（pp.193～214）を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
犯罪者の処遇・社会復帰（矯正・保護）につ

いて、学んだことを学習ノートにまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキスト第 4章「暴力犯罪」（pp.63～84）を精読して、該当部分を学んだポイントを感想とともにレ

ポートにまとめなさい。なお、この課題をもって「犯罪の種類と犯罪の心理（1）暴力犯罪」とする。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字）程度 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 5 回授業とともに第 6 回授業後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、・質疑応答・意見交換を通して学んだことを学習ノートにまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト第 7章「窃盗・強盗・放火」（pp.127～148）を精読して、該当部分を学んだポイントを感想

とともにレポートにまとめなさい。なお、この課題をもって「犯罪の種類と犯罪の心理（4）窃盗・強盗・放火」とす

る。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字）程度 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業とともに第 7 回授業後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導、・質疑応答・意見交換を通して学んだことを学習ノートにまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 

社会・集団・家族心理学（社会・集団） 

／社会心理学 （4 単位） ３．科目番号 PSMP2128 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

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

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

かにすることを主なねらいとしている。 

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

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

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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1, 2枚、1,000～2,000字程度） 

１ コミュニケーションの特徴と問題 

２ マス・メディアの特徴と問題 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
齋藤勇編著『図説社会心理学入門』誠信書房、2011。 
【参考書】 

山田一成・北村英哉・結城雅樹編著『よくわかる社会心理学』ミネルヴァ書房、2007。 
【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.心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになったか。 

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

3.日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになったか。 

○評定の方法 

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

カッションへの参加状況、遅刻欠席居眠り私語の状況）30％、小テスト・課題レポート・期末テスト 70％の

合計得点により、成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・教科書は比較的見やすく、分かりやすいものを採用した。自分でも十分読めると思うので、興味のあると

ころから読んでみてほしい。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

をしないこと。 

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（講義概要の説明） 

社会心理学研究の四つのレベル 

（自己レベル、対人レベル、集団レベル、分化レベ

ル） 

事前学習 
テキスト pp.2～5 を読んで、社会心理学の概要

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「社会的アイデンティティ」について参考書な

どでさらに調べて理解した内容をノートにま

とめる。 

第２回 

社会心理学の研究方法 

（自然観察法、質問紙法、実験的方法、アーカイブ

利用法） 

事前学習 
テキスト pp.5～8 を読んで、研究方法について

理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「質問紙法」「評定尺度」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 

社会心理学の主要な理論的背景 

（社会的欲求理論、社会的学習説、文化相対論、認

知主義理論） 

事前学習 
テキスト pp.8～11 を読んで、主要な理論の概

要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「社会的学習」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 
自己意識 

（自己意識とは、公的自己意識と私的自己意識） 

事前学習 
テキスト pp.14～20 を読んで、自己意識につい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「自己関連づけ効果」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５回 

自己評価 

（自己評価の高さと安定性、自己評価と社会的比較、

自己肯定欲求とポジティブ・イリュージョン） 

事前学習 
テキスト pp.20～28 を読んで、自己評価につい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ポジティブ・イリュージョン」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 実習（自己理解：性格検査を実施） 

事前学習 
性格検査だけでなく、自己を理解する方法につ

いて調べてくる。 

事後学習 
結果の分析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 
対人認知 

（印象形成、帰属理論） 

事前学習 
テキスト pp.28～38 を読んで、印象形成と帰属

理論について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「原因の帰属過程」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 
社会的認知 

（自動的処理と統制的処理、ステレオタイプと偏見） 

事前学習 
テキスト pp.38～47 を読んで、社会的認知につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「プライミング効果」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９回 
社会的発達の心理 

（親子関係、友人関係、社会的認知の発達） 

事前学習 
テキスト pp.50～62 を読んで、社会的発達につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「愛着」「母性剥奪」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 レポート発表（災害時になにをすべきか） 

事前学習 テーマにそって調べてレポートを書く。 

事後学習 

「避難所リーダーのタイプ」について参考書な

どでさらに調べて理解した内容をノートにま

とめる。 

第１１回 

性格と社会心理 

（性格と相性、精神分析的性格、性格特性論と人間

関係、現代社会に潜む性格的問題） 

事前学習 
テキスト pp.62～78 を読んで、性格に関する理

論について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「エゴグラム」について参考書などでさらに調

べて理解した内容をノートにまとめる。 

第１２回 

社会的態度 

（態度の定義、説得的コミュニケーション、マス・

メディアの影響） 

事前学習 
テキスト pp.78～85 を読んで社会的態度につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「精緻化見込みモデル」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１３回 
行動決定の心理 

（ヒューリスティックス、裏切りを認知する能力） 

事前学習 
テキスト pp.86～99 を読んで、ヒューリスティ

ックスについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ヒューリスティックス」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 

対人魅力と好意的人間関係 

（外見的魅力、近接性と接触性、自己開示、類似性

と相補性、不協和心理） 

事前学習 
テキスト pp.102～112 を読んで、対人魅力につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「バランス理論」について参考書などでさらに

調べて理解した内容をノートにまとめる。 

第１５回 

対人コミュニケーション 

（言語・非言語、表情、アイ・コンタクト、ジェス

チャー、対人接触行動） 

事前学習 

テキスト pp.112～134 を読んで、対人コミュニ

ケーションの種類について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「ノンバーバル・コミュニケーション」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１６回 実習（社会心理学実験） 

事前学習 
社会心理学実験に関する資料を事前に読んで、

実験について概要を理解する。 

事後学習 
結果の分析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１７回 

自己呈示と自己開示 

（自己呈示、セルフ・モニタリング、対人関係の展

開、自己開示） 

事前学習 

テキスト pp.134～144 を読んで、自己提示と

自己開示について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「セルフ・モニタリング」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１８回 
攻撃行動 

（内的衝動説、情動発散説、社会的機能説） 

事前学習 

テキスト pp.144～154 を読んで、攻撃行動の

代表的な理論について理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 
「モデリング」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１９回 
援助行動 

（援助行動の心理、援助を求める側の心理） 

事前学習 

テキスト pp.155～167 を読んで、援助行動に

関する５つの理論について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 
「傍観者効果」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２０回 

集団と個人の心理 

（社会的影響、集団魅力と集団規範、リーダーシッ

プ） 

事前学習 
テキスト pp.170～180 を読んで、集団の心理

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

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

第２１回 

集団の影響 

（内集団びいきと外集団差別、少数派と多数派、集

団による意志決定） 

事前学習 
テキスト pp.180～188 を読んで、集団の影響

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

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

第２２回 レポート発表（マス・メディアの特徴と問題） 

事前学習 テーマにそって調べてレポートを書く。 

事後学習 

「スリーパー効果」について参考書などでさら
に調べて理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問する。 

第２３回 

情報化と社会心理 

（マス・コミュニケーションの特徴、インターネッ

ト・コミュニケーションの特徴） 

事前学習 
テキスト pp.188～202 を読んで、情報化につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

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

第２４回 

文化と社会化 

（個人主義と集団主義、自己観の文化差、認知様式

の文化差） 

事前学習 
テキスト pp.212～220 を読んで、社会化につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「個人主義と集団主義の特徴」について参考書

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

第２５回 

社会的適応 

（ストレスとコーピング、ソーシャル・サポートの

効果） 

事前学習 

テキスト pp.220～231 を読んで、ストレスと

コーピングについて理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「コーピング」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。疑問点
については次時の授業で質問する。 

第２６回 

社会的貢献の社会心理 

（コミュニティと社会心理学、災害に備える社会心

理学、参加型社会をつくる） 

事前学習 

テキスト pp.238～246 を読んで、社会心理学

が社会にどのように貢献するかについて理解

し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ボランティア活動」について参考書などでさ

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

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：消費者行動の心理学についてレポートをまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：ジェンダーについて社会心理学的な視点でレポートをまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 26 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「社会心理学の応用」 

実施時期：第 18 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト pp.248～260 を読んで、社会心理学がさまざまな分野にいかに応用されるかについて理解し、疑

問点を明確にする。 

事後学習：「グループ・ダイナミックス」について参考書などでさらに調べて理解した内容をノートにまとめる。疑問

点については次時の授業で質問する。 



課題研究 

４ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「まとめ（用語・概念を中心に復習する）」 

実施時期：第 18 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキストに出てきた用語について分からないものを確認する。 

事後学習：配布されたプリントを使って用語・概念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） 社会言語学 （2 単位） 

３．科目番号 
EJJP2344 

EIJP2144 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会言語学とは、社会の中で言語がどのように使用されているかに関し理解を深める学問である。具体的に

は社会の中の性差、地域差、世代差などによる言語の運用について日本語を対象にしながら学んでいく。す

なわち本講義は、日本語教育に必要な日本語の運用規則を理解するとともに，言語教育に携わる上での言語

観を養うための基礎的科目といえる。日本語母語話者が無意識に行っている言語活動を「社会」という観点

から見つめ直すことで，日本語の多様性および日本語の運用規則を理解する。 

８．学習目標 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解する。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解する。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解する。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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．グループで発表する社会言語学に関するテーマを10回目の授業において決め、方向性の確認後、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】使用せず、適宜プリントを配布する。 

【参考書】荒川洋平『日本語教育のスタートライン』スリーエーネットワーク、2019。 

石黒圭著『日本語は『空気』が決める―社会言語学入門』光文社新書、2013。 

町田健・籾山洋介『よくわかる言語学入門 解説と演習』バベルプレス、1995。  など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会言語学の研究領域と研究対象を含む基礎的考え方を理解できたか。 

２．日本社会における言語使用の多様性について性差、地域差、世代差を対象としながら具体的に理解でき

たか。 

３．日本社会において位相による日本語の運用規則を理解できたか。 

４．日本語教育における社会言語学の意義について理解できたか。 

○評定の方法 

授業への参加態度             30％ 

授業ごとの提出物と小テスト        30％ 

期末レポート               40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

社会言語学とは、どのようなことを研究する学問なのか、知識を深め、自国の社会でどのような現象がある

のか、分析できる力をつけよう。 

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） 

１ 言語変種の集合体としての言語 

  ①地域方言・社会方言・個人語 

事前学習 
社会言語学とはどのような学問なのか考え

る。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 

１ 言語変種の集合体としての言語 

  ②場面媒体による言葉の違い 

２ 社会言語学とは 

事前学習 

配布資料を読み場面によってことばをどう

変えて使っているか理解する。また、社会言

語学の対象についても考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ３ ことばと属性：言葉の男女差・年齢差・階層差 

事前学習 

配布資料を読みことばは男女・年齢・社会で

の属性や地によってどのような違いが生じ

るのか理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ４ 言語変種の共存・使い分け 

事前学習 
配布資料を読み社会における言語の使い分

け現象、ダイグロシアについて理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ５ 言語接触による言語変化 

事前学習 
配布資料を読み、言語が接触することでどの

ような現象が生じるのか理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第６回 ６ ピジンとクレオール 

事前学習 
配布資料を読みピジンとは何か、クレオール

とピジンはどう違うのかを理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 ７ 方言学 

事前学習 
配布資料を読み日本の方言の分布について

理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 ８ 方言調査の方法 

事前学習 
配布資料を読み方言調査はどのような方法

で行うのか理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 グループで発表テーマを決める。 

事前学習 
これまでの社会言語学についてワークシー

トを見直す。 

事後学習 テーマについて考える。 

第１０回 発表テーマについてグループで話し合う。 

事前学習 テーマについて分析する。 

事後学習 テーマについて原稿を作成する。 

第１１回 発表練習を行う。 

事前学習 原稿を読み、確認する。 

事後学習 発表に向け、リハーサルを行う。 

第１２回 発表、質疑応答、フィードバック 

事前学習 原稿の再確認を行う。 

事後学習 
フィードバックを参考に、改善点を提案す

る。 

第１３回 最終レポート提出準備 
事前学習 

発表やフィードバック、改善点を下にレポー

トを作成する。 

事後学習 提出するレポートを読む。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえ「社会言語学とは何か」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：課題レポート発表についての評価・フィードバックを行う。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

事前学習：レポート発表についての意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会心理学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 

EDPS2303 

SBMP2343 

SSMP2343 ２．授業担当教員 水谷 聡秀 

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

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

かにすることを主なねらいとしている。 

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

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

８．学習目標 

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

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

6. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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1, 2枚、1,000字程度） 

 Ａ 第2回から第6回の中から自分が興味を持ったテーマについて   

 Ｂ 第7回から第12回の中から自分が興味を持ったテーマについて 

  ＊各回とも、そのテーマの概要を紹介し、どこに興味を持ったのか、疑問点は何か、また自分なりの 

意見を、文献を2、3冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

使用しない。講義資料を利用する。 

【参考書】 

池上 知子・遠藤 由美 (著)『グラフィック社会心理学 第 2 版』 サイエンス社、2009。 

【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.心理学における社会心理学の位置づけに理解し説明できる 

2.社会心理学における狩猟トピックスの要点を理解し説明できる 

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

○評定の方法 

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

・講義資料は簡潔にまとめて作成した。授業前には目を通して考えをめぐらしておくとよい。当日、詳細に

説明しつつ双方向的に質疑応答を行い、最後には討論を行えるようにする。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

をしないこと。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 
シラバスを読んで、どのような内容なのか考

え、参考書等に目を通す。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、相互作用について調べる。 

第２回 自己の認知と評価 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、自己について調べる。 

第３回 対人印象と帰属 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、対人認知について調べる。 

第４回 潜在的社会認知 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、潜在的社会認知について調べる。 

第５回 心の認識と道徳心 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、道徳心について調べる。 



第６回 非言語的コミュニケーション 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 

講義資料に記載された参考図書などを用い

て、顔や声などの非言語情報について調べ

る。 

第７回 バランス理論 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、認知的均衡理論などについて調べる。 

第８回 対人感情とソシオメトリー 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 

講義資料に記載された参考図書などを用い

て、対人感情とソシオメトリーについて調べ

る。 

第９回 自己組織化による集団現象 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、自己組織化と集団現象について調べる。 

第１０回 いじめ論 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 
講義資料に記載された参考図書などを用い

て、攻撃行動やいじめについて調べる。 

第１１回 ソーシャルサポートとコーピング 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 

講義資料に記載された参考図書などを用い

て、対人ストレス、ソーシャルサポートなど

について調べる。 

第１２回 ウェルビーイングとポジティブ・コンピューティング 

事前学習 配布された講義資料を読む。 

事後学習 

講義資料に記載された参考図書などを用い

て、幸福やウェルビーイングについて調べ

る。 

第１３回 
まとめ（概念や考え方を中心に復習し、総合的に討論を

行う）、レポート提出（Ｂ） 

事前学習 

これまでの配布資料に出てきた概念や考え

方について復習し、総合的に討論できる準備

をする。また、第 2 回目（Ｂ）のレポートを

作成する。 

事後学習 
これまでの配布資料にもとづいて討論した

ことをまとめておく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2 回から第 6 回の中から自分が興味を持ったテーマについてまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 ,2 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：「偏見とステレオタイプ」 

実施時期：第 9 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：配布された講義資料を読む。 

事後学習：講義資料に記載された参考図書などを用いて、偏見とステレオタイプについて調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会政策論 / 社会政策 （2 単位） 

３．科目番号 
SBMP2134 

PSMP3308 
２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 講義、学生による発表とディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会保障論」「社会福祉入門」「社会福祉原論」「医療経営論」などと関連が深い科目である。 

７．講義概要 

現代社会は、様々な社会問題を抱えている。その問題群に対応する政策が社会政策であり、労働・人口変

動・生活保障など幅広い分野をカバーしている。一方で、社会政策が十分に機能しているかというと、不十
分な点も多くあり、さらには政策自体が逆に問題を大きくしている場合もある。 
この授業では、そのような社会問題や、社会政策について勉強し、少しでも良い方向に向かわせるために

はどうすればいいかを、自分の住んでいる社会のこととしてとらえ、一緒に考えてもらいたい。 

８．学習目標 

・現代の様々な社会問題について、様々な視点からとらえられるようになる。 
・社会問題に対する社会政策について調べ、その概要を理解できるようになる。 

・新聞等で取り上げられている社会問題について考え、自らの意見が発表できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第 4 回の講義終了後に 800 字程度の「貧困と格差の原因について」のレポートを提出する。 

また、第 10 回の講義終了後に 800 字程度の「生活保護と自立について」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書は指定しないが、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】 

石畑良太郎、牧野富夫編著『よくわかる社会政策 第２版』ミネルヴァ書房、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

レポート・発表・コメントペーパー等  30％ 

小テスト・期末試験等  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．生活をしていて、「何か変だ」「何か生活しづらい」などの原因がどこにあるのかを確かめ、「どうしたら

良い」のだろうかということを考える。 

2．授業の際に疑問に思ったことをそのままにしないで、オフィスアワーなどを利用して積極的に疑問を解決

する。 

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、社会政策の意義 

事前学習 「社会政策」とは何かイメージをする。 

事後学習 「社会政策」の対象を理解する。 

第２回 社会の構造的変化（1）人口構造の変化 

事前学習 
日本の人口構造と自国の人口構造を比較す

る。 

事後学習 少子高齢化社会の課題を理解する。 

第３回 社会の構造的変化（2）非正規雇用の増加 

事前学習 非正規雇用の統計資料を調べる。 

事後学習 非正規雇用の課題を理解する。 

第４回 貧困・格差 

事前学習 身近な貧困・格差を調べる。 

事後学習 貧困・格差の背景を理解する。 

第５回 最低賃金制度 

事前学習 全国及び愛知県の最低賃金を調べる。 

事後学習 最低賃金制度の意義と限界を理解する。 

第６回 長時間労働 

事前学習 労働時間の国際比較統計を調べる。 

事後学習 長時間労働の原因を理解する。 

第７回 正規雇用・非正規雇用 

事前学習 身近な非正規雇用を考える。 

事後学習 非正規雇用の課題を理解する。 

第８回 日本型雇用と正社員 

事前学習 終身雇用について調べる 

事後学習 終身雇用と年功賃金についてまとめる。 



第９回 年金制度 

事前学習 高齢化社会の課題を調べる。 

事後学習 年金制度の仕組みを理解する。 

第１０回 生活保障 

事前学習 生活困窮の具体例を調べる。 

事後学習 生活保護制度を理解する。 

第１１回 ワーク・ライフ・バランス 

事前学習 ワーク・ライフ・バランスの具体例を調べる。 

事後学習 
ワーク・ライフ・バランスの重要性をまとめ

る。 

第１２回 「女性活躍社会」を考える 

事前学習 女性差別の具体例を調べる。 

事後学習 「女性活躍社会」政策の意義を理解する。 

第１３回 保育・子育て支援 

事前学習 
社会保障としての保育・子育て支援について

調べる。 

事後学習 保育制度改革についてまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ:第 1回～第 5回の講義内容を踏まえて、「あなたにとって理想的な社会とは?」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 5回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ:第 6 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「最低賃金とアルバイト賃金の相関性」についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式:A4用紙（1,000字程度） 

実施時期:第 10回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 11回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会調査法 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2107 

SSMP2107 

PSMP2407 ２．授業担当教員 加藤 典子 

４．授業形態 
講義、小テスト、ディスカッション、仮説作成、質問項目と選択肢
作成、面接調査、レジュメ作成と発表 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 社会調査の目的は、社会事象について現地調査を行い（積極的に数値を利用して正しく測定する）、データ

を入力し、調査結果から一般的な規則性を見出し、必要に応じて取るべき行動を定めようとすることである。

現在、社会福祉など専門分野では、人々のニーズの把握や解決策を量的調査や質的調査に基づいて提案する

など科学的エビデンスが求められている。本講義を受講することにより、社会調査の重要性と、世の中に氾

濫する社会調査の真実や問題点を把握することが可能となる。 

 本講義では、次のことを学習する。第１に、社会福祉領域における社会調査の意義と目的、統計法の概要、

社会調査における倫理や個人情報保護、社会調査の基本である質的調査法と量的調査法について学ぶ。第２

に、社会調査を実施するに当たり守らなければならない個人情報の保護、得られたデータから個人情報の扱

いについて理解を深める。第３に、人々のニーズや問題を発見し、それらの原因や解決策を探るために仮説

を設定し、それに基づき質問項目を作成する。現地調査（面接調査）の実施によるデータの収集。量的調査

と質的調査の調査の方法を学習する。その際には、社会調査が個人のプライバシーに関わるものであること

を念頭におき、個人情報の保護、人権に配慮する。第４に、量的調査や質的調査のデータに基づき、現状と

関連要因を分析し、発表レジュメを作成し、発表するなど、エビデンスに基づいた社会調査の必要性を理解

する。 

８．学習目標 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深める。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解する。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握する。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習する。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付ける。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践する。 

7.社会福祉士国家試験受験に必要な基礎知識について説明できるようになる（受験予定学生の場合）。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①テーマを設け、小規模の量的調査を実施し、発表する。 

②随時、小テストを実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

潮谷有二ほか、『社会調査の基礎』ミネルヴァ書房 

＊授業中に適宣資料を配布する。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.社会調査とは何か、社会調査が必要な理由(社会調査の意義と目的)について理解を深めることができたか。 

2.社会調査の種類、すなわち事例調査と量的調査の意義について理解し、それぞれ長所と短所を理解するこ

とができたか。 

3.社会調査における倫理や個人情報保護が必要な理由を把握することができたか。 

4.量的調査と質的調査の母集団の標本抽出法、回収率が重要である理由について学習することができたか。 

5.グループごとに仮設を設定し、質問項目を作成し、現地調査を実施するなど調査の方法を身に付けること

ができたか。 

6.分析方法（仮説の検証を含む）、分析結果に基づきレジュメの作成、発表、議論の仕方などを実践すること

ができたか。 

○評定の方法 

小テストの評価基準     40％ 

授業の態度や内容の把握など 30％ 

レポート・課題提出と発表  30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

インターネットや新聞を見ると、「子育て意識調査」から「若者意識調査」まで、様々な社会調査がある。

その中で、自分の気になる調査を見つけたら、誰が実施しているのか、どんな結果なのか、方法におかしい

ところはないか、よく読んでみること。何か、おもしろいことが見つかるかもしれない。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後など気軽に相談・質問すること。 

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） 

社会調査の意義、社会調査の倫理、統計法の概要 

事前学習 テキスト序章（pp.2～22）を読む。 

事後学習 調査の歴史についてまとめる。 

第２回 質的調査の演習（聞き取り調査） 

事前学習 自己紹介で話す内容について考えてくる。 

事後学習 他己紹介とのずれについて考察する。 



第３回 質的調査法で使用するデータ収集の方法、調査の倫理 

事前学習 テキスト 4 章 4・5 節（pp. 96～110）を読む。 

事後学習 調査の倫理について理解する。 

第４回 測定の基本的考え方、尺度の要件、質問紙の作成 

事前学習 テキスト 3 章（pp.62～82）を読む。 

事後学習 学習した用語を復習する。 

第５回 データ収集の方法、質問紙法、質問紙調査の実施 

事前学習 テキスト 4 章 1～3 節（pp.84～96）を読む。 

事後学習 
量的調査と質的調査で、データ収集方法の違い

を整理する。 

第６回 量的調査の演習（質問紙の作成） 

事前学習 量的調査の質問紙を考えてくる。 

事後学習 量的調査の質問紙を完成させる。 

第７回 質的調査のデータの整理と分析 

事前学習 テキスト 6 章（pp. 150～169）を読む。 

事後学習 質的調査の方法について理解する。 

第８回 量的データの整理と分析① 

事前学習 テキスト 5 章 1～4 節（pp. 112～128）を読む。 

事後学習 学習した用語を復習する。 

第９回 量的データの整理と分析② 

事前学習 テキスト 5 章 5～8 節（pp. 128～148）を読む。 

事後学習 量的データの分析方法を整理する。 

第１０回 福祉にかかわる調査のための問いの設定と調査の流れ 

事前学習 テキスト 1 章（pp.24～36）を読む。 

事後学習 調査の流れを理解し、問いの設定を試みる。 

第１１回 調査対象者の選定 

事前学習 テキスト 2 章（pp.38～59）を読む。 

事後学習 
調査対象者の選定について、量的調査と質的調

査の違いを確認する。 

第１２回 ニーズ調査 

事前学習 テキスト 7 章（pp. 172～183）を読む。 

事後学習 ニーズ調査について整理する。 

第１３回 まとめ 調査の実施方法について、基本事項の再確認 

事前学習 
テキスト全体に目を通し、これまでの学習のま

とめを行う。 

事後学習 
調査実施の重点項目のまとめと、基本事項の再

確認を行う。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1～2回の講義内容を踏まえて、「聞き取り調査の際の留意点」について考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 4回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 4～6回の講義内容を踏まえて、「質問紙の作成と回答」について考察しなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP4102 

SSMP4102 

PSMP4402 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明する

ことができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）について
理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

・社会福祉法人の基本的特徴についてまとめ、現状の問題点について整理、求められる役割について述べる。 

2,000字程度。 

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 11巻 福祉サービスの組織と経営』、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．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 

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・シラバスの説明） 

福祉サービスの動向について解説 

事前学習 福祉サービスの概念について調べておく。 

事後学習 
福祉サービスの概念、サービス提供者の倫理

についてまとめておく。 

第２回 

福祉サービスにおける組織と団体  

（第 1 章第 1 節・2 節） 

組織・経営と経営環境・倫理について 

事前学習 
テキスト第 1 章（pp.2～16）を読んで、要点

を整理しておく。 

事後学習 

福祉サービスの経営管理の変遷について整

理し、求められている経営倫理についてまと

めておく。 

第３回 

福祉サービスに関わる組織や団体① 

（第 2 章第 1 節・2 節） 

法人とは、社会福祉法人について 

事前学習 
テキスト第 2 章（pp.18～43）を読んで、要

点を整理しておく。 

事後学習 
法人とは何か、これからの社会福祉法人に求

められるものは何かについてまとめておく。 

第４回 

福祉サービスに関わる組織や団体② 

（第 2 章第 3 節・4 節） 

特定非営利活動法人、その他の法人・団体 

事前学習 
テキスト第 2 章（pp.44～66）を読んで、要
点を整理しておく。 

事後学習 
特定非営利活動法人の現状と課題、及び営利

法人の功罪についてまとめておく。 

第５回 

福祉サービスの組織と経営の基礎理論① 

（第 3 章第 1 節・2 節） 

戦略、事業計画について 

事前学習 
テキスト第 3 章（pp.68～82）を読んで、要
点を整理しておく。 

事後学習 
経営戦略、事業計画の策定プロセスを整理

し、まとめておく。 

第６回 

福祉サービスの組織と経営の基礎理論③ 

（第 3 章第 5 節・6 節） 

集団の力学、リーダーシップについて 

事前学習 
テキスト第 3 章（pp.97～109）を読んで、要

点を整理しておく。 

事後学習 
公式組織と非公式組織、リーダーシップのあ

り方についてまとめる。 

第７回 

福祉サービスの管理運営の方法① 

（第 4 章第 1 節） 

サービスマネジメントについて 

事前学習 
テキスト第 4 章（pp.112～127）を読んで、
要点を整理しておく。 

事後学習 
結果の品質と過程の品質について、実際の例

を考えてまとめておく。 



第８回 

福祉サービスの管理運営の方法② 

（第 4 章第 2 節） 

サービスの質の評価について 

事前学習 
テキスト第 4 章（pp.128～142）を読んで、

要点を整理しておく。 

事後学習 
福祉サービスにおける質の評価システム導

入経過についてまとめておく。 

第９回 

福祉サービスの人事管理と労務管理① 

（第 5 章第 1 節） 

人事・労務管理について 

事前学習 
テキスト第 5 章（pp.166～192）を読んで、
要点を整理しておく。 

事後学習 
動機づけ理論、人事考課の目的・課題等につ

いて整理してまとめておく。 

第１０回 

福祉サービスの人事管理と労務管理② 

（第 5 章第 2 節） 

人材育成の意義 

事前学習 
テキスト第 5 章（pp.193～211）を読んで、
要点を整理しておく。 

事後学習 
新人材確保指針と「職場研修の三つの形態」

についてまとめておく。 

第１１回 

福祉サービスの会計管理と財務管理 

（第 6 章） 

社会福祉法人の経営と財務管理 

事前学習 
テキスト第 6 章（pp.214～243）を読んで、

要点を整理しておく。 

事後学習 
社会福祉法人の財務管理の目的、仕組み、特

殊性のポイントをまとめておく。 

第１２回 

福祉サービスの情報管理と戦略的広報① 

（第 7 章） 

事業経営の情報管理、情報戦略、個人情報保護 

事前学習 
テキスト第 7 章（pp.246～255）を読んで、
要点を整理しておく。 

事後学習 

福祉サービス事業経営における情報管理の

あり方、情報の活用、パブリック・リレーシ

ョンズについてまとめておく。 

第１３回 

福祉サービスの情報管理と戦略的広報② 

（第 7 章） 

介護サービス情報の公表、第三者評価制度 

全体のまとめ 

事前学習 
テキスト第 7 章（pp.256～262）を読んで、
要点を整理しておく。 

事後学習 

介護サービス情報公表制度及び第三者評価
制度の創設経緯、目的、内容について、まと

めておく。 

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。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ:テキスト第 3 章（pp.83～96）を読んで、PDCA サイクルについて、どのような特徴を備えている手法

か具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ:テキスト第 4 章（pp.143～164）を読んで、ハインリッヒの法則について、どのような特徴を備えてい

る手法か具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原論 （4 単位） 

３．科目番号 
SSMP1103 

SBMP1103 
２．授業担当教員 中野 一茂 ・ 近藤 重晴 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉入門等の関連科目の履修が望ましい。 

７．講義概要 

社会福祉の基礎となる理念と福祉政策との関係について理解し、歴史的変遷や現代における課題について

も考察を深める。その上で各国における福祉ニーズを踏まえた福祉政策の構成要素（政府・市場・個人の役

割等）について理解し、関連政策（教育政策・住宅政策・労働政策等）との関係性についても考察を深める。 

８．学習目標 

以下について学習、理解し、説明できるようになる。 
1．社会福祉の基礎理論としての概念と思想を学習する。 

2．日本と欧米の社会福祉の歴史と現代社会を理解する。 
3．社会福祉の援助体制と福祉ニーズを理解する。 
4．社会福祉の制度と行財政のあり方を学習する。 

5．現代における社会福祉政策とソーシャルワークについて理解する。 
6．社会福祉の担い手と専門職制度について学習する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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】小田憲三・杉本敏夫編著『社会福祉概論 第 4版 －現代社会と福祉－』勁草書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）40％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として、学生個人の思考力、創造力、分析能力、問題解決能力等を育成することを重視して

いる。受講生は、これらの目標達成のために、以下の条件を守ることが期待される。 

１．この授業は「社会福祉原論」という、福祉専門職にとっては基礎的なものである。したがって、授業中

はつねに集中力を保って受講することと、積極的態度で授業に参加することが期待されている。 

２．授業のための予習を必ずしておくこと。予習してくる教科書のページは、このシラバス、または授業中

に指示する。 

３．質問があれば、授業中あるいはオフィスアワーで自ら進んで教師に尋ねること。理解できないことをそ

のまま放っておかないこと。 

４．レポートの提出日を厳守すること。 

５．授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。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。 

６．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。授業中は教師の許

可なく出入りしないこと。 

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、講師紹介等） 

社会福祉とは何か① 理念としての社会福祉 

事前学習 
教科書を準備し、シラバスを確認して講義へ臨む

こと。教科書 pp.1～6を読む。 

事後学習 社会福祉とは何か考える。 

第２回 
社会福祉とは何か② 制度政策としての社会福祉 

          実践としての社会福祉 

事前学習 教科書 pp.6～15を読む。 

事後学習 社会福祉を 4 つの側面から理解する。 

第３回 わが国の社会福祉の歩み① 戦前 

事前学習 教科書 pp.17～21を読む。 

事後学習 戦前の社会福祉の歩みを理解する。 

第４回 わが国の社会福祉の歩み② 戦後 

事前学習 教科書 pp.21～27を読む。 

事後学習 戦後の社会福祉の歩みを理解する。 

第５回 わが国の社会福祉の歩み③ 社会福祉基礎構造改革 

事前学習 教科書 pp.28～33を読む。 

事後学習 社会福祉基礎構造改革を理解する。 



第６回 イギリスの社会福祉の歩み 

事前学習 教科書 pp.33～46を読む。 

事後学習 イギリスの社会福祉の歩みを理解する。 

第７回 アメリカの社会福祉の歩み 

事前学習 教科書 pp.46～54を読む。 

事後学習 アメリカの社会福祉の歩みを理解する。 

第８回 諸外国の社会福祉の歩み 

事前学習 教科書 pp.55～65を読む。 

事後学習 
ドイツとスウェーデンの社会福祉の歩みを理

解する。 

第９回 現代における社会福祉① 社会福祉の考え方 

事前学習 教科書 pp.69～73を読む。 

事後学習 社会福祉の考え方を整理する。 

第１０回 
社会福祉政策と福祉ニーズ① 福祉サービス利用者

のとらえ方 

事前学習 教科書 pp.81～86を読む。 

事後学習 福祉サービス利用者のとらえ方を理解する。 

第１１回 
社会福祉政策と福祉ニーズ② 福祉ニーズと社会福

祉問題 

事前学習 教科書 pp.87～92を読む。 

事後学習 福祉ニーズと社会福祉問題を理解する。 

第１２回 社会福祉関係法制と運営② 国際的条約と社会福祉 

事前学習 教科書 pp.99～106を読む。 

事後学習 国際的条約と社会福祉を理解する。 

第１３回 社会福祉関係法制と運営③ 社会福祉法 

事前学習 教科書 pp.107～114を読む。 

事後学習 社会福祉法を理解する。 

第１４回 社会福祉関係法制と運営④ 社会福祉六法 

事前学習 教科書 pp.114～121を読む。 

事後学習 社会福祉六法を理解する。 

第１５回 社会福祉行財政と民間福祉活動① 社会福祉行政 

事前学習 教科書 pp.123～129を読む。 

事後学習 社会福祉行政を理解する。 

第１６回 
社会福祉行財政と民間福祉活動② 社会福祉財政と
費用徴収 

事前学習 教科書 pp.129～134を読む。 

事後学習 社会福祉財政と費用徴収を理解する。 

第１７回 
社会福祉援助の体系と担い手① ハード福祉とソフ

ト福祉、社会福祉援助技術の体系 

事前学習 教科書 pp.145～156を読む。 

事後学習 
ハード福祉とソフト福祉、社会福祉援助技術の

体系を理解する。 

第１８回 
社会福祉援助の体系と担い手② 直接援助技術、間
接援助技術 

事前学習 教科書 pp.156～172を読む。 

事後学習 直接援助技術、間接援助技術を理解する。 

第１９回 社会福祉援助の体系と担い手③ 関連援助技術 

事前学習 教科書 pp.172～181を読む。 

事後学習 関連援助技術を理解する。 

第２０回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題① 所得保
障 

事前学習 教科書 pp.195～204を読む。 

事後学習 所得保障を理解する。 

第２１回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題② 児童家
庭福祉 

事前学習 教科書 pp.205～213を読む。 

事後学習 児童家庭福祉を理解する。 

第２２回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題③ 障害者
福祉 

事前学習 教科書 pp.213～224を読む。 

事後学習 障害者福祉を理解する。 



 

 

第２３回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題④ 高齢者
福祉と介護保険 

事前学習 教科書 pp.225～237を読む。 

事後学習 高齢者福祉と介護保険を理解する。 

第２４回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題⑤ 母子及
び父子並びに寡婦福祉 

事前学習 教科書 pp.238～249を読む。 

事後学習 母子及び父子並びに寡婦福祉を理解する。 

第２５回 
社会福祉及び関連する分野の現状と課題⑥ 地域福

祉 

事前学習 教科書 pp.249～258を読む。 

事後学習 地域福祉を理解する。 

第２６回 まとめと振り返り 

事前学習 
これまで行われた確認テストのファイルをも
ってくること。 

事後学習 
自己評価し、理解不足のところは知識を補って
おく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ: 教科書 pp.73～79の中にある社会福祉の理論についてどのような特徴を備えているか具体的に書いて

説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ: 教科書 pp.93～98を読んで日本国憲法についてどのような特徴を備えているか具体的に書いて説明し

なさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 13 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 14 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ: 教科書 pp.134～142を読んで民間福祉活動について具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 18 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 19 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 20 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ: 教科書 pp.181～192を読んで社会福祉援助の担い手について具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 23 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 24 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　社会福祉法人で介護職員として、医療法人の精神科で看護助手としての勤務経験を有する教員及び、介護支援専門員としての実務経験のある教員が実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3221 

GECD3421 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として地域や施設で福祉の向上のために活

躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、過去問題を使用し

た演習を徹底して行います。その中で、試験に合格するための知識を定着させ、合格へと導いていきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 

（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎

的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験（共通科目・専門科目）では、本番の試験の合格基準に従って、 

① 全体の60％以上の得点がある。 

② 全ての科目で得点がある（0点科目がない）。ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務付けます。） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『社会福祉士国家試験過去問解説集 2021』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』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．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

･毎回の授業で実施する確認小テスト 50％ 

･学期末試験（共通科目・専門科目） 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 

（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい
て理解する）【福祉行財政と福祉計画】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【人体の構造と機能及び疾病】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１２回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１３回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

期末試験（共通科目） 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：指定された 問題（ 3 4 問 ）について 、該当ページ下の解説を読みながら、 各 問題の誤っている

箇所を赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：指定された 問題（ 3 4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所

を赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する 。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD4221 

GECD4222 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 
これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、
同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1 問 1 問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更すること

があります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム】【現代社会と福祉①】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 【現代社会と福祉②】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度】【人体の構造

と機能及び疾病】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【心理学理論と心理的支援】【障害者に対する支援と障

害者自立支援制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 【保健医療サービス】【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【社会調査の基礎】【相談援助の基盤と専門職】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第９回 【相談援助の理論と方法】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第１０回 【福祉サービスの組織と経営】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【高齢者に対する支援と介護保険制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【就労支援サービス】【更生保護制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 
授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

間違えた問題をしっかりと見直す 

課題研究 

１ 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初 の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 

２ 

「基盤と専門職」「理論と方法」における 事例問題文内、重要な箇所やポイントとなる 一文、等をまとめる 。 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 
GECD4221 

GECD4222 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 
これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの

ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、
同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム①】 

【現代社会と福祉①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【地域福祉の理論と方法①】 

【福祉行財政と福祉計画①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【社会保障①】 

【低所得者に対する支援と生活保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 
【人体の構造と機能及び疾病①】 

【心理学理論と心理的支援①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】 

【保健医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【権利擁護と成年後見制度①】 

【社会調査の基礎①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【相談援助の基盤と専門職①】 

【相談援助の理論と方法①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 

【福祉サービスの組織と経営①】 

【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度①】 

 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 

【高齢者に対する支援と介護保険制度①】 

【就労支援サービス①】 

【更生保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 
【社会理論と社会システム②】 

【現代社会と福祉③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 
【現代社会と福祉④】 

【地域福祉の理論と方法②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 
【福祉行財政と福祉計画②】 

【社会保障②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度②】 

【人体の構造と機能及び疾病②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【心理学理論と心理的支援②】 

【障害者に対する支援と障害者自立支援制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 
【保健医療サービス②】 

【権利擁護と成年後見制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 
【共通科目復習模試】 

【社会調査の基礎②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 
【相談援助の基盤と専門職②】 

【相談援助の理論と方法③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 【相談援助の理論と方法④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【高齢者に対する支援と介護保険制度③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度③】 

【福祉サービスの組織と経営②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 

【就労支援サービス②】 

【更生保護制度②】 

【専門科目復習模試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 
体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門)：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究 

１ 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 

２ 

第 31 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉系科目の最初に履修する科目である。 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざし

ている。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や実
践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念の
変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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課題レポートを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

児島美都子・内山治夫編著『よくわかる専門基礎講座社会福祉』金原出版、2008。 

成清美治・加納光子編『現代社会福祉用語の基礎知識』学文社、2015。 

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』中央法規出版、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ ニュースや新聞等で社会の動きに目を向けた学習態度が求められる。 

２ 社会福祉や社会保障について、その概要をしっかりと把握する。 

３ 社会福祉に関わる専門職として基礎的な知識を学ぶため、身近な生活課題から考察するように心掛ける。 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

現代社会の諸問題に対する理解 

事前学習 現代社会の問題は何があるのかを調べる。 

事後学習 

現代社会の問題に対する理解を深めるため、

日頃のニュースや新聞を活用して社会的動

向を確認していく。 

第２回 Ⅰ 社会福祉の基礎概念 

事前学習 
人権・権利・ジェンダーについて事前に調べ

る。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第３回 Ⅱ 社会福祉をとりまく状況 

事前学習 超少子・高齢社会について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第４回 Ⅲ 社会福祉の歴史と展開 

事前学習 戦前・戦後の社会福祉の歴史を調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第５回 Ⅳ 社会福祉の仕組みと運営 

事前学習 社会福祉の制度について調べる。 

事後学習 
授業内容をまとめ復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第６回 Ⅴ 社会福祉の機関と施設 

事前学習 社会福祉施設について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第７回 Ⅵ 社会福祉の援助と方法 

事前学習 相談援助方法の種類について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 



 

 

第８回 Ⅶ 社会保障・公的扶助 

事前学習 社会保障制度について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第９回 Ⅷ 子ども家庭福祉 

事前学習 児童福祉の現状と課題について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１０回 Ⅸ 高齢者福祉 

事前学習 高齢者福祉の現状と課題について調べる。 

事後学習 
授業内容をまとめ復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第１１回 Ⅹ 障害者福祉 

事前学習 障害者福祉の現状と課題について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１２回 XI 地域福祉 

事前学習 地域福祉の現状と課題について調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１３回 
XⅡ 社会福祉を支える人たち 

これからの社会福祉の課題 

事前学習 

社会福祉専門職について調べる。 

社会福祉全体の現状と今後の課題について

調べる。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 4 回の講義を踏まえて、「我が国の社会福祉の歴史・目的・現状」についてレポートに

まとめなさい。レポート形式Ａ４用紙 2 枚（1,500 字以上 2,000 字未満） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 5 回から第 8 回の講義内容を踏まえて、「生活保護制度の目的・内容・課題」について、レポート

にまとめなさい。レポート形式Ａ４用紙 2 枚（1,500 字以上 2,000 字未満） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 社会保障論 （4 単位） 

３．科目番号 SSMP2105 

２．授業担当教員 加藤 孝夫 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にまで

さかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関する

専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場経

済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条件整

備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を習

得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れる。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）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 

1 予習・復習していることを前提に授業を進める。 

2 期末試験時にレポート課題の提出を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現在

（11 月 11 日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020 年度から使用。 

 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

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 

１ 授業内容は一般的に複雑・多岐で、それなりの内容・レベルなので、集中力をもって能動的に受講する。 

２ 間違えることで理解が深まる。その意味で授業内・外の質問はどのようなものであっても歓迎する。 

３ 無用の私語は厳禁。減点対象とする。携帯電話の操作もしない。 

４ 遅刻はしないこと、退室には必ず許可をとること。 

13．オフィスアワー 
授業開始前の一定時間教室で行う。また、メールのアドレスを紹介するのでいつでも質問等をメールしても

らって構わない。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション(自己紹介、授業概要の説明、「レ

ポート課題①②」の説明) 

「社会保障の見取り図」 

・社会保障を学ぶ意義  

・社会保障の概念整理  

・社会保障の学び方 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保障の見取り図について説明できるように
しておくこと。 

第２回 

「社会保障の歴史と構造」（1）  

・世界の社会保障の歴史 ① 

現代の社会保障の源流は「救貧法」。欧米における

社会保障の歴史についてポイントを絞って振り返

り学ぶ。 

世界恐慌から第 2 次世界大戦へ。 

レポート課題①の提示 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保障の歴史について説明できるようにして
おくこと。 

第３回 

「社会保障の歴史と構造」（2）  

・世界の社会保障の歴史 ②    

第 2 次世界大戦後の社会保障の概要と社会保障の

歩み。 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保障の歴史についてさらに詳しく理解を深

めておくこと。 

第４回 

「社会保障の歴史と構造」（3）  

・日本の社会保障の歩み ①   

わが国の社会保障も、イギリスやドイツなどの政

策に学び発展した。明治期以降の歩みを学ぶ。 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
日本の社会保障の歩みについて説明できるよう
にしておくこと。 



 

 

第５回 

「社会保障の歴史と構造」（4）          

・日本の社会保障の歩み ②   

  第 2 次世界大戦後の社会保障の概要と社会保障の

歩み。 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
日本の社会保障の歩みについてさらに詳しく理
解を深めておくこと。 

第６回 
「社会保障の歴史と構造」（1）  

・社会保障の機能 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保障の機能について説明できるようにして
おくこと。 

第７回 

「社会保障の歴史と構造」（2）  

・社会保障の財政  

・現在の社会保障の課題と今後の展望 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保障の財政について説明できるようにして
おくこと。 

第８回 
「医療保険」（1）     

・医療サービスを保障する仕組み 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
医療サービスの仕組みについて説明できるよう
にしておくこと。 

第９回 
「医療保険」（2）     

・被保険者と保険料 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
被保険者と保険料について説明できるようにし
ておくこと。 

第１０回 
「医療保険」（3）     

・保険給付 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
保険給付について説明できるようにしておくこ
と。 

第１１回 
「医療保険」（4）     

・診療報酬と薬価基準 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
診療報酬と薬価基準について説明できるように

しておくこと。 

第１２回 
「医療保険」（5）     

・高齢者医療制度 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
高齢者医療制度について説明できるようにして
おくこと。 

第１３回 
「医療保険」（6）     

・国民医療費 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
国民医療費について説明できるようにしておく
こと。 

第１４回 

「医療保険」（7）     

・医療提供体制 

各自レポート課題①の提出。 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
医療提供体制について説明できるようにしてお

くこと。 

第１５回 

「生活保護と社会福祉制度」（1） 

・生活保護制度① 

レポート課題①の解答と解説 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護制度について説明できるようにしてお

くこと。 

第１６回 

「生活保護と社会福祉制度」（2）  

・生活保護制度② 

レポート課題①の解答と解説 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
生活保護制度についてさらに詳しく理解を深め

ておくこと。 

第１７回 

「生活保護と社会福祉制度」（3）  

・社会福祉制度 

レポート課題②の提示 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会福祉制度について説明できるようにしてお
くこと。 

第１８回 
「生活保護と社会福祉制度」（4）  

・社会手当 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会手当について説明できるようにしておくこ

と。 

第１９回 

「介護保険」（1）      

・介護保険サービスを保障する仕組み  

・保険者 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
介護保険サービスを保証する仕組みについて説
明できるようにしておくこと。 

第２０回 

「介護保険」（2）      

・被保険者と保険料 

・保険給付 

・介護提供体制 

・権利擁護 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
介護保険についてさらに詳しく理解を深めてお
くこと。 

第２１回 「雇用保険」         

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
雇用保険について説明できるようにしておくこ

と。 



第２２回 「労働者災害補償保険」 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
労働者災害補償保険について説明できるように
しておくこと。 

第２３回 

「社会保険と民間保険」    

・保険の仕組み 

・社会保険と民間保険  

・民間保険の種類と働き 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
社会保険と民間保険について説明できるように

しておくこと。 

第２４回 映画『シッコ』（113 分）を上映 

事前学習 
ネット等で映画『シッコ』のあらましを読んで

おくこと。 

事後学習 映画を見た感想をまとめておくこと。 

第２５回 

映画『シッコ』の続きを上映 

「年金」 

・所得を保障する仕組み               

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
所得保障の仕組みについて説明できるようにし

ておくこと。 

第２６回 

「年金」 

・被保険者と保険料 

・老齢年金 

事前学習 テキストの該当部分を読んでおくこと。 

事後学習 
老齢年金について説明できるようにしておくこ
と。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 14 回の講義内容について学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 

実施時期：第 14 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 15 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：「年金」の財政方式についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 

実施時期：第 20 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 21 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ：「障害年金・遺族年金」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 

実施時期：第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 24 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ：第 15 回から第 24 回の講義内容について学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚 

実施時期：第 24 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 25 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を踏まえ、学んだ内容をまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 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９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１０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１１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１２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１３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１４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１５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１６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１７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１８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１９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２０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２１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２２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２３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２４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２５回 
グループの課題レポートの発表 
‐生涯学習社会・超高齢化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２６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。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回から第７回までの講義内容の要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、1,200 字程度。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 9 回から第 15 回までの講義内容の要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、1,200 字程度。 

実施時期：第 15 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 16 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 



課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 17 回から第 21 回までの講義内容の要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、1,200 字程度。 

実施時期：第 21 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 25 回までの講義内容の要点をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙、1,200 字程度。 

実施時期：第 25 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 26 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に教室にて行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者・障害児心理学／障害児・者の心理 （2 単位） 

３．科目番号 

EDPS3304 

PSMP3124 

PSMP3117 ２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
身体障害、知的障害及び精神障害の概要とその特性を理解し、その心理的影響と併せて、それぞれの障害

を持つことで発達段階に応じた心理的影響を理解する。また、障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な

支援とその人を取り巻く家族や社会のあり方や制度を学ぶ。 

８．学習目標 

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

る。 

２．障害児・者を持った家族の心理を理解し、説明することができる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義15回の中でレポート提出を求める。 

レポート課題：障害または疾病に関する書籍を一冊選び、その内容について3,000字程度でまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】梅永雄二著『障害者心理学』福村出版，2012 

【参考書】井澤信三・小島道生著『障害児心理入門 第２版』ミネルヴァ書房、2013。            

小野次朗・上野一彦・藤田継道編『よくわかる発達障害 第２版』ミネルヴァ書房、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１～４について理解し説明できるか。 

１．身体障害、知的障害及び精神障害の概要と一般的な心理的傾向 

２．障害児・者を持った家族の心理 

３．障害受容の一般的な過程とその実態 

４．障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援や制度 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ４０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１． さまざまな障害に共通してみられる心理や行動を理解する。基本的な理解を踏まえてうえで個人差があ

ることまで視野を広げてほしい。 

２． ディスカッションやグループワーク等を通しては自主的・主体的かつ協力的に学習を進めること。 

講義で守って欲しいこと。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受けつける。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（講義概要の説明） 

「障害をもつこと」とその心理（本人、家族、社会） 

事前学習 
講義用の資料を配布する。事前事後学習や小

テストの備えなどに活用すること。 

事後学習 
配布された講義資料を学習ノートにまとめ

る。 

第２回 障害とは 

事前学習 テキストの第 1 章を熟読し、予習する。 

事後学習 障害の定義についてまとめる。 

第３回 視覚障害の心理的特性と援助 

事前学習 
視覚障害の原因や障害の種類についてまと

める。 

事後学習 
目の構造について生理学的に理解し、描写し

た上で各部分を書けるようにしておく。 

第４回 聴覚障害の心理的特性と援助 

事前学習 
聴覚障害の原因や障害の種類についてまと

める。 

事後学習 
耳の構造について生理学的に理解し、描写し

た上で各部分を書けるようにしておく。 

第５回 言語障害の心理的特定と援助 

事前学習 
言語障害の原因や障害の種類についてまと

める。 

事後学習 
言語障害の原因や障害の種類について理解

する。 

第６回 知的障害の心理的特性と援助 

事前学習 
知的障害の合併症やそこから由来する生活

上の問題点についてまとめる。 

事後学習 知的障害の IQ 分布について復習する。 



第７回 
精神障害の心理的特性と援助① 

（統合失調症） 

事前学習 
統合失調症の中核症状と周辺症状について

まとめる。 

事後学習 
統合失調症のタイプと治療法について理解

すること。 

第８回 
精神障害の心理的特性と援助② 

（うつ病等） 

事前学習 
気分障害の中の、単極性障害と双極性障害に

ついての学習をする。 

事後学習 
気分障害の定義とその治療法についてまと

めること。 

第９回 
発達障害の心理的特性と援助③ 

（自閉スペクトラム症） 

事前学習 
自閉スペクトラム症の中核症状と合併症に

ついての学習をする。 

事後学習 
自閉スペクトラム症のタイプとその特徴に

ついて復習する。 

第１０回 
発達障害の心理的特性と援助④ 

（注意欠如多動症、限局性学習症） 

事前学習 ADHD の症状と特徴の学習をする。 

事後学習 
ADHD のタイプ分類とその治療法について

復習する。 

第１１回 心理検査 WISC，ITPA,新版 K 式 

事前学習 個別式知能検査に関する予習する。 

事後学習 
検査の目的や下位検査の内容についてまと

めること。 

第１２回 人的環境および物的・社会環境と障害児・者援助 
事前学習 

学校や施設での生活で、障害児・者が受ける

不利益についてまとめる。 

事後学習 配布した資料をまとめる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
これまでの資料を全体的に総括し、質問等を

まとめること。 

事後学習 
今までの内容の復習、理解できないところを

質問する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：肢体不自由の心理的特性と援助について、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時間：第 4 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 5 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：障害児・者の心理的理解と援助の技法について、深く調べたい障害や疾患に関する書籍を一冊選びそ

の内容についてレポートにまとめなさい。その内容についてできるだけ 2 冊以上の書籍にあたるのが望ましい。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚（2,800 字程度） 

実施時間：第 8 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 10 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2301 

SSMP2101 

PSMP2401 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

障害者を取り巻く福祉制度・政策は、日々、劇的な変化を遂げている。そして、障害者のニーズも複雑・

多様化している。実践現場では、これに適切に対処することができるソーシャルワーカーが求められている。
本講義においては、激しく移り変わる障害福祉制度や情勢、さらには障害者の実情について学び、ソーシャ
ルワーカーが主体的に問題解決に取り組むことができるように知識を身につけていく。 

また、ソーシャルワーカーは多面的な視点を必要とすることから、新聞記事等、資料も用いて障害者問題
のみならず老人・貧困等と、さまざまな課題を取り上げ、福祉問題について共に考えていく。 

そして、障害者福祉論は、社会福祉士国家試験の「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」に位置す

る科目となる。同国家試験の合格を目指すためには、「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」が得点源
となるような受験対策が必要となる。そのため、本講義においては、過去の国家試験を分析・検討し、それ
に沿った内容も講義する。 

８．学習目標 

障害者福祉論が終了した時点で、具合的に以下の点を理解し、説明できるようにする。 

・障害者を取り巻く社会情勢と生活実態 

・障害者福祉制度の発展過程 

・障害者自立支援制度と近年における改正状況 

・障害者福祉に関連する法令の概要 

・相談支援事業所の役割と実際 

・障害者福祉の専門職の役割と実際 

・障害者福祉の多職種連携・ネットワーキング 

・障害者自立支援制度と介護保険制度の関係 

・障害者権利条約の批准 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度(第 6 版)』中央法規、2019。 

 

参考図書等については随時提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

9 つの学習目標を理解することが出来たか。 

○評定の方法 

①中間試験 40％ ②期末試験 40％ ③平常点（授業への積極的参加度及びレポート）20％ 

尚、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が確認できない場合には単位の修得は認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

社会福祉援助における理念は、障害者福祉から生まれたものが中心になっている。そういう意味でも、障

害者福祉論をしっかり学ぶことが、社会福祉援助を理解するうえでも重要である。 

復習をしっかり行ってほしい。 

１．テキストの授業内容をしっかり読んで復習すること。 

２．特に授業で配った資料は要点をおさえているので隅々まで目を通し復習すること。 

３．レポートの提出日を厳守すること。 

４．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。 

５．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。授業中は教師の

許可なく出入りしないこと。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間、これ以外の時間については、教務課に相談しアポイントを取ること。 

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）  

障害者福祉の基本理念 1 

・人権思想  

事前学習 
シラバスに目を通し、ノートを準備し授業に

臨む。 

事後学習 
配布資料を読み、人権思想についての要点を

まとめる。 

第２回 

障害者福祉の基本理念 2 

・人権思想に対立する思想 

・ノーマライゼーション 

事前学習 
人権に対立していると思うものについて具

体的に考えてくる。 

事後学習 
授業をふまえ、人権・ノーマライゼーション

について自分の考えを文章にまとめる。 

第３回 
障害者福祉の基本理念 3 

・リハビリテーションの変遷と自立生活（IL）運動 

事前学習 
［リハビリテーションとは、自立生活とは何

かについて自分なりに考えてくる。 

事後学習 配布資料を読み、理解を深める 

第４回 
障害者制度の発展過程 1 

・戦前から高度経済成長期まで 

事前学習 
テキスト pp.2～3（戦前から高度経済成長期）

を読み、授業に臨む。 

事後学習 
配布資料を読み、重要な出来事・大きな流れ

を熟知する。 



第５回 
障害者制度の発展過程 3 

・社会福祉基礎構造改革と自立支援法  

事前学習 
テキスト pp.9～11（社会福祉基礎構造改革と

自立支援法）をみ、授業に臨む。 

事後学習 
配布資料を読み、重要な出来事・大きな流れ

を熟知する。 

第６回 

障害の概念 

・国際障害分類（ICIDH） 

・国際生活機能分類（ICF） 

・障害の社会モデル 

事前学習 
自分なりに「障害とは何か」について考えて

くる。 

事後学習 
授業を受けての自分の感想を文章にまとめ

る。 

第７回 

障害児・者の生活実態 

・身体障害児・者 

・知的障害児・者 

・精神障害者 

・発達障害 

・難病その他 

事前学習 
テキスト pp.15～25（障害者の生活実態）を

読み、授業に臨む。 

事後学習 
興味をもった障害分野について、さらに調べ

てみる。 

第８回 

障害児・者をとりまく社会情勢の変化とニーズ 

・地域生活移行・就労の実態 

・ニーズについて 

事前学習 
障害児・者が抱える困難について取り上げた

新聞記事を探して読む。 

事後学習 
配布資料を元に自分の住んでいる町の状況

について調べてみる。 

第９回 

障害関係各法の理解 1 

・障害者基本法 

・身体障害者福祉法 

・知的障害者福祉法 

事前学習 
テキスト pp.37～43、46～49、50～52（障害

者基本法等）を読み、授業に臨む。 

事後学習 
配布資料を読み返し、要点・全体像を把握す

る。 

第１０回 

障害関係各法の理解 2 

・精神保健および精神障害者福祉に関する法律 

・発達障害者支援法 

・医療観察法 

事前学習 

テキスト pp.53～55（精神保健および精神障

害者福祉に関する法律等）を読み、授業に臨

む。 

事後学習 
配布資料を読み返し、要点・全体像を把握す

る。 

第１１回 

障害者総合支援法 1 

・総合支援法の成立の経緯 

・各法との関係 

事前学習 
テキスト pp.102～125（総合支援法、支給決

定のプロセス）を読み、授業に臨む。 

事後学習 
配布資料を読み返し、他法との関連、大きな

流れ・全体像を把握する。 

第１２回 

障害者総合支援法 2 

・総合支援法の概要 

・サービス提供の実際  

事前学習 

テキスト pp.132～137、148～151（自立支援

医療、地域生活支援事業）を読み、授業に臨

む。 

事後学習 
配布資料を読み返し、法の具体的な内容につ

いて理解を深める。 

第１３回 

まとめ 

・障害者差別解消法の概要  

・障害者福祉の課題 

事前学習 
障害者差別解消法に関する記事についてチ

ェックする。 

事後学習 
障害者福祉の課題について、自分なりの意見

を文章にまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ: テキスト pp.4～5、13～14（国際障害者年以降の動向）を読んで、どのような特徴を備えているか具

体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 5 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ: テキスト pp.204～208、230～236（専門職の役割、多職種連携）を読んで、専門職の役割について具

体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 14 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 14 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　社会福祉法人で介護職員として、医療法人の精神科で看護助手としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 
GEBS1104 

GECM1104 
２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

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。 

１ Word・Excel・PowerPointの演習課題 

２ 教科書の該当箇所を読む 

３ 年２回程度のレポート課題 

  課題例）インターネットの歴史について 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】実教出版編修部編『2020 事例でわかる 情報モラル』実教出版、2020。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OSやハードウェアに関する基礎的な知識が身

についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題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 

シラバス記載の各回の内容は単元というまとまりにします。みなさんには各単元の課題がすべて見える状態、

達成目標が全て見える状態にしておきます。達成目標を確認しながら学習を進めてください。学習のペース

は自分で決めて進めていきましょう。周りの人と相談しながら、ゆっくり進む人も早く進む人も、単元内の

スキルをしっかり身につけてください。学習内容が身についたかどうか、確認するテストに合格すると、次

の単元へ進むという学習の形で演習を行います。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

Windows の基本操作 ファイル・フォルダの管理、 

キーボードによる文字入力練習 

タイピングサービスの利用 

事前学習 自分の周りのコンピュータ環境を把握する。 

事後学習 タイピングサービスを使って練習を行う。 

第２回 

教育用 SNS の利用 

Microsoft Word（１）：文書の体裁 

ビジネス文書の作成 

事前学習 文書の体裁に関する自習課題を解く。 

事後学習 ビジネス文書の作成課題を解く。 

第３回 ウェブブラウザの使用方法、情報の検索 

事前学習 インターネット検索の方法について調査する。 

事後学習 
効果的な検索方法についてまとめ、情報の検索

課題を解く。 

第４回 
著作権 

Microsoft Word（２）：画像のレイアウト 

事前学習 インターネットを使った画像検索課題を解く。 

事後学習 図・画像の挿入に関する課題を解く。 

第５回 
Microsoft Word（３）：表の作成 

 複雑な表・ルーラー・インデント 

事前学習 簡単な表の作成課題を解く。 

事後学習 表を含むビジネス文書を作成する。 

第６回 Microsoft Word（４）：図形などオブジェクトの活用 
事前学習 

文書内のオブジェクト操作に関する課題を解

く。 

事後学習 図形・画像を使った文書の作成を行う。 

第７回 Microsoft Word（５）：アカデミックライティング 
事前学習 テキストボックスの挿入課題を解く。 

事後学習 体裁ルールの決まっている文書を作成する。 

第８回 レポートの作成と引用の方法 
事前学習 教科書 p.44・p.45 を読む 

事後学習 引用のルールを守りレポートを作成する。 

第９回 Microsoft Word（６）：スタイルを使った文書 

事前学習 文書のスタイルについて調査しておく。 

事後学習 
章・節のスタイルを自由に変更し文書を作成す

る。 



第１０回 
Microsoft Power Point（１）：基本操作、 

効果的なプレゼンテーション（１）：文字を減らす 

事前学習 Power Point の基本操作課題を解く。 

事後学習 文書を基に文字の少ないスライドを作成する。 

第１１回 Microsoft Power Point（２）：アニメーション 
事前学習 

Power Point のアニメーションを使った課題

を解く。 

事後学習 アニメーションの追加方法を復習する。 

第１２回 

Microsoft Power Point（３）：スクリーンショットを

使ったスライド作成 

Microsoft Word（７）：文書作成まとめ（レポート課題） 

事前学習 教科書 p.24・p.25 を読む。 

事後学習 
課題について調査し、引用・体裁のルールを守

ってレポートを作成する。 

第１３回 
Microsoft Excel（１）：基本操作・データの入力 

オートフィル・数式・絶対参照 

事前学習 Excel の基本操作問題を解く。 

事後学習 Excel の数式を使う課題を解く。 

第１４回 Microsoft Excel（２）：復習、基本的な関数 

事前学習 Excel の復習課題を解く。 

事後学習 
Excel に存在する関数の名前・役割・引数の数

と意味を調査する。 

第１５回 Microsoft Excel（３）：さまざまな関数の利用 
事前学習 Excel 関数とは何か調べる。 

事後学習 必要な関数の使い方を調査し、課題を解く。 

第１６回 
Microsoft Excel（４）：関数の組み合わせ利用、数式 

の直接記入 

事前学習 Excel 関数の利用方法について調査しておく。 

事後学習 Excel 関数を組み合わせて使う課題を解く。 

第１７回 Microsoft Excel（５）：データの検索 
事前学習 

Excel のフィルタを使ったデータ検索の練習問

題を解く。 

事後学習 関数を使ったデータの検索課題を解く。 

第１８回 Microsoft Excel（６）：データの分析 

事前学習 クロス集計について調査しておく。 

事後学習 
ピボットテーブルを使う課題を解き、分析の結

果を報告する。 

第１９回 Microsoft Excel（７）：グラフの作成 

事前学習 グラフ作成の基礎練習問題を解く。 

事後学習 
効果的なグラフの作成方法についてまとめる。

グラフの作成課題を解く。 

第２０回 Microsoft Excel（８）：ビジネス文書、印刷設定 
事前学習 Excel の入力制限方法について調査する。 

事後学習 Excel を使ったビジネス文書作成課題を解く。 

第２１回 
Microsoft Power Point 

効果的なプレゼンテーション（２）：データを載せる 

事前学習 スライドの文字を減らす方法を復習する。 

事後学習 スライド作成に必要なデータを集める。 

第２２回 
効果的なプレゼンテーション（３）：話の流れを考え 

る、目次を作る 

事前学習 データを Excel でグラフや表にしておく。 

事後学習 データを載せたスライドを完成させる。 

第２３回 
効果的なプレゼンテーション（４）：自分の意見を載せ

る 

事前学習 
前回作成したスライドについて、文字の量や大

きさ、データの掲載、出展などを振り返る。 

事後学習 
課題に対する自分の立場を決定し、スライド作

成の準備（根拠やデータ収集）をする。 

第２４回 効果的なプレゼンテーション（５）：相互評価 

事前学習 評価のポイントについて確認しておく 

事後学習 
評価シートに基づいて他人のスライドを評価

する。また集計結果を振り返り反省する。 

第２５回 総合演習（１）：レポート作成、発表用資料作成 
事前学習 発表を行うテーマをいくつか探しておく。 

事後学習 スライド作成のためのデータを集める。 

第２６回 総合演習（２）：発表用資料作成 
事前学習 データを基にスライドを作成する。 

事後学習 発表原稿を作成する。発表の練習をする。 

第２７回 プレゼンテーション演習 
事前学習 発表の練習をする。 

事後学習 他者の発表を聞いてどう感じたか復習する。 

第２８回 講義のまとめ 
事前学習 身に付いたことは何か考える。 

事後学習 学習の足りなかった部分について復習する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 8 回の内容を踏まえて、あなたが大学生として学習する中でレポートを作成する意義について、

またレポートの体裁を守る意義についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1440 字程度） 

実施時期：第 8 回講義終了後 

提出期限：第 9 回講義開始時までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換は

edmodo 上で随時行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 13 回までの講義中に学んだ情報倫理の内容を踏まえて、あなたが生活の中で注意するべ

きことについてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1440 文字程度） 

提出期限：第 13 回講義終了後までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換

は edmodo 上で随時行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 
GECM2304 

GECM2104 
２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次以上  「情報処理演習Ⅰ」を先に履修すること 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報の

作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 

マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部の

専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を通し

て、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問題

が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネットワー

クを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、コンピュータを使用する課題を課す。 

１ ポスターの作成 

２ 画像データの加工 

３ 情報倫理に関するレポート作成 

４ 動画の作成 

５ ホームページの作成 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 実教出版編修部編『事例でわかる 情報モラル 2019』実教出版、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Webを使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、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、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 
情報の発信、情報を人に伝えるメディア、の特徴について演習を通して学びます。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション、教育用 SNS の利用 

ポスター作成サービスの利用① 基本操作の習得 

事前学習 
自分が利用しているメールアカウント情報（ID

とパスワード）を調査しておく。 

事後学習 「迷惑メール」に関するポスターを作成する。 

第２回 
ポスター作成サービスの利用② 

テーマ（那古野神社紹介）に基づいたポスター作成 

事前学習 那古野神社について調査しておく。 

事後学習 
ポスターに必要な要素について、講義で学んだ

ことをまとめておく。 

第３回 

情報倫理：ディジタル万引き 

ポスター作成サービスの利用③ 

テーマ（那古野神社紹介）に基づいたポスター作成 

事前学習 ポスター作成プランニングシートを用意する。 

事後学習 
ディジタル万引きについて学んだことをまと

める。 

第４回 ポスターの相互評価、ポスターに必要な要素の確認 

事前学習 ポスターを完成させて提出する。 

事後学習 
学外にあるポスターを調査して特徴をまとめ

る。 

第５回 
情報倫理：ディジタル透かし 

「伝える」ポスターの作成① ポスター作成計画 

事前学習 作成するポスターのテーマを考えておく。 

事後学習 プランニングシートを提出する。 

第６回 

情報倫理：学校の授業における著作権 

「伝える」ポスターの作成② ポスター作成意図の確

認と評価申請 

事前学習 ポスター作成に必要な材料を準備する。 

事後学習 
授業における著作権について、講義で学んだこ

とをまとめておく。 

第７回 
「伝える」ポスターの作成③ 評価 

ポスター作成まとめ 

事前学習 ポスターを完成させ、評価申請書を提出する。 

事後学習 
ポスターの作成について、講義で学んだことを

まとめておく。 

第８回 
情報倫理：クリエイティブコモンズ 

フォントの検索・インストール、文字画像の作成 

事前学習 コンピュータの「フォント」について調べる。 

事後学習 
フォントの特徴、検索方法・インストール方法

について復習し、まとめておく。 



第９回 
ラスタ画像とベクタ画像 

画像処理ソフトの利用① 基本操作の習得 

事前学習 
どんな場面でコンピュータの画像データを利

用するか考える。 

事後学習 
画像が使われる場面と適した形式について復

習し、まとめておく。 

第１０回 画像処理ソフトの利用② 図形の論理演算 
事前学習 

画像処理ソフトの基本操作について復習して

おく。 

事後学習 図形の論理演算を使った課題を提出する。 

第１１回 画像処理ソフトの利用③ パスを使った画像作成 

事前学習 「パス」「レイヤー」機能について調べておく。 

事後学習 パスエフェクトの課題を解き提出する。 

第１２回 
学園祭の展示・ノベルティグッズ作成に関する説明 

ノベルティグッズの分析、作成の計画 

事前学習 
ノベルティグッズの発注ができるサイトを調

べておく。 

事後学習 ロゴ作成のプロセスについてまとめる。 

第１３回 
画像処理ソフトの利用④ 

総合演習 学園祭の展示・ノベルティグッズ作成 

事前学習 ノベルティグッズ作成計画書を用意する。 

事後学習 

ノベルティグッズの画像データを完成させる。

ポスターの作成、画像処理ソフトの使用、ノベ

ルティグッズの作成で学んだことをまとめて

おく。 

第１４回 
動画の編集① 基本操作の確認 

動画ファイルの読み込み、タイトルの追加、書き出し 

事前学習 動画編集スキルの重要性を調査しておく 

事後学習 
演習で学んだことと同内容の課題で編集操作

を再度確認する。 

第１５回 
動画の編集② エフェクト効果 

タイムラインの使い方、トランジション、エレメント 

事前学習 
タイムライン、トランジション、エレメントに

ついて調査しておく。 

事後学習 
トランジション、エレメントを使った動画を作

成する。 

第１６回 
「伝える」動画作成① 地域ニュース動画とは何か 

自分のニュース動画を計画する 

事前学習 
地域ニュースとは何か調べる。地域ニュース動

画の特徴を調査してまとめておく。 

事後学習 自分が作る地域ニュース動画の計画をする。 

第１７回 
「伝える」動画作成② 地域ニュース動画の提出・相

互評価 

事前学習 地域ニュース動画の材料を用意しておく。 

事後学習 
他の学生の動画を評価し、自分の動画について

反省する。 

第１８回 
「伝える」動画作成③ 勉強のひけつとは何か 

勉強のひけつ動画の計画をする 

事前学習 勉強のひけつについて調査し、まとめておく。 

事後学習 勉強のひけつ動画の計画書を完成させる。 

第１９回 
「伝える」動画作成④ 勉強のひけつ動画の相互評価 

「伝える」動画作成のまとめ 

事前学習 動画を編集し、完成させておく。 

事後学習 「伝える」動画作成で学んだことをまとめる。 

第２０回 
情報倫理：パスワードの管理 

Web サイト作成サービス① ページ・リンクの作成 

事前学習 
パスワードを使う目的と管理方法について調

査しておく。 

事後学習 
パスワードの管理方法についてまとめ、自分な

りの管理方法を探る。 

第２１回 
情報倫理：不正アクセス 

Web サイト作成サービス② 画像などの貼り付け 

事前学習 不正アクセスとは何か調査しておく。 

事後学習 
自分の Web サービスを不正アクセスから守る

ために気をつけるべきことについてまとめる。 

第２２回 
Web サイト作成サービス③ アプリの追加、他の Web

サービスとの連携 

事前学習 
Wix の演習でこれまでに修得した技術につい

て振り返っておく。 

事後学習 
Wix サイトにアプリを複数追加し、意味や使い

方を報告する。 

第２３回 
Web ユーザビリティとは何か、Web サイトの分析 

Web サイト作成① 設計に必要な項目 

事前学習 Web ユーザビリティの意味を調べて報告する。 

事後学習 
Web ユーザビリティの観点を踏まえて、サイト

設計書を作成する。 

第２４回 
情報倫理：著作権 

Web サイト作成② 資料の収集（那古野神社） 

事前学習 那古野神社について調査しておく。 

事後学習 集めた資料を基に Web サイトを作成する。 



 

 

第２５回 
Web サイト作成③ 相互評価と修正案の決定 

良い Web サイトに必要な要素の確認 

事前学習 Web サイトを完成させておく。 

事後学習 
相互評価の結果、ディスカッションの結果、挙

がった内容についてまとめておく。 

第２６回 Web サイト作成④ Web サイト設計・作成 

事前学習 作成する Web サイトのテーマを考えておく。 

事後学習 プランニングシートを提出する。 

第２７回 Web サイト作成⑤ Web サイトの自己アピール 

事前学習 サイト作成に必要な資料を用意しておく。 

事後学習 Web サイトを完成させる。 

第２８回 
Web サイト作成⑥ Web サイトの評価 

講義のまとめ 

事前学習 Web サイト評価申請書を提出する。 

事後学習 
本講義の学習内容を復習し、我々の生活とコン

ピュータ利用の今後について考える。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 7 回の授業内容を踏まえて、伝えるポスター作るときの注意点、伝えるメディアを作る

ときの注意点についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1440 字程度） 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回授業開始時までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換は

edmodo 上で随時行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、レポートを書き直す。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 8 回～第 13 回の授業内容を踏まえて、学園祭展示作品の計画書と作品データを作成しなさい。 

演習形式：画像処理ソフトで編集した svg データ 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：14 回授業開始時までに教育用 SNS である edmodo を通して提出する。添削指導・質疑応答・意見交換は

edmodo 上で随時行う。 

事後学習：データ作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通して学んだことを含め、データを修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 人権教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1305 

GEBS1105 
２．授業担当教員 伊藤 京一 

４．授業形態 講義、グループ学習、討議、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

○人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」（「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律第２条」）であり、国民は「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実

現に寄与するよう努めなければならない。」（同法律第６条「国民の責務」）とされている。 

○上記の趣旨を受けて、本科目においては、日本及び海外の人権課題（問題）の現状や解決・改善の取り組

みについて理解を深める学習を行う。 

○学校や社会における継続した人権教育の必要性やその在り方を実践的に学習し、人権感覚を磨き、身に付

けられるようにする。 

○人権教育に関わる基本的な法例等についても学習する。 

８．学習目標 

○人権の歴史や日本国憲法における国民の権利について再確認し、重要点についての理解を深めることが

できる。 

○人権教育の根拠法である「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「人権教育・啓発に関する基

本計画」について、目的、基本理念、内容について理解を深めることができる。 

○『人権教育・啓発白書』に示されている我が国の人権課題を把握し、人権尊重に関する現状と諸課題に

ついての理解を深め、人権課題の解決に努めていこうとする姿勢を身に付ける 

○学校や社会において、人権感覚を磨き身に付ける継続した取り組みの必要性について、積極的に授業に

参加し、理解を深めることができる。 

○人権擁護を目的とする種々の国際法（条約）や国内法の概要を理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポート提出 

・子どもの人権について 

・人権問題の現状と課題 

・人権週間について 

・今日的な子どもの人権に関する課題解決に向けて 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中野光、小笠原毅 編著『ハンドブック 子どもの権利条約』岩波書店、1996。 

【参考書】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、2007。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．人権教育の意義及び基礎を理解しているか。    

２．人権問題の現状や解決・改善の取り組みについて自らの問題として理解を深めているか。 

○評定の方法 

グループでの活動、授業への積極的参加度、レポート等を総合して評価する。 

１ グループでの活動             総合点の３０％ 

２ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）   総合点の２０％ 

３ レポート等（小課題、試験を含む）     総合点の５０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、授業で学習したことをどのように子どもたちに活かしていけばよいかを考え、人権教育の

あり方について追求していくことを目的としている。目的達成のために、以下のことに留意すること。 

１、授業中は集中力と緊張感を持って積極的に参加すること。 

２、授業は、欠席・遅刻・早退をしないこと。欠席・遅刻・早退の場合はその理由を書面を以って教員

に 

  説明すること。 

３、分からないところはそのままにしないで質問すること。 

４、明らかに授業態度が悪いと判断された場合は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度に改善が見ら

れ 

  ない場合は、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、居眠り、私語、携帯電話の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことに留意する。 

 １、授業の目的、目標を明確にし、授業進行はシラバスに沿って行う。 

 ２、受講生全体に聞こえる声の大きさで話し、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）できるように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、授業に臨む上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 講義の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 

授業の進め方について 

グループ編成・自己紹介 

「世界人権宣言について」 

事前学習 「人権とは何か」について考える。 

事後学習 
世界人権宣言の内容をノートにまとめて提

出する。 

第２回 

我が国の人権問題の現状と課題について、令和元年度啓

発活動年間強調事項をもとに与えられた項目の調べた

内容を発表する。 

事前学習 

令和元年年間強調事項について課題を一つ

選び、現状を考察してレポートを作成し提出

する。 

事後学習 強調事項の内容をノートにまとめる。 

第３回 
子どもの権利条約成立についてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.2～17 を読んで、子どもの権利条

約が成立した経緯をノートにまとめる。 

事後学習 
子どもの権利条約成立について理解した内

容をノートにまとめる。 

第４回 
子どもの最善の利益についてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.26～31 を読んで、子どもにとって

大切なことについてまとめる。 

事後学習 
子どもの最善の利益について調べ、レポート

を作成して提出する。 

第５回 

子どもの人権を考える中での親の責任と権利と義務に

ついてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.38～41 を読んで、「親権」の持つ

意味についてノートにまとめる。 

事後学習 
親の責任と権利と義務についてノートにま

とめる。 

第６回 

子どもの名前、国籍、養育の権利についてグループで話

し合う。 

また、夫婦別姓について話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.46～51 を読んで、夫婦別姓につい

て自分の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
話し合ったことをもとに名前の持つ意味に

ついてノートにまとめる。 

第７回 
自分の名前がつけられた由来について発表する。 

また、自分の感想も述べる。 

事前学習 
自分の名前の由来について親に聞き、その感

想もノートにまとめる。 

事後学習 
自分が理想とする名前を考えノートにまと

める。 

第８回 

人権週間について、朝の会で小学生にわかりやすく発表

する。（模擬授業） 

どのようにすれば、子どもにわかりやすく伝えることが

できるのかグループで話し合う。 

事前学習 

小学生に人権週間についてわかりやすく話

すにはどのようにすれば良いか考え、レポー

トを作成して提出する。 

事後学習 
再度わかりやすい授業の仕方を考え、ノート

にまとめる。 

第９回 
子どものゆとりの権利についてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.158～161 を読んで、ゆとりについ

てノートにまとめる。 

事後学習 ゆとりの権利についてノートにまとめる。 

第１０回 

障害児の就学について教科書や新聞記事をもとにグル

ープで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
教科書 pp.118～123 を読んで、障害児の就学

についてノートにまとめる。 

事後学習 
障害児の就学についてメリット、デメリット

を考えて、ノートにまとめる。 

第１１回 
日本の同和問題についてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
「人間らしいってなに」を読んで、同和につ

いて調べノートにまとめる。 

事後学習 
同和問題について身近なこととして考え、自

分ができることをノートにまとめる。 

第１２回 

外国人の人権について留学生の体験をもとにグループ

で話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
外国人が差別されていることについて考え、

ノートにまとめる。 

事後学習 
外国人の人権を守るために自分ができるこ

とを考え、ノートにまとめる。 

第１３回 
小学校における人権教育についてグループで話し合う。 

話し合った内容をグループごとに発表する。 

事前学習 
小学校で人権教育をどのように行えばよい

か考え、ノートにまとめる。 

事後学習 
最近の子ども（小学生）の人権に関する課題

を調べ、レポートを作成して提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ「子どもの定義について自国及び諸外国の考え方を調べ、考察して自分の考えを述べなさい」 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第 3 回授業後に実施 

提出期限：第 4 回授業開始時。提出後、添削指導、意見交換を第 4 回授業後教室で実施。 

事後学習：その後引き続き質問がある場合は随時受付け対応する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ「子どもの権利条約の条文の中で、自国で最も重要な課題であると考える条文をあげ、その理由と解決

策を述べなさい。」 

レポート形式：A４用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時期：第 11 回授業後に実施 

提出期限：第 12 回授業開始時。提出後、添削指導、意見交換を第 13 回授業後教室で実施。 

事後学習：その後引き続き質問がある場合は随時受け付け対応する。 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 人体の構造と機能及び疾病／医学概論 （2単位） 

３．科目番号 

GELA1112 

GELA1333 

GELA1312 ２．授業担当教員 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 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、総合社会科学としての医学の側面についても触れ、生活の質（QOL）を豊かにする保健・医療・

福祉・心理のあり方についても学び、福祉専門職者・心理専門職者として要求される最低限の医療、医学の

知識の習得を目標とする。さらに、最新の健康情報の検証も行う。 

具体的には、 

●心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏ま 

 えて理解する。 

●国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解する。 

 ●リハビリテーションの概要について理解する。 

８．学習目標 

１．心身の機能と身体構造、および様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達・老化と日常生活と

の関係を踏まえて理解できるようになる。 

２．国際生活機能分類（ICF）の基本的考え方と概要について理解できるようになる。 

３．リハビリテーションの概要について理解し、説明できるようになる。 

４．生活習慣病とその予防につき、健康増進の正しい方策について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．様々な健康と疾病の情報について、その是非・真偽について考察する（口頭発表）。 

２．講義した内容を、より一層深く理解する為に、毎回の授業終了前に「理解を高める実践問題」を配布し

て解答する。 

３．理解し難い内容について、オフィスアワー時間帯で研究室にて指導を行うこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社会福祉士養成講座編集委員会著 

     『新・社会福祉養成講座<１>人体の構造と機能及び疾病 第３版』中央法規出版、2015。 

【参考書】高橋長雄著『からだの地図帳』講談社、1989。 

     東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房、2005。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心身の機能と身体構造を自分の体と日常生活に照らし合わせてできるようになったか。 

２．生活習慣病の理解と予防を考察できるようになったか。 

３．少子高齢社会におけるリハビリテーションを理解し、必要性を説明できるようになったか。 

４．厚労省が推進の高齢者の QOLの基本的な考えを理解できるようになったか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度や学習状況、レポート、期末テスト等を総合して評価する。 

授業への参加度 30％、レポート 30％、期末テスト 20％、発表能力 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、身体の構造や機能、そして疾病等に関する様々な医学的知識の習得を目標とする。その為、

受講生は以下の条件を守ることが期待される。 

１．常に集中力を保っているように積極的な学習態度で授業に出席する。 

２．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．予習を十分行い、授業後の復習も心がけること。関連書籍も読み、理解すること。 

４．分かりやすい口頭発表の仕方を覚えてもらう。 

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書面にて報告すること。 

 教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目標を明確にし、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。 

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 

人の身体と精神の成長・発達及び老化 

事前学習 学習ノートを準備し、シラバスを熟読してくる。 

事後学習 
「実践問題①」を再び理解しながら、身体と精神の

発達及び老化をノートにまとめる。 

第２回 

人体の構造と機能Ⅰ： 

（人体部位の名称と機能、循環器系統、呼吸器系

統） 

事前学習 人体部位の名称をノートに記載しておく。 

事後学習 
「実践問題②」を再び理解しながら、循環器･呼吸器

の構造と機能をノートにまとめる。 

第３回 
人体の構造と機能Ⅱ： 

（消化器系統、泌尿･生殖器系統） 

事前学習 消化器と泌尿・生殖器とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
「実践問題③」を再び理解しながら、消化器と泌尿

器の構造と機能をノートにまとめる。 



 

 

第 4回 
人体の構造と機能Ⅳ： 

（神経系統、内分泌系統） 

事前学習 神経系、内分泌系とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
「実践問題⑤」を再び理解しながら、神経と内分泌

系の構造と機能をノートにまとめる。 

第 5回 
人体の疾病と障害Ⅰ： 

（生活習慣病、虚血性心疾患、脳卒中） 

事前学習 生活習慣病とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
「実践問題⑥」を再び理解しながら、生活習慣病、

心脳の血管性疾患をノートにまとめる。 

第 6回 
人体の疾病と障害Ⅱ： 

（先天性疾患、周産期障害、脳性麻痺） 

事前学習 
遺伝子､染色体と先天性疾患とは？ノートに調べて

おく。 

事後学習 
「実践問題⑦」を再び理解しながら、先天性疾患と

脳性麻痺をノートにまとめる。 

第 7回 
人体の疾病と障害Ⅲ： 

（感染症） 

事前学習 感染症の定義と感染経路をノートに記載しておく。 

事後学習 
「実践問題⑧」を再び理解しながら、感染症の対策

をノートにまとめる。 

第 8回 
人体の疾病と障害Ⅳ： 

（認知症の分類・鑑別診断） 

事前学習 認知症とは？ノートに調べておく 

事後学習 
「実践問題⑨」を再び理解しながら、認知性疾患に

対する理解をノートにまとめる。 

第 9回 
人体の疾病と障害Ⅴ： 

（精神障害、高次脳機能障害） 

事前学習 精神障害とは？ノートに調べておく 

事後学習 
「実践問題⑩」を再び理解しながら、精神障害と高

次脳機能障害者に対する理解をノートにまとめる。 

第 10回 
人体の疾病と障害Ⅵ： 

（知的障害･発達障害） 

事前学習 発達障害とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
「実践問題⑪」を再び理解しながら、知的障害と発

達障害をノートにまとめる。 

 

第 11回 

 

人体の疾病と障害Ⅶ： 

（免疫とアレルギー） 

事前学習 免疫とは？事前に配布した資料を予習しておく)。 

事後学習 
「実践問題⑫」を再び理解しながら、免疫とアレル

ギーの相違をノートにまとめる。 

第 12回 
人体の疾病と障害Ⅷ： 

（神経性疾患と難病） 

事前学習 難病とは？ノートに調べておく。 

事後学習 
「実践問題⑬」を再び理解しながら、難病の特徴を

ノートにまとめる。 

第 13回 総合まとめ 
事前学習 

授業を振り返り、そのポイントを自ら考えてノート

にまとめる。 

事後学習 期末試験の予備問題を解く。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 4回の授業プリント内容を踏まえて、①｢人体の運動器系の構造と機能｣、②｢身体の体性感覚と特殊

感覚｣について、レポートにまとめなさい。③「理解を高める実践問題」の 3つ問題を〇付け答えなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(①～②各 500～600字程度)。 

実施時期：第１回の授業終了時に説明と配布する。 

提出期間：第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導･質疑応答･意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導･質疑応答･意見交換を通し学んだことをまとまる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 14回の授業プリント内容を踏まえて、｢健康･プライマリヘルスケア･リハビリテーションについて

の理解｣をレポートにまとめなさい。また､「理解を高める実践問題」の 2つ問題を〇付け答えなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1000字程度)。 

実施時期：第 7回の授業終了時に説明と配布する。 

提出期間：第 11回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導･質疑応答･意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後もオフィスアワーで随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導･質疑応答･意見交換を通し学んだことをまとまる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1111 

２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・演習（ディスカッション、グループ学習含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

 本科目は、心理学の主要な分野における代表的な研究知見や基礎理論を幅広く学び、人間の行動と精神活

動の本質的な理解を図るものである。また、心理学の基礎理論の理解を通して、心理学的思考方法の習得を
促す。 

８．学習目標 

1. 科学としての心理学の基本的な考え方を身につける。  

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

基本的な仕組み及び働きについて説明できるようになる。 

3. 心理学の考え方や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができるようになる。 

4. 心理学的視点から、自己、他者、社会の問題について考え、他者に伝えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

途中で宿題を求めることはないが、予習・復習をおこなうこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定しない（資料を事前に配布する）。 

【参考書】宮崎真他著『日常と非日常からみる こころと脳の科学』コロナ社、2017。 

     アダム・ハート=デイヴィス著『パブロフの犬:実験でたどる心理学の歴史』創元社、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができる。 

2.心理学系専門科目を学ぶための基礎となる人の心の基本的な仕組み及び働きについて説明できる。 

3.心理学的視点や基礎理論に基づいて、身近な具体性のある人間理解ができる。 

○評定の方法 

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

極的参加）30％、試験(小テスト等を含む)70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学は、保育・教育・福祉・医療・産業など、受講生の皆さんが将来関わる様々な分野に応用がなされ

ている。応用のための基礎を身に付け、各自が学習目標に到達するために、(1)高い緊張感と積極的な態度で

授業に臨むこと、(2)理解できないことをそのままにせずに質問すること、(3)レポートの提出期限を厳守する

こと、(4)自らの意見を述べる機会を模索すること、(5)遅刻・欠席・早退をしないこと、（6）携帯電話の授業

中の作動は厳禁。他の受講生の学習に迷惑をかける行為（私語、居眠り、グループ活動に協力しない等）を

慎むよう心掛けること。 

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）   

心をどのように考えるか(心理学の成り立ちを理解す

る) 

事前学習 シラバスを読んで内容を確認しておくこと。 

事後学習 心に関する考え方について復習する。 

第２回 心の生理的基盤を理解する 

事前学習 
講義資料を熟読し、「神経系の情報伝達過程」

について A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
「神経系の情報伝達過程」について復習す

る。 

第３回 
感覚・知覚心理学（人はどのように外界を知るのかを理

解する） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「感覚・知覚」について

A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「感覚・知覚の特性」について復習する。 

第４回 
学習の心理学（古典的条件づけ・オペラント条件づけに

よる学習を理解する） 

事前学習 

講義資料を熟読し、「古典的条件づけ・オペ

ラント条件づけ」について A4 用紙一枚程度

にまとめること。 

事後学習 
「古典的条件づけ・オペラント条件づけ」に

ついて復習する。 

第５回 
視覚的認知（物体はどのようにして認知されるのかを理

解する） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「物体認知」に関して A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「物体認知」について復習する。 

第６回 
記憶の心理学(情報はどのように記憶され、変容するの

かを理解する) 

事前学習 

講義資料を熟読し、「記憶システムの仕組み

と情報を変容させる要因」について A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
「記憶システムの仕組みと情報を変容させ

る要因」について復習する。 



 

 

第７回 
行動経済学（意思決定は何に影響されるのかを理解す

る）① 

事前学習 

講義資料を熟読し、「意思決定に影響する要

因」に関して A4 用紙一枚程度にまとめるこ

と。 

事後学習 
「意思決定に影響する要因」について復習す

る。 

第８回 
行動経済学（意思決定は何によって影響されるのかを理

解する）② 

事前学習 

講義資料を熟読し、「意思決定に影響する要

因」に関して A4 用紙一枚程度にまとめるこ

と。 

事後学習 
「第 8，9 回の内容に関して A4 用紙一枚程度

にまとめること。 

第９回 社会心理学（対人認知について理解する） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「対人認知」に関して A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「対人認知」に関して復習する。 

第１０回 発達心理学（愛着の形成について理解する） 
事前学習 

講義資料を熟読し、「愛着の形成」に関して

A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「愛着の形成」に関して復習する。 

第１１回 個人差の測定（性格と知能の測り方について理解する） 
事前学習 

講義資料を熟読し、「性格・知能の測定方法」

に関して A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「性格・知能の測定方法」に関して復習する。 

第１２回 性格（性格は何で決まるのかを理解する） 
事前学習 

講義資料を熟読し、「性格の形成要因」に関

して A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 「性格の形成要因」に関して復習する。 

第１３回 意識（意識に関する考え方を理解する） 
事前学習 

講義資料を熟読し、「意識」に関して A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 「意識」に関して復習する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 4 回の講義内容(古典的条件づけ・オペラント条件づけ)を踏まえて「ゲーム依存の成立機序」に関

してレポートを作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度)。 

実施時期：第 4 回講義終了後から第 5 回講義実施前まで。 

提出時期：第 5 回講義開始前。 

     第 7 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 11 回の講義内容を踏まえて「代表的な心理検査」を 2 つとりあげレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度)。 

実施時期：第 11 回講義終了後から第 12 回講義実施前まで。 

提出時期：第 12 回講義開始前。 

     第 13 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学研究法 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP3143 

EDPS3301 
２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・実習・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学入門、心理学概論、統計学、心理統計法、心理学基礎実験の全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

 心理学は、具体的に見ることのできない人の心を対象としていることから、一般の人にも興味を持たれや
すい学問であり、身近なもののように思われる。しかし学問としての心理学は実証科学としての性格を持っ
ており、具体的に見ることのできる対象を扱う自然科学の方法論と共通するところが多い。そのため、心理

学を研究する際、具体的に見ることのできない心を見えるようにするための工夫が求められることから、人
の心という対象を実証科学的に扱う方法は、本質的な難点を伴っている。 

 そこで、本科目では、心理学を科学として研究するための代表的な方法である実験法、調査法、観察法、

検査法、面接法等について、それぞれの長所短所の両面、並びに研究における倫理を学び、実践するための
質及び量のデータを用いた実証的な思考方法を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的研究方法(量的研究および質的研究)の手順を理解

する。 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できるようになる。 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、自ら考え、実践できるようになる。 

4.心理学研究における倫理とそれを遵守することの重要性を理解する。 

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】 

「質的および量的研究」についてA4で4枚以上。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】三浦麻子著『なるほど！ 心理学研究法』北大路書房、2017。 

【参考書】佐藤暢哉他著『なるほど！ 心理学実験法』北大路書房、2017。 

     大竹恵子編著『なるほど！ 心理学調査法』北大路書房、2017。 

     佐藤寛編著『なるほど！ 心理学観察法』北大路書房、2018。 

     佐藤寛編著『なるほど！ 心理学面接法』北大路書房、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的方法の手順を理解していること 

2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できること 

3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、倫理的な問題を含めて、自ら考え、実践できること 

○評定方法 

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

的参加)30％、グループ発表 30％、試験(小テスト、課題レポート)40％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 

一人前のセラピスト（カウンセラー）になるには、リサーチ（事実の発見や確認）能力が不可欠となる。

リサーチができることにより、自分の面接技法を見直すことができ、より効果的な面接法を検討できたりす

るからである。 

さて、本講義は、実際的な問題をいかに心理学の研究に載せて検討し問題解決に至るかに重点を置いてい

る。従って、援助職などに多大な興味のある学生を前提としている。能率的・効率的に学習を進め、研究者

としての能力を養成したい。 

そこで、学生には以下のことを守って頂きたい。 

1. 居眠りや私語は禁止。 

2. 授業には、予習をして積極的態度で臨むこと。理解できないことがあれば、授業以外でも質問したり、仲

間同士で研鑚して欲しい。 

3. レポートの提出期限は厳守すること。レポートの提出期限が守られない場合は、正当な理由がない限り、

受け取り拒否となる。 

4. 欠席、遅刻、早退をしない。正当な理由により、欠席等をした場合にはその理由を書面にして報告する。 

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 
1．研究法入門 

  オリエンテーション（心理学とは何か？） 

事前学習 教科書第序章を読む。 

事後学習 心理学の定義に関してまとめる。 

第２回 2．心理学史（心理学の成り立ちを理解する） 

事前学習 教科書第 1 章を読む。 

事後学習 心理学史ついて理解し、ノートにまとめる。 

第３回 研究の準備（心理学研究の基礎知識を理解する） 

事前学習 教科書第 2 章を読む。 

事後学習 
心理学研究の基礎知識について理解し、ノート

にまとめる。 



 

 

第４回 研究の準備（先行研究の探し方） 

事前学習 教科書第 3 章を読む。 

事後学習 
先行研究の探し方について理解し、ノートにま

とめる。 

第５回 
さまざまな研究方法 

1）実験法 

事前学習 教科書第 4 章 1 節を読む。 

事後学習 
実験法がどのような研究テーマで利用される

のかを理解し、ノートにまとめる。 

第６回 
さまざまな研究方法 

2）調査法 

事前学習 教科書第 4 章 2 節を読む。 

事後学習 
調査法がどのような研究テーマで利用される

のかを理解し、ノートにまとめる。 

第７回 
さまざまな研究方法 

3）観察法 

事前学習 教科書第 4 章 3 節を読む。 

事後学習 
観察法がどのような研究テーマで利用される

のかを理解し、ノートにまとめる。 

第８回 
さまざまな研究方法 

4）面接法 

事前学習 教科書第 4 章 3 節を読む。 

事後学習 
面接法がどのような研究テーマで利用される

のかを理解し、ノートにまとめる。 

第９回 データの分析法 1（尺度） 

事前学習 教科書第 6 章 1、2 節を読む。 

事後学習 尺度について理解し、ノートにまとめる。 

第１０回 データの分析法 2（記述統計） 

事前学習 教科書第 6 章 3 節を読む。 

事後学習 記述統計について理解し、ノートにまとめる。 

第１１回 データの分析法 3（統計的仮説検定） 

事前学習 教科書第 7 章 1～4 節を読む。 

事後学習 
統計的仮説検定について理解し、ノートにまと

める。 

第１２回 データの分析法 4（検定力分析） 

事前学習 教科書第 7 章 5、6 節を読む。 

事後学習 
検定力分析について理解し、ノートにまとめ

る。 

第１３回 研究倫理 1（説明責任）  

事前学習 教科書 8 章 1～3 節を読む。 

事後学習 
研究における説明責任について理解し、ノート

にまとめる。 

第１４回 研究倫理 2（倫理審査の特徴と限界） 

事前学習 教科書 8 章 4～6 節を読む。 

事後学習 
研究における倫理審査について理解し、ノート

にまとめる。 

第１５回 研究倫理 3（研究のモラル）  

事前学習 教科書第 9 章を読む。 

事後学習 
研究におけるモラルを理解しノートにまとめ
る。 

第１６回 研究倫理 4（再現可能性） 

事前学習 教科書第 10 章を読む。 

事後学習 
研究の再現可能性について理解し，ノートにま

とめる。 

第１７回 研究成果の公表 1（論文のアウトライン） 

事前学習 教科書 11 章 1 節を読む。 

事後学習 
論文のアウトラインについて理解し、ノートに
まとめる。 

第１８回 研究成果の公表 2（論文の文章表現 1） 

事前学習 教科書 11 章 2 節を読む。 

事後学習 
パラグラフ・ライティングについて理解し、ノ
ートにまとめる。 

第１９回 研究成果の公表 3（論文の文章表現 2） 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 パラグラフ・ライティングを用い文章を書く。 

第２０回 研究成果の公表 4（論文の文章表現 3） 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 前回の文章の添削を受け、文章を書き直す。 



第２１回 研究成果の公表 5（図表） 

事前学習 教科書 11 章 3 節を読む。 

事後学習 
図表の書き方について理解し、ノートにまとめ
る。 

第２２回 まとめ（授業内容 20～24 回） 

事前学習 
これまでの授業内容についてのコメント・疑問

等をまとめる。 

事後学習 
質問に対する回答をよく理解し、ノートにまと

める。 

第２３回 臨床・教育現場における実践研究（種類・限界） 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
研究の種類・限界について理解し、ノートにま
とめる。 

第２４回 実験法の種類と限界 

事前学習 配布資料を読む。 

事後学習 
実験法の種類・限界について理解し、ノートに

まとめる。 

第２５回 研究の価値 

事前学習 教科書の終章を読む。 

事後学習 
様々な場面における研究の価値について理解
し、ノートにまとめる。 

第２６回 まとめ（授業内容 26～28） 

事前学習 
これまでの授業内容についてのコメント・疑問

等をまとめる。 

事後学習 
質問に対する回答をよく理解し、ノートにまと

める。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1～8 回の講義内容を踏まえて「4 つの研究法」に関してレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度)。 

実施時期：第 8 回講義終了後から第 9 回講義実施前まで。 

提出時期：第 9 回講義開始前。 

     第 11 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 9～12 回の講義内容を踏まえて数値データに統計的分析を施しレポートにまとめる。基となるデ

ータは第 12 回の講義中に配布する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度)。 

実施時期：第 12 回講義終了後から第 13 回講義実施前まで。 

提出時期：第 13 回講義開始前。 

     第 14 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ：第 13～16 回の講義内容を踏まえて「心理学におけるデータの再現性」に関してレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(1,000 字程度)。 

実施時期：第 16 回講義終了後から第 17 回講義実施前まで。 

提出時期：第 17 回講義開始前。 

     第 18 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ：第 17～22 回の講義内容を踏まえて、提示する文章をパラグラフ・ライティングに基づいた文章に書

きなおす。元となる文章は講義中に提示する。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚(2,000 字以上)。 

実施時期：第 22 回講義終了後から第 23 回講義実施前まで。 

提出時期：第 23 回講義開始前。 

     第 26 回講義時にフィードバックを行なう。 

事後学習：フィードバックされた内容を踏まえて、学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（演習） 

３．科目番号 PSMP3151 

２．授業担当教員 長坂 正文 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学的支援法（基礎）・心理学的支援法（心理療法）・臨床心理学概論を履修していること。 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

その背景や理由が理解できる。  

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

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

が理解できる。  

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

きる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通す。 

・発表資料作りをし、授業で発表をする。 

・2 回レポートを提出する（A4 用紙 2 枚、2,400 字以上）。 

 １．カウンセリングの実際問題   

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

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

問点も含めた自分なりの意見をまとめる。 

２．事例の紹介と自分の意見 

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

の意見を、文献を2、3冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

【参考書】竹内健児『Q&A で学ぶ心理療法の考え方・進め方』創元社、2015。 

【教 材】随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

か、その背景や理由が理解できる。  

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

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

技法が理解できる。  

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

できる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・演習形式と実習を中心とした授業であるので、主体的に取り組むこと。 

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

・発表者は、該当頁についてしっかりと調べてまとめること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・心理療法の進め方（心理療法とは、セラ

ピストに期待されるもの、場面構成、心

理療法の実際、セラピストの倫理） 

事前学習 
テキスト pp.1～8を読んで、心理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 

「治療構造」についてテキスト以外の書籍などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点については次

時の授業で質問する。 



第２回 

・精神分析の理論と技法（精神分析の基礎

理論、無意識の理論、性の理論、こころ

の構造とその機能、心理療法としての精

神分析） 

事前学習 
テキスト pp.14～39 を読んで、精神分析の概要、フロイトの

理論について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「エディプス・コンプレックス」「防衛機制」についてテキ

スト以外の書籍などでさらに調べて、理解した内容をノート

にまとめる。疑問点については次時の授業で質問する。 

第３回 

・フロイトからの分派（アドラーと劣等コ

ンプレックス・権力への意志、ユングと

分析心理学） 

事前学習 
テキスト pp.46～53 を読んで、アドラーとユングの理論の概

要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「普遍的無意識」「元型」についてテキスト以外の書籍など

でさらに調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問する。 

第４回 

・フロイト理論の発展と修正（クラインに

始まる対象関係論、ウィニコットと遊

び） 

事前学習 
テキスト pp.56～62 を読んで、対象関係論について理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「対象」「二者関係」についてテキスト以外の書籍などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ

いては次時の授業で質問する。 

第５回 
・心理療法文献の検討１（精神分析的心理

療法の事例） 

事前学習 
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 

「見立て」「技法」についてテキスト以外の書籍などでさら

に調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点につい

ては次時の授業で質問する。 

第６回 

・クライエント中心療法（誕生の萌芽、ロ

ジャーズ理論の歴史的展開、クライエン

ト中心療法の基本的な考え方） 

・フォーカシング（フォーカシングとは、

フェルト・センス、フォーカシングの基

本的ステップ、五つのスキル） 

事前学習 

テキスト pp.83～95、pp.99～103 を読んで、クライエント中

心療法とフォーカシングの概要について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「カウンセラーの３条件」についてテキスト以外の書籍など

でさらに調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問する。 

第７回 

・行動療法（行動療法とは、行動療法の歴

史、学習理論、行動療法の諸技法、行動

療法の特徴） 

・自律訓練法（自律訓練法とは、自律訓練

法の歴史、自立訓練法の標準練習、自律

訓練法の諸技法、自律訓練法の特徴） 

・練習（不安階層表） 

事前学習 
テキスト pp.106～114、pp.119～126 を読んで、行動療法と

自律訓練法の概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「系統的脱感作法」「フラッディング法」についてテキスト

以外の書籍などでさらに調べて、理解した内容をノートにま

とめる。疑問点については次時の授業で質問する。 

第８回 

・認知行動療法（認知行動療法とは、認知

行動療法の歴史、認知行動療法の主な理

論、認知行動療法の特徴） 

事前学習 
テキスト pp.129～141 を読んで、認知行動療法の概要につい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ＡＢＣ理論」についてテキスト以外の書籍などでさらに調

べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点については

次時の授業で質問する。 

第９回 
・家族療法（家族療法とは、家族療法の歴

史、家族療法の諸理論、家族療法の特徴） 

事前学習 
テキスト pp.162～174 を読んで、芸術療法について理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「リフレーミング」についてテキスト以外の書籍などでさら

に調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問点につい

ては次時の授業で質問する。 

第１０回 

・芸術・表現療法（芸術・表現療法とは、

芸術・表現療法の歴史、芸術・表現療法

の実際、芸術・表現療法の特徴） 

・実習（バウムテスト） 

事前学習 
テキスト pp.162～174 を読んで、芸術療法について理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「箱庭療法」についてテキスト以外の書籍などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点については次

時の授業で質問する。 

第１１回 
・心理療法文献の検討２（芸術・表現療法

の事例） 

事前学習 
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 

カウンセラーの応答について読み直して理解を深め、理解し

た内容をノートにまとめる。疑問点については次時の授業で

質問する。 

第１２回 

・森田療法（森田療法とは、基礎理論、治

療理論、森田療法の実際、森田療法の特

徴） 

・内観療法（内観療法とは、内観療法の歴

史、内観療法の実際、内観療法の効果、

内観療法の特徴） 

事前学習 
テキスト pp.178～185、pp.188～192 を読んで、森田療法と

内観法の概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
森田療法・内観療法がどのような人に向いているのか調べノ

ートにまとめる。疑問点については次時の授業で質問する。 

第１３回 

・訪問支援、地域支援、クライエント関係

者への支援 

・まとめ（用語・概念を中心に復習する） 

事前学習 
テキストを読み直して、臨床心理学の用語・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。 



 

 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回の授業を踏まえて、「交流分析」について調べてレポートにまとめなさい。それが

どのような理論かまとめ，また「エゴグラム」はどのようなものかを採り上げること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を踏まえて、「エンカウンター・グループ」について調べてレポートにまとめなさい。

その成り立ちと，具体的な実施方法，またその効果を採り上げること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS1110 

GELA1310 
２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学系科目の中で最初に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 
 本科目では、心理学という学問の入門的な学習として、心理学への興味を高めるために、歴史や特徴を背

景とした心理学的思考法を体験的に学習する。また、心理学の主要な分野における最も基礎的な概念と理論
に幅広くふれながら、理解する。 

８．学習目標 

1. 心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができる。 

2. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

3. 心理学的な思考方法を身につけ、心理学系専門科目を学ぶための基礎を身につける。 

4. 世間一般の心理学のイメージと、学問としての心理学との違いを理解し、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 

それぞれに割り当てられた実習内容をよく把握し、実習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 星野欣生著『人間関係づくりトレーニング』金子書房、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができたか。 

2.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができたか。 

3.心理学的な思考方法を身につけ心理学系専門科目を学ぶための基礎が身についたか。 

4.世間一般の心理学のイメージと学問としての心理学との違いを理解し説明することができたか。 

○評定の方法 

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

グループ発表等への積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％とし

て算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

ディスカッションやワーク等を通して心理学的な感覚（センス）を磨き、心理学的視点を体験的に身みつ

けていくことを目指すので、学生は自主的・主体的かつ協力的に学習を進めること。  

可能な限り対話のスタイルで授業を展開したいと考えている。したがって、授業に参加する各自がテーマ

をねばり強く考える態度で臨むことを期待する。なお授業展開は、参加者の様子等によって随時変更の可能

性があり、その場合は授業中に伝える。 

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 イントロダクション・「第一印象」 

事前学習 
テキスト「思い込み」を読み、実習資料を作

成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第２回 「自己概念」 

事前学習 
テキスト「自己概念」を読み、実習資料を作

成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第３回 「自己理解」 

事前学習 
テキスト「自己理解」を読み、実習資料を作

成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第４回 「価値観」 

事前学習 
テキスト「価値観」を読み、実習資料を作成

する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第５回 「双方向コミュニケーション」 

事前学習 
テキスト「双方向コミュニケーション」を読

み、実習資料を作成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第６回 「聴く、話す、観る」 

事前学習 
テキスト「聴く、話す、観る」を読み、実習

資料を作成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 



 

 

第７回 「感情とのつきあい方」 

事前学習 
テキスト「感情とのつきあい方」を読み、実

習資料を作成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第８回 「共感的に理解すること」 

事前学習 
テキスト「共感的に理解すること」を読み、

実習資料を作成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第９回 「葛藤とのつきあい方」 

事前学習 
テキスト「葛藤とのつきあい方」を読み、実

習資料を作成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第１０回 「他者理解」 

事前学習 
テキスト「他者理解」を読み、実習資料を作

成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第１１回 「自己開示」 

事前学習 
テキスト「自己開示」を読み、実習資料を作

成する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第１２回 「フィードバック」 

事前学習 
テキストに出てきた用語についてわからな

いものを確認する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
テキスト全体をふりかえり、学んだことをま

とめる。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解を

ノートにまとめる。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：自己概念について、「自己概念と人の成長」を読んで、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時間：第 2 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 3 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ： 自己開示について，レポートをまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時間：第 11 回目の授業後に実施する 

提出期限：第 12 回目の授業開始時に提出する。 

提出後、意見交換を行う。内容について質問がある場合は、その後も毎回の授業で受けつける。 

事後学習：レポート作成と意見交換を通し学んだことをまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアデザイン （2 単位） 

３．科目番号 PSMP1101 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理学

近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくための

基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリアを展

開させることが想定されている。 

本科目では、改めて心理学部に入学したことを踏まえて、心理学を学ぶことの意義を考えながら、心理学

を活かした職業やキャリアの多様性を学び、社会人として踏み出すための自己理解と、将来働く場について

の理解を促す。 

８．学習目標 

1. 教養としての心理学の汎用性について理解できるようになる。 

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。 

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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。 

 １．自分が将来就きたい仕事（A4用紙 2枚、2,400字以上）。  

授業の中では「将来の夢」について取り上げるが、自分自身が実際に、現実的に将来どのような仕事

をしたいのか、またその理由は何なのかということについて、深く考える機会としてほしい。 

２．ミニ論文を書く（テーマは自由）（A4用紙 4枚、4,800字以上）。 

キャリアデザインを成就するためには、自分の考えを論理的な文章に表現することが大切となる。     

   授業でも「書く能力」を演習的に取り上げるが、長い文章を書く機会としてほしい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】大久保幸夫著『キャリアデザイン入門Ⅰ 基礎力編 第 2版』日本経済新聞出版社、2016。 

【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 

授業やレポートを通して以下の 3点について、理解を深めたかどうかを評価する。 

1．学問として心理学を学習するだけでなく、日常生活や就職にどのように生かせるのか考えることができる。 

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。 

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。 

○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

40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・キャリアデザインとは、キャリアの「職務経歴」と「仕事に対する自己イメージ」という二側面を形成す

るために内省と行動を繰り返すことである。本科目を履修することで、キャリアに対する意識を高め、ぜ

ひ、将来に繋がる自身のキャリアデザインを成し遂げてほしい。 

・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 

・心理学部で取得できる資格、心理学の知識

を活かす仕事 

・キャリアとは何か 

事前学習 
テキスト pp.15～21 を読んで、キャリアについて理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 
資格や知識を活かした自分が将来就きたい仕事について

調べてみる。 

第２回 
・キャリアの成功 

・キャリア理論 

事前学習 
テキスト pp.24～30 を読んで、キャリア理論について理

解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「ベストマッチング」についてさらに調べて理解を深め

る。 

第３回 ・職業興味検査 

事前学習 自分が就きたい仕事について考えておく。 

事後学習 
職業興味検査の結果を踏まえて自分に相応しい仕事をさ

らに考える。 

第４回 ・自己理解（エゴグラム・YG性格検査） 

事前学習 質問紙法の性格検査について調べておく。 

事後学習 
エゴグラムと YG性格検査について結果をさらに検討し、

自己理解を深める。 

第５回 ・能力とキャリアデザイン 

事前学習 
テキスト pp.30～37 を読んで、能力とキャリアデザイン

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
能力の構造についてさらに調べ、自分に当てはめて考え

る。 



 

 

第６回 ・小学校から高校までのキャリアデザイン 

事前学習 
テキスト pp.53～60 を読んで、小学校から高校までのキ

ャリアデザインについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
講義内容を踏まえた上で、過去の自分についてふり返っ

ておく。 

第７回 ・大学のキャリアデザイン 

事前学習 
テキスト pp.60～71 を読んで、大学のキャリアデザイン

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 インターンシップについてさらに調べておく。 

第８回 
・就職するまでのスケジュール 

・心理学部の学生の進路 

事前学習 
就職するまでのスケジュールを調べて、疑問点を明確に

する。 

事後学習 就職支援室からの話を聞いた感想をまとめて提出する。 

第９回 ・論理的思考力・文章力 

事前学習 論理的思考力・文章力には何が必要か調べておく。 

事後学習 授業で書いた文章をさらに推敲して提出する。 

第１０回 ・卒業生からのキャリアガイダンス 

事前学習 自分のなりたい職業について具体的に考えておく。 

事後学習 卒業生からの話を聞いた感想をまとめて提出する。 

第１１回 ・入社直後のキャリアの危機 

事前学習 
テキスト pp.72～81 を読んで、入社直後の危機について

理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 自分のキャリアの危機について考えてみる。 

第１２回 ・30 歳をにらむ時期のキャリアデザイン 

事前学習 
テキスト pp.81～87 を読んで、30 歳をにらむ時期のキャ

リアデザインについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 転職についてについて調べてみる。 

第１３回 ・まとめ 

事前学習 
これまでの講義をふり返って自分のキャリアデザインに

ついて疑問点を明確にしておく。 

事後学習 再度自分のキャリアデザインについて検討する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回の授業内容を踏まえて、「自分が将来就きたい仕事」というテーマについてレポー

トにまとめなさい。どのような心理学を学んで、それをどのように活かすのかについても述べること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：これまでの授業を踏まえて、心理士が関わる現場について調べてレポートにまとめなさい。今回は，

数ある現場の中でも心理士の数が最も多い教育部門とし、具体的には、スクールカウンセラーについ

て、その制度・活動・成果・問題を述べること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアマネジマント （2 単位） 

３．科目番号 PSMP2102 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理学

近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくための

基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリアを展

開させることが想定されている。本科目では、1 年次に開講されている「心理学を活かしたキャリアデザイ

ン」において学んだことを踏まえて、心理学を活かした将来展望やキャリア形成について、より実践的に考

える。特に資格取得を想定している場合は、資格を活かして働く自分をイメージし、実現するためには何を

成すべきかについて整理する。 

８．学習目標 

1. 心理学の汎用性を活かした多様なキャリアを具体的にイメージできるようになる。 

2. 多様なキャリアの中から、自分の強みを生かせるキャリアを探すことができるようになる。 

3. 将来、自分が働いている姿について具体的なイメージを形成し、実現していくアクションプランを立てる

ことができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・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。 

 １．心理学を自分の仕事にいかに活かすか（A4用紙 2枚、2,400字以上）。  

自分が将来どのような仕事をするにせよ、例えばカウンセラーであれ、福祉職であれ、会社員であれ、

その仕事に心理学をいかに活かすことができるか考えてほしい。 

２．ミニ論文を書く（テーマは自由）（A4用紙 4枚、4,800字以上）。 

キャリアマネジメントの効果を上げるためには、論理的な思考力と文章力が大切となる。授業でも「書

く能力」を演習的に取り上げるが、さらに長い文章を書く機会としてほしい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】大久保幸夫著『キャリアデザイン入門Ⅰ 基礎力編 第 2版』日本経済新聞出版社、2016。 

【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 

授業やレポートを通して以下の 4点について、理解を深めたかどうかを評価する。 

１．自分が目指したい業種・職種を明らかにする。 

２．就職活動はどのような手順で進められるのかについて理解できる。 

３．社会人としてのマナーを理解し、実践できるともに働くために必要な人間関係スキルについて理解し、

実践することできる。 

４．働く人のメンタルヘルスについて理解できる 

○評定の方法 

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

40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・キャリアマネジメントとは、キャリアデザインで形成した自身の職業の成就や維持・発展をいかに達成す

るかということである。本科目を履修することで、キャリアに対する意識を高め、ぜひ、自身の将来のキ

ャリアマネジメントに活かしてほしい。 

・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 

・創造的思考力 

事前学習 
テキスト pp.15～23 を読んで、キャリアという概念について

要点を復習し、疑問点を明確にする。 

事後学習 創造的思考力についてさらに調べて理解を深める。 

第２回 

・すべての仕事に共通する力 

・基礎力 

・IQg 

・コンピテンシー 

・EQ 

・人間力 

事前学習 
テキスト pp.103～110 を読んで、基礎力について理解し、疑

問点を明確にする。 

事後学習 
IQg、コンピテンシー、EQ、人間力のうち興味をもったもの

についてさらに調べて理解を深める。 

第３回 

・対人能力 

・親和力 

・協働力 

・統率力 

事前学習 
テキスト pp.110～127 を読んで、対人能力について理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 認知的不協和理論についてさらに調べて理解を深める。 

第４回 

・対自己能力 

・感情抑制力 

・自信創出力 

・行動持続力 

事前学習 
テキスト pp.127～142 を読んで、対自己能力について理解

し、疑問点を明確にする。 

事後学習 ストレスについてさらに調べて理解を深める。 



 

 

第５回 

・心理学部の学生が身につける力 

・自己分析力 

・ストレスコーピング 

事前学習 
心理学部の学生が身につける力にはどのようなものがある

かについて調べておく。 

事後学習 ストレスコーピングについてさらに調べて理解を深める。 

第６回 
・情報収集力 

・情報分析力 

事前学習 
情報収集力・分析力とはどのようなものがあるか調べてお

く。 

事後学習 
自分が興味あるテーマについて、実際に CiNii を使って調べ

てみる。 

第７回 ・プレゼンテーション力 

事前学習 
事前に配布された資料を基にプレゼンテーションの資料を

作成する。 

事後学習 
他者のプレゼンテーションと自分のものを比較検討し、自分

のプレゼンテーションを改善する。 

第８回 
・論理的思考力 

・論理的文章力 

事前学習 論理的思考について調べて、疑問点を明確にする。 

事後学習 
講義内で作成した小論文とは別に、別テーマでもう一本書い

てみる。 

第９回 

・対課題能力 

・課題発見力 

・計画立案力 

・実践力 

事前学習 
テキスト pp.142～155 を読んで、対課題能力について理解

し、疑問点を明確にする。 

事後学習 インタビューの方法についてさらに調べて理解を深める。 

第１０回 
・処理力 

・思考力 

事前学習 
テキスト pp.155～161 を読んで、処理力・思考力について理

解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
ブレーンストーミング・KJ 法についてさらに調べて理解を

深める。 

第１１回 
・仕事に向かう態度 

・ビジネスマナー 

事前学習 
テキスト pp.161～164 を読んで、仕事に向かう態度について

理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 ビジネスマナーについてさらに調べて理解を深める。 

第１２回 ・職業興味検査 

事前学習 
これまでの講義内容も踏まえて自分が就きたい仕事につい

て考えておく。 

事後学習 
職業興味検査の結果を踏まえて自分に相応しい仕事をさら

に考える。 

第１３回 ・まとめ 

事前学習 
これまでの講義をふり返って自分のキャリアマネジメント

力について疑問点を明確にしておく。 

事後学習 まとめの資料をもう一度読んで復習をしておく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第５回の授業内容の「自己分析」「ストレスコーピング」を踏まえて、「メンタルヘルス」についてレ

ポートにまとめさない。具体的には、メンタルヘルスに関してどのような問題があり、どのような対

処が必要となるのかを調べ、自分の意見を述べなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業前後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：これまで授業で学んだ先人を参考にして、自分で、その生き方に共鳴を覚える人物を採り上げレポー

トにまとめなさい。また、その人物の生き方・言葉を紹介するだけでなく、自分がなぜ共鳴し、今後

にどう活かすのかも述べること。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業前後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理的アセスメント／心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP1110 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「臨床心理学概論／臨床心理学」が履修済、もしくは併修中であることが望ましい。 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した代
表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注意点、
6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）を身に
付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 

1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技術

を身につけ、活用できる。 

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。 

・5回レポートを提出する（A4用紙1枚、800字以上）。 

１．YGの自己分析 

２．TEGの自己分析 

３．SCTの自己分析 

４．バウムテストの自己分析 

５．風景構成法の自己分析 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】澤田丞司著『心理検査の実際』新興医学出版社、2004。 

【教 材】必要に応じて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．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合して

総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・できるだけ心理検査全般を取り上げながら、いくつかを実際にペアで実施し、その心理検査をどのように

整理し、分析からなにが分かるのかを体験する。 

・また、可能なかぎり実習的な要素を取り入れて実践的な力を身につけてもらう。 

・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（講義概要の説明） 

【心理検査とそのなりたち】 

・心理検査の定義 

・心理検査の歴史 

事前学習 
テキスト pp.1～11 を読んで、心理検査のなりたち

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
講義で強調した心理検査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 

【心理検査の利用上の問題】 

・心理検査の種類と特徴（能力検査、質問紙法、

作業検査法、投影法） 

・心理検査の選び方（妥当性、信頼性、標準化、

臨床における心理検査） 

・心理検査実施上の留意事項（心理検査の実際目

的、検査場面をめぐる問題、テスト・バッテリ

ー、結果の整理と読み方） 

事前学習 
テキスト pp.12～25 を読んで、心理検査の種類・

特徴の概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「妥当性」「信頼性」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 

【心理検査の実際】 

・田中ビネー知能検査（検査概要、検査内容、実

施方法、結果の整理、結果の読み方） 

・WAIS 成人知能検査法（検査概要、検査内容、実

施方法、結果の整理、結果の読み方） 

・WPPSI 知能診断検査（検査概要、検査内容、実

施方法、結果の整理、結果の読み方） 

事前学習 

テキスト pp.26～54 を読んで、ビネー式とウエク

スラー式の特徴と違いについて理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

「精神年齢」と「偏差 IQ」の違いについてについ

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 

・WISC 知能検査法（検査概要、検査内容、実施

方法、結果の整理、結果の読み方） 

・WISC の実施 

事前学習 
テキスト pp.55～66 を読んで、WISC 知能検査法

の概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

言語性検査と動作性検査の検査結果（VIQ、PIQ）

と全検査結果（FIQ）の関係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５回 ・WISC の事例検討 

事前学習 WISC の事例資料を事前に目を通しておく。 

事後学習 

下位検査から読み取れること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 

・S-M 社会生活能力検査（検査概要、検査内容、

実施方法、結果の整理、結果の読み方） 

・遠城寺式乳幼児分析的発達検査法（検査概要、

検査内容、実施方法、結果の整理、結果の読み

方） 

・新版 K 式発達検査（検査概要、検査内容、実施

方法、結果の整理、結果の読み方） 

・K-ABC 心理・教育アセスメントバッテリー（検

査概要、検査内容、実施方法、結果の整理、結

果の読み方） 

事前学習 
テキスト pp.74～80 を読んで、精神発達検査の概

要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「継次処理」「同時処理」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 

・YG 性格検査（検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

・YG の実施 

事前学習 
テキスト pp.81～89 を読んで、YG 性格検査の概要

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「尺度」と「因子」の関係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 

・MMPI（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・MAS（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・MAS 実施 

事前学習 
テキスト pp.90～99 を読んで、MMPI の 10 尺度に

ついて理解しておく。 

事後学習 
MAS の結果について振り返り、自己理解を深め、

対処方法を考える。 

第９回 

・CMI（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・SDS 自己評価式抑うつ性尺度（検査概要、検査

内容、実施方法、結果の整理、結果の読み方） 

・SDS 実施 

事前学習 
テキスト pp.100～107 を読んで、CMI のスクリー

ニング機能について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
SDS の結果から自分の状態を考え、対処方法を検

討する。 

第１０回 

・TEG（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・TEG 実施 

事前学習 
テキスト pp.108～118 を読んで、交流分析の基本

概念について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「5 つの自我状態」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 ・TEG の事例検討 

事前学習 資料に事前に目を通しておく。 

事後学習 
TEG のパターン分類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 
・内田クレペリン精神検査（検査概要、検査内容、

実施方法、結果の整理、結果の読み方） 

事前学習 
テキスト pp.119～126 を読んで、クレペリンの検

査の特徴について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「スクリーニング」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１３回 

・ベンダー・ゲンシュタルト検査（検査概要、検

査内容、実施方法、結果の整理、結果の読み方） 

・ベンダー・ゲンシュタルト検査実施 

事前学習 

テキスト pp.127～134 を読んで、ベンダー・ゲン

シュタルト検査の概要について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

「パスカル・サッテル法」と「コピッツ法」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 
・ロールシャッハ検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

事前学習 
テキスト pp.135～147 を読んで、ロールシャッハ

の実施法について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「エクスナー法」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１５回 
・TAT（検査概要、検査内容、実施方法、結果の整

理、結果の読み方） 

事前学習 
テキスト pp.148～155 を読んで、TAT の検査概要

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
マレーの「欲求-圧力理論」について参考書などで

さらに調べて理解した内容をノートにまとめる。 

第１６回 
・P-F スタディ（検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

事前学習 

テキスト pp.156～165 を読んで、P-F スタディの

検査概要を理解し、TAT との違いについて検討し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「アグレッションの方向性と型」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１７回 

・SCT（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・SCT 実施 

事前学習 
テキスト pp.166～171 を読んで、SCT の検査概要

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
分析の観点「力動的側面」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１８回 

・風景構成法（検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

・風景構成法実施 

事前学習 風景構成法の資料に事前に目を通しておく。 

事後学習 
風景構成法の事例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１９回 ・風景構成法の分析、レポート作り 

事前学習 
風景構成法の資料の分析方法の部分に目を通して

おく。 

事後学習 
返却されたレポートのコメントを読み、再度分析

を確認し理解を深める（再提出も可）。 

第２０回 

・バウムテスト（検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

・バウムテスト実施 

事前学習 
テキスト pp.172～177 を読んで、バウムテストの

概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
「空間象徴図式」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２１回 ・バウムテストの事例検討 

事前学習 資料に事前に目を通しておく。 

事後学習 

バウムテストの解釈について参考書などでさらに

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

第２２回 

・動的家族画（検査概要、検査内容、実施方法、

結果の整理、結果の読み方） 

・動的家族画実施 

・HTP（検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・HTP 実施 

事前学習 
動的家族画・HTP の資料を読んで概要を理解して

おく。 

事後学習 

動的家族画かHTPのいずれかの事例について参考
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２３回 

・MSSM 検査概要、検査内容、実施方法、結果の

整理、結果の読み方） 

・MSSM 実施 

事前学習 MSSM の資料を読んで概要を理解しておく。 

事後学習 
MSSM の事例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２４回 

・改訂長谷川式簡易知能評価スケール（検査概要、

検査内容、実施方法、結果の整理、結果の読み

方） 

・MMSE（検査概要、検査内容、実施方法、結果

の整理、結果の読み方） 

事前学習 
改訂長谷川式簡易知能評価スケールの資料を読ん

で概要を理解しておく。 

事後学習 
「認知症」について参考書などでさらに調べて理
解した内容をノートにまとめる。 

第２５回 
・補足（アンケート調査法、事例研究法、面接法

など） 

事前学習 
アンケート調査法、事例研究法、面接法などの補

足資料を読んで概要を理解しておく。 

事後学習 
興味をもった研究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２６回 ・まとめ（用語・概念を中心に復習する） 

事前学習 
テキストに出てきた用語について分からないもの

を確認する。 

事後学習 

配布されたプリントを使って用語・概念について
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。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 7 回で実施し、学習した YG 性格検査の内容を踏まえて、自分自身の YG 性格検査の分析をレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 10 回で実施し、学習した TEG の内容を踏まえて、自分自身の TEG の分析をレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ：第 17 回で実施し、学習した SCT の内容を踏まえて、自分自身の SCT の分析をレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 17 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 19 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 20 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ：第 20 回で実施し、学習したバウムテストの内容を踏まえて、自分自身のバウムテストの分析をレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚（40 字×40 行、1,500 字程度） 

実施時期：第 20 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 21 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22 回授業後に教室で行う。 

添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 精神疾患とその治療／精神医学 （4 単位） 

３．科目番号 

SSMP3324 

SBMP3324 

PSMP2315 ２．授業担当教員 滝川 英昭 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公認心理師、精神保健福祉士（および他の援助専門職）としての実務に役立つ精神疾患とその治療（精神

医学）の基本知識を身につける。統合失調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心

理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、

その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM 診断、ICD 診断を学習する。

薬物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会

のなかで治療するための地域精神医療について学習する。そこでは当然、医療機関との連携、チーム医療、

人権擁護が必要とされる。 

総論は、各論（各疾患）にある程度なじみができないと理解が困難である。具体的な各疾患を学習する中

で総論の内容にふれていく。そして各論を一通り学習してから、改めて総論について通して学ぶという順番

で学習していく。 

８．学習目標 

以下の項目について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

1.精神疾患とその治療 / 精神医学、精神医療の歴史を理解し、説明することができるようになる。 

2.脳および神経の生理・解剖の基礎し、説明することができるようになる。 

3.精神医学の概念について理解し、説明することができるようになる。 

4.精神疾患の従来診断および操作診断について理解し、説明することができるようになる。 

5.代表的な精神疾患について、病因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援について理解し、

説明することができるようになる。 

6.向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化ついて理解し、説明することができるようになる。 

7.精神科病院等における専門治療の内容および特性について理解し説明できるようになる。精神療法、家

族療法など心理社会的アプローチの概要について理解し、説明することができるようになる。 

8.公認心理師、精神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員として関わる際に担うべき役割について理解

し、説明することができるようになる。 

1. 9.医療機関、福祉および関連機関との連携の重要性について理解し、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 

各人、興味をもった疾病についてレポートを課す予定である。 

疾病の実際については、南カリフォルニア大学（USC）編「シミュレーションによる精神科患者インタビュ

ー」（日本語吹きかえビデオ）各巻を閲覧し、理解を深める予定である。 

各巻の内容は以下の通りである。 

①双極感情障害躁病性、②神経性無食欲症、③大うつ病単一エピソード、④反社会的人格障害、⑤アルコー

ル乱用、⑥精神分裂病性障害解体型、⑦双極感情障害うつ病性、⑧気分変調性障害抑うつ神経症、⑨依存性

人格障害、⑩恐慌発作を伴う空間恐怖症、⑪アルコールおよび薬剤性痴呆、⑫精神分裂病性障害妄想型。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新・精神保健福祉士養成講座１『精神疾患とその治療』第 2 版、中央法規。 

【参考書】 

『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』医学書院 

精神保健福祉士養成セミナー 1『精神医学―精神疾患とその治療』第 6 版、へるす出版 

精神保健福祉白書編集委員会『精神保健福祉白書 2018 年版』中央法規出版。 

【教 材】 

南カリフォルニア大学(USC)編『シミュレーションによる精神科患者インタビュー』（日本語吹きかえビデオ） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神疾患とその治療（精神医学）の基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート        総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加          総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実際の疾患に遭遇したことのない段階での学習は、疾病や対応のイメージがわきにくいと思う。視覚教材で

補う。将来、精神科領域の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来事と結び

つくでしょう。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

全体のオリエンテーション、精神医学、精神保健学、精

神科リハビリテーションの関連について、疾病構造の変

化、最近の精神医学、精神医療のトピックについて 

事前学習 
最近の精神疾患に関する話題についてどのよう

なことが思いつくか、各自挙げてみる。 

事後学習 配布プリントの復習。（教科書 pp.256～269） 

第２回 

症状性を含む器質性精神障害：意識障害、健忘症状群、

痴呆（アルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆、びまん性

レビー小体病、ピック病など）、軽度認知機能障害

（MCI）、AchE 阻害剤（ドネペジル） 

事前学習 教科書 pp.74～82 を読んでくる。 

事後学習 
三大認知症と皮質下認知症を列挙し、それぞれ

の臨床経過をまとめておくこと。 



 

 

第３回 
てんかん：定義、疫学、病因、発作閾値、分類、発作の

タイプ、診断、治療、脳波検査法と脳波周波数の分類 

事前学習 教科書 pp.90～96 を読んでくる。 

事後学習 
てんかんの各種類と特徴についてまとめておく
こと。 

第４回 

精神作用物質使用による精神および行動の障害：急性中

毒、依存、離脱状態、フラッシュバック、アルコール関

連障害（振戦せん妄を含む） 

事前学習 教科書 pp.97～112 を読んでくる。 

事後学習 
精神作用物質の種類と特徴、治療についてまと
めておく。 

第５回 

統合失調症 1：概念の歴史、診断・徴候・症状（ブロイ

ラーの症状基準、シュナイダーの一級症状、DSM-５の

診断基準）、病型、経過と予後 

事前学習 教科書 pp.113～131 を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症にみられる各種精神症状についてま
とめておく。 

第６回 

統合失調症 2：疫学、病因（遺伝学的、生物学的、心理

社会的）、治療（薬物療法、ECT、その他）、妄想性障害

および他の精神障害 

事前学習 
統合失調症の障害とはどのようなことなのか、

自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 統合失調症の治療、対応についてまとめておく。 

第７回 
気分［感情］障害（躁うつ病）1：概念と歴史、抑うつ

と躁状態、うつ病性障害、双極性障害、気分変調性障害 

事前学習 教科書 pp.132～148 を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症との違いはどこに求めることができ
るだろうか、まとめておく。 

第８回 

気分［感情］障害（躁うつ病）2：病前性格と発病状況、

疫学、縦断的経過のシェーマ、患者に接する際の注意点、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、SSRI 

事前学習 
気分障害の障害とはどのようなことなのか、自

分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
気分障害の症状、治療、対応についてまとめて
おく。 

第９回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

１：恐怖症性不安障害、パニック発作、全般性不安障害、

強迫性障害、重度ストレス反応および適応障害 

事前学習 教科書 pp.149～169 を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症や気分障害との違いはどこに求める
ことができるだろうか、まとめておく。 

第１０回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

２：解離性（転換性）障害、身体表現性障害、離人・現

実感喪失症候群、神経衰弱、心身症 

事前学習 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表

現性障害、解離性障害の障害とはどのようなこ

となのか、自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
各種疾患の症状、治療、対応についてまとめて
おく。 

第１１回 

摂食障害：神経性無食欲症（anorexia  nervosa）、神経

症性大食症（bulimia  nervosa）、睡眠覚醒障害、産褥

期の障害、精神療法（入門） 

事前学習 
教科書 pp.170～179、pp.228～234 を読んでく

る。 

事後学習 
生理学的障害の種類、特徴、治療、対応につい
てまとめておく。 

第１２回 

精神医療と福祉機関の連携：精神科病院におけるチーム

医療と公認心理師および精神保健福祉士の役割、精神科

医治療と入院形態、インフォームドコンセント、隔離・

身体拘束のあり方、治療の導入に向けた支援、再発予防

のための支援、退院促進の支援 

事前学習 
教科書 pp.270～282、pp.290～313 を読んでく

る。 

事後学習 

精神医療と福祉機関の連携についてまとめてお
く。精神科医療の入院形態の種類と要件、隔離

拘束について遵守事項についてまとめておく。 

第１３回 

成人のパーソナリティおよび行動の障害：パーソナリテ

ィ障害、（A 群）（B 群）（C 群）、行動の障害、作為症（虚

偽性障害）、性行動の障害 

事前学習 教科書 pp.180～190 を読んでくる。 

事後学習 
成人のパーソナリティおよび行動の障害の種類

と特徴についてまとめておく。 

第１４回 

精神遅滞および発達の障害：精神遅滞とは、精神遅滞の

病因、自閉性障害（高機能、中機能および低機能自閉症）、

アスペルガー障害 

事前学習 教科書 pp.191～202 を読んでくる。 

事後学習 

精神遅滞および心理的発達の障害について、種
類と特徴まとめておく。自閉スペクトラムとい
う概念について、他人に説明してみる。 

第１５回 

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の

障害：多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選択

的緘黙、チック障害など） 

事前学習 教科書 pp.203～211 を読んでくる。 

事後学習 

多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選
択的緘黙、チック障害、インターネットゲーム

障害について、診断と対応についてまとめてみ
る。 

第１６回 

その他の神経系の疾患：感染性疾患、脱髄性疾患、代謝

疾患・栄養障害、変性疾患、プリオン病、磁気共鳴映像

法（MRI） 

事前学習 教科書 pp.82～89 を読んでくる。 

事後学習 
皮質性認知症以外の各種神経系の疾患につい
て、症状と特徴をまとめてみる。 

第１７回 

脳および神経の生理・解剖１：脳と心の関係、神経系の

発生と構成、ニューロンおよびシナプスの構成（神経伝

達物質についての知識）、中枢神経系（脊髄、延髄、橋、

中脳、小脳、間脳）の構成と機能 

事前学習 教科書 pp.7～12 を読んでくる。 

事後学習 
ニューロンおよびシナプスの構成および中枢神

経系の構成・機能についてまとめてみる。 

第１８回 

脳および神経の生理・解剖２：中枢神経系（大脳：前頭

葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核）

と高次脳機能障害、心の生物学的理解 

事前学習 教科書 pp.13～23、pp.45～47 を読んでくる。 

事後学習 
大脳の機能（局所別）、高次脳機能障害について
まとめてみる。 

第１９回 

精神障害の概念、健康と精神障害、正常と異常の問題、

精神病理学（了解と説明）、精神分析学（葛藤、防衛機

制）、ICF（生活上の課題による分類）、操作的診断基準 

事前学習 教科書 pp.23～34 を読んでくる。 

事後学習 
精神病理学、精神分析学、ICF の考え方につい
て、それぞれをまとめて比較してみる。 

第２０回 

精神疾患の成因と分類：歴史、精神医学診断システム、

ICD（ICD の診断ガイドライン）、DSM（DSM の操作

的診断基準）、今後の展望 

事前学習 教科書 pp.35～40 を読んでくる。 

事後学習 
操作的診断学の利点と限界についてまとめてみ
る。 



第２１回 

精神症状と状態像：意識、各過程の障害、思考の障害、

感情の障害、意欲の障害、自我意識の障害、外因・内因・

心因、病態・挿話、治癒・緩解、再燃・再発・増悪 

事前学習 教科書 pp.42～55 を読んでくる。 

事後学習 
各種精神症状がこれまで学んだどの疾患でよく
みられのかをまとめてみる。 

第２２回 

精神科における診断と面接の仕方：診断の手順と方法、

問診表、面接を進めるときの注意、問診の順序、精神的

現在症、さまざまな状態像 

事前学習 教科書 pp.56～64 を読んでくる。 

事後学習 

面接を進めるときに注意すること、問診・病歴
の聴取ではどのようなことを聞くのか、まとめ
てみる。 

第２３回 

身体検査と心理検査：一般身体検査（神経学的所見）、

一般臨床検査、神経学的補助診断法（頭部 X 線、CT、

MRI、PET、EEG）、遺伝子診断、心理検査、症状評価

尺度 

事前学習 教科書 pp.65～71 を読んでくる。 

事後学習 
心理的検査の種類・内容、画像検査の種類・内
容についてまとめてみる。 

第２４回 

向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化：向精

神薬の歴史、薬物療法における注意事項、抗精神病薬、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、抗不安薬、睡眠薬、電

気けいれん療法 

事前学習 教科書 pp.214～227 を読んでくる。 

事後学習 

向精神薬の種類と薬理作用、向精神薬の一つで
ある抗精神病薬の種類と副作用についてまとめ
てみる。 

第２５回 

精神科リハビリテーション：その概念と実際、院内およ

び院外リハビリテーション、精神科クリニック、精神科

デイケア、心理教育、環境・社会療法（公認心理師、精

神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員として関わる

際に担うべき役割について理解） 

事前学習 教科書 pp.237～244 を読んでくる。 

事後学習 

精神科リハビリテーションの（身体疾患の治療
や身体的リハビリテーションと比較しての）特
徴をまとめてみる。 

第２６回 

病院精神医療から地域精神医療：疾病構造の変化、日本

における精神科病院の概要、精神保健福祉法と精神科病

院、医療機関と福祉および関連機関との連携の重要性、

外来診療、在宅医療、入院医療、医療観察法対象者の支

援 

事前学習 教科書 pp.245～287 を読んでくる。 

事後学習 
現在の日本での地域精神医療、医療観察法対象

者の支援についてまとめてみる。 

課題研究

１ 

補講授業を実施する。より実践的な、生きた学習を十分に認識したうえでの学習として用意する。 

授業内容：精神疾患と治療のまとめ（代表的な精神疾患について、特性を踏まえた支援の観点から理解を深める） 

実施時期：第 10 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト関連部を熟読し、支援の方法についてその概要を調べておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。適宜、レポート作成につなげていく場合もあり、別途指示する。 

課題研究

２ 

講授業を実施する。より実践的な、生きた学習を十分に認識したうえでの学習として用意する。 

授業内容：精神療法および環境・社会療法（精神療法の種類と適応疾患について、理解を深める） 

実施時期：第 14 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト関連部を熟読し、支援の方法についてその概要を調べておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。適宜、レポート作成につなげていく場合もあり、別途指示する。 

課題研究

３ 

講授業を実施する。より実践的な、生きた学習を十分に認識したうえでの学習として用意する。 

授業内容：精神疾患と治療のまとめ（診断と治療・対応について、理解を深める） 

実施時期：第 20 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト関連部を熟読し、支援の方法についてその概要を調べておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。適宜、レポート作成につなげていく場合もあり、別途指示する。 

課題研究

４ 

講授業を実施する。より実践的な、生きた学習を十分に認識したうえでの学習として用意する。 

授業内容：精神医学・精神医療の歴史と現状（精神医療の進展や問題の背景、歴史や政策について、理解を深める） 

実施時期：第 22 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト関連部を熟読し、支援の方法についてその概要を調べておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄をノートにまとめる。適宜、レポート作成につなげていく場合もあり、別途指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　病院および保健所等において、精神科医としての実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行    う。



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習 （2 単位） 
３．科目番号 

EDOT4198 

EJOT4199 
２．授業担当教員 宋 暁鈞 

４．授業形態 講義、問題演習、意見発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

３年間履修してきたことを基礎として、選択することが望ましい。 

７．講義概要 

本授業は、日本語教師にとって必要な基礎学力養成を目標とする。基礎学力とは、日本語教師の教養及び

日本語専門を中心としながら課題設定や研究能力の向上等も含めている。そして学生各自のスキルアップを

図ることを目指している。 

具体的には、｢留学生の健康観および健康づくりの取り組み」と題して、受講生は各自の興味に基づいて「留

学生の喫煙に関する調査」や「留学生の朝食意識に関する調査」等のテーマを設定し、必要な質問紙調査を

実施しながら、資料を収集し、関連情報の分析も行う。そして数回にわたって研究発表を行い討議する。そ

の研究成果を論文としてまとめることを目指す。 

８．学習目標 
最終学年としてこれまでの授業や実習等で学んだことをもとに、各自が理論的あるいは実践的な課題を設定

して担当教員の指導も受けながら自主的、主体的に取り組みその成果をまとめる。  

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

毎授業ごとにレポート課題に関わる文献・資料・データ・情報等の収集、討論、発表。 

レポート課題 

各自の研究テーマにより、その概要をまとめ完成させる。 

※A4/約 7～8 枚（約 3,000 字）でまとめる。第 15 回授業後提出。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 必要に応じて随時参考資料を配布する。 

【参考書】 各自の研究テーマにより、健康・スポーツ・身体についての関連文献や書籍を選択すること。 

11．成績評価の基準
と評定の方法 

各担当教員が示す。 

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、以下の事を守ることが期待されている。 

１．学生には常に集中力を保って受講し、積極的態度で授業を参加すること。理解できない問題をそのまま

放置しないこと。自ら進んで教員に質問することを望む。 

２．各自の課題に対して、自ら関連文献を収集し、論文としてまとめ、口頭発表を繰り返し練習する事をす

すめる。 

３．マスメディアに外国人学生に関する情報も多数紹介されるので、関心を持ってチェックすること。 

４．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。 

教員は以下のことを実行する。 

１．授業の目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

２．一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。 

３．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 授業のない時間帯に何時でも研究室で受け付ける。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 

【健康の自己観察Ⅰ】 

各自の健康状態を「自記式健康チェック票（THI）」調

査によって明らかにする。 

事前学習 
専門演習用の学習ノートを準備し、講義へ臨む

こと。 

事後学習 

「自記式健康チェック票（THI）」の測定方法と
意義を理解したもとで、THI 調査紙調査を行

い、学習用ノートに各自の調査内容をまとめる。 

第２回 

【健康の自己観察Ⅱ】 

THI 調査結果から、各自の健康状態について把握し、課

題を発見する。 

事前学習 各自の健康観について何か考えておく。 

事後学習 
学習用ノートに各自の計画を立てる。研究テー
マとは何か考えておく。 

第３回 
【健康の自己観察Ⅲ】 

課題解決の方法を考え、討論し、研究の方向性を決める。 

事前学習 研究内容と研究テーマを再び考えておく。 

事後学習 
設定した研究テーマの合理性について再考す
る。組立てた研究論旨を学習用ノートにまとめ 

第４回 

【課題Ⅰ】―① 

留学生の喫煙習慣とストレスとの関わり：何故留学生の

喫煙者が多いのか、ストレスとの関連性について考え、

討論する。 

事前学習 
留学生の喫煙習慣とストレスの関わりについて

考えておく。 

事後学習 

何故留学生の喫煙者が多いのか、ストレスとの

関連性について、考案した内容を学習用ノート
にまとめる。 

第５回 

【課題Ⅰ】―② 

「喫煙の健康に及ぼす影響について」の文献を収集す

る。医学的知見について学習する。 

事前学習 
「喫煙の健康に及ぼす影響について」関連のあ

る文献をどのように収集するか考えておく。 

事後学習 
学んだ医学的内容を各自の学習用ノートにまと
め、再学習する。 



第 6 回 
【課題Ⅱ】―① 

生体リズムについて学び、考える。 

事前学習 生体のリズムとは何か考えておく。 

事後学習 
生体リズムと自律神経系の関わりを学習用ノー

トにまとめる。 

第 7 回 

【課題Ⅱ】―② 

朝食の必要性や、睡眠と起床の関連性について生理学の

観点から学ぶ・理解する。 

事前学習 
朝食の必要性や、睡眠と起床の関連性について

考えておく。 

事後学習 
消化器系や神経系等、学習した医学的内容を学
習用ノートにまとめる。 

第 8 回 
【課題Ⅱ】―③ 

睡眠の深さと生体リズム 

事前学習 睡眠の深さと生体リズムについて考えておく。 

事後学習 
正しい生活習慣を守ることの必要性について、
その内容を学習用ノートにまとめる。 

第 9 回 

【課題Ⅱ】―④ 

日々の生活習慣：労働、睡眠・起床について含めて考え、

健康づくりの計画を立案し、実践する。 

事前学習 健康づくりの計画とは何か考えておく。 

事後学習 
各自の健康づくりの計画についてその内容を学
習用ノートにまとめる。 

第 10 回 【課題発表、検討会Ⅰ】 

事前学習 

各自がまとめたものをベースに、報告用資料を

作成する。課題の発表準備を行う（資料の精査

及び発表手順の確認）。 

事後学習 
発表した内容について、不足点の修正や補足を

行う。 

第 11 回 【課題発表、検討会Ⅱ】 

事前学習 
再び発表の準備を行う（資料の精査及び発表手

順の再確認）。 

事後学習 
学習用ノートに書かれている研究結果を元に、

論文を作成する。 

第 12 回 【課題発表、検討会Ⅲ】 

事前学習 
各自の研究内容の妥当性や順序について考えて

おく。 

事後学習 
再び研究の内容の確認、改めて添削や補足を行

う。 

第 13 回 まとめ・研究計画書提出 事前学習 
授業を振り返り、書いた内容を研究計画書とし

て提出する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、｢若年者の喫煙の生体影響と発癌｣について、レポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1200字程度)。 

実施時期：第 5回の授業後に実施する。 

提出期間：第 6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導･質疑応答･意見交換を第 8回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導･質疑応答･意見交換を通し学んだことをまとまる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 4回～第 8回の講義内容を踏まえて、｢留学生のストレス解消法｣について、自分の見解をレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1000字程度)。 

実施時期：第 9回の授業終了時に説明と配布する。 

提出期間：第 10回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導･質疑応答･意見交換を第 11回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導･質疑応答･意見交換を通し学んだことをまとまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2155 

SSMP2155 

PSMP2455 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・作業及び発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門職

の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義について学
ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 
・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法規
出版,2015 年 
【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義では、大学の各講義で学んだ知識や方法を当事者支援に活用するために必要となる援助技術の理論

や方法を学ぶ。現場実践に不可欠な内容について講義するので、予習・復習にしっかりと取り組み理解を深

めること。特に、ソーシャルワークのプロセスやバイステックの 7 原則と言った基礎的な知識は、確実に身

につけられるようにすること。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に相談に応じます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

社会福祉におけるソーシャルワークの位置づけ 

事前学習 
ソーシャルワークⅠで何を学ぶのか、テキストを

概観する。 

事後学習 
社会福祉とソーシャルワークの関係について、理

解を深めておく。 

第２回 
第 1章 相談援助とは 

ソーシャルワーカーとソーシャルワーク 

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 
ソーシャルワーカーとは、ソーシャルワークと

は、これらを端的に説明できるようにする。 

第３回 
第 2章 相談援助の構造と機能（1） 

ソーシャルワークの構造 

事前学習 
第 2 章第 1 節、第 2 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 
ソーシャルワークの対象についての理解を深め

る。 

第４回 
第 2章 相談援助の構造と機能（2） 

ソーシャルワークの機能 

事前学習 
第 2 章第 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 
ソーシャルワークの機能についての理解を深め

る。 



第５回 第 3章 人と環境の相互作用 

事前学習 
第 3 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 
人と環境の相互作用に働きかけるソーシャルワ

ークのイメージをつかむ。 

第６回 
第 4章 相談援助における援助関係（1） 

 援助関係の意義 

事前学習 
第 4 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 
ミクロ、メゾ、マクロの各領域におけるソーシャ

ルワークについて理解する。 

第７回 
第 4章 相談援助における援助関係（2） 

 援助関係の質と自己覚知 

事前学習 
第 4 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 協働的援助関係について、理解を深めておく。 

第８回 
第 5章 相談援助の展開過程Ⅰ 

 ケース発見からアセスメントまで 

事前学習 

第 5 章第 1 節、第 2 節、第 3 節、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 
アセスメントの視点と方法について、理解を深め

ておく。 

第９回 
第 5章 相談援助の展開過程Ⅱ 

 アセスメントから支援の実施まで 

事前学習 
第 5 章第 6 節、第 7 節、第 8 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 
当事者主体の支援計画とはどのようなものか、理

解を深めておく。 

第１０回 
第 6章 相談援助の展開過程Ⅲ 

 モニタリングと再アセスメント 

事前学習 
第 6 章第 1 節、第 2 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 
モニタリングの視点と方法について、理解を深め

ておく。 

第１１回 
第 6章 相談援助の展開過程Ⅳ 

 支援の終結とアフターケア 

事前学習 
第 6 章第 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 
支援関係終結後のアフターケアの視点と方法に

ついて、理解を深めておく。 

第１２回 
第 6章 相談援助の展開過程Ⅴ 

 予防的対応とサービス開発 

事前学習 
第 6 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。 

事後学習 
潜在的ニーズに対する予防的視点がなぜ重要な

のかを理解する。 

第１３回 
第 7章 相談援助のためのアウトリーチの技術（1） 

 アウトリーチの意義と目的 

事前学習 
第 7 章第 1 節を通読し、わからない用語等があ

れば調べておく。 

事後学習 アウトリーチの必要性を理解する。 

第１４回 
第 7章 相談援助のためのアウトリーチの技術（2） 

アウトリーチの方法と留意点 

事前学習 
第 7 章第 2 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 アウトリーチの方法と課題について考える。 

第１５回 
第 8章 相談援助のための契約の技術（1） 

 契約の意義と目的 

事前学習 
第 8 章第 1 節を通読し、わからない用語等があ

れば調べておく。 

事後学習 
ソーシャルワークでなぜ契約が重要になるのか

を理解しておく。 

第１６回 
第 8章 相談援助のための契約の技術（2） 

契約の方法と留意点 

事前学習 
第 8 章第 2 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 
支援・被支援関係における「合意」の意味につい
て理解する。 

第１７回 
第 9章 相談援助のためのアセスメントの技術（1） 

 アセスメントの特性、援助関係、面接 

事前学習 
第 9 章第 1 節を通読し、わからない用語等があ

れば調べておく。 

事後学習 
アセスメントは何を目的に実施するのかを理解
する。 

第１８回 
第 9章 相談援助のためのアセスメントの技術（2） 

 得るべき情報と視覚化 

事前学習 
第 9 章第 2 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 アセスメントの方法について理解する。 

第１９回 
第 9章 相談援助のためのアセスメントの技術（3） 

 情報の使い方 

事前学習 
第 9 章第 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 
アセスメントで得た情報の活用方法について理
解を深める。 

第２０回 
第 10章 相談援助のための介入の技術（1） 

 介入の意義と目的 

事前学習 
第 10 章第 1 節を通読し、わからない用語等があ

れば調べておく。 

事後学習 
ソーシャルワークにおいて「介入する」というこ

とはどういうことかを理解する。 

第２１回 
第 10章 相談援助のための介入の技術（2） 

 介入の方法と留意点 

事前学習 
第 10 章第 2 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 介入の際に求められる方法について理解する。 



 

 

第２２回 

第 11章 相談援助のための経過観察、再アセスメン

ト、効果測定、評価の技術（1） 

 モニタリング 

事前学習 
第 11 章第 1 節を通読し、わからない用語等があ

れば調べておく。 

事後学習 
モニタリングに求められる視点と方法について

理解する。 

第２３回 

第 11章 相談援助のための経過観察、再アセスメン

ト、効果測定、評価の技術（2） 

 再アセスメント 

事前学習 
第 11 章第 2 節、第 3 節、第 4 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 
再アセスメントに求められる視点と方法につい
て理解する。 

第２４回 
第 12章 相談援助のための面接の技術（1） 

 面接の目的と展開 

事前学習 
第 12 章第 1 節、第 2 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 
なぜ面接を行うのか、どのような面接を行うのか
を理解する。 

第２５回 
第 12章 相談援助のための面接の技術（2） 

 面接の技術とコミュニケーション 

事前学習 
第 12 章第 3 節、第 4 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 
面接に必要な技術について、どのようにすれば身

につけられるのかを考える。 

事後学習 交渉の方法について学びを深める。 

第２６回 
小テスト 

半期の振り返り 

事前学習 
ソーシャルワークのプロセスとバイステックの

7 原則について復習しておく。 

事後学習 
半期を振り返って学び足りないことを整理して

おく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：「社会福祉とソーシャルワークの目的と内容」についてレポートにまとめなさい。(参考：シラバス第

1～4 回の講義内容) 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）  

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質問がある

場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：「人と環境の相互作用」についてレポートにまとめなさい。(参考：シラバス第 5 回の講義内容) 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）  

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質問がある

場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ：「相談援助における援助関係」についてレポートにまとめなさい。(参考：シラバス第 6～7 回の講義

内容) 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）  

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 16 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質問がある

場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。  

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ：「相談援助の展開過程」についてレポートにまとめなさい。(参考：シラバス第 8～12 回の講義内容) 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度）  

実施時期：第 16 回の授業後に実施する。  

提出期限：第 20 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。添削内容等について引き続き質問がある

場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

SCMP2160 

SNMP2308 ２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的
としている。 

演習Ⅱは、グループ（小集団）理論、グループ・ダイナミクス理論を基礎にして、グループワーク（集団
援助技術）の学習をする。特に、実践グループワークの方法を中心に、目標の設定方法、グループの構成方
法、グループ・プロセス、リーダーシップ、凝集性、メンバーの役割、相互作用、グループの発達段階など

を演習グループの体験を通じて学習する。 

８．学習目標 

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

「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技術の習得を目的とする」 

より詳細には、下記の学習目標を達成することが期待される。 

1）グループ（小集団）とは何か、その基本的知識、特性の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

2）グループ・ダイナミクス理論とその主要概念の理解ができ、明瞭な説明ができる。 

3）グループワークの歴史的発展、目的、特質、援助技術としての位置づけについて理解ができ、明瞭な説明
ができる。 

4）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）について各々の特質の理解ができ、説明

できる。 

5）グループワークの発達段階（準備期・開始期・作業期・終結期）についてのワーカーの知識、技術、役割、
機能の理解ができ、説明ができる。 

6）グループ・プロセス（過程）の理解ができ、説明ができる。 

7）グループワークを行ううえでの最低の技術（リーダーシップ、個々のメンバーとグループ全体にどのよう
に関わるか、プロセスの促進、凝集性の発達、葛藤の解決、コミュニケーション能力の発達など）に関し

ての基本的理解ができ、説明ができる。 

8）図工、音楽、ゲーム、行事などのプログラムを媒介役として、相互作用、凝集性の促進、役割・責務の遂
行などについて理解ができ、実行することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：自分がこれまで関わったグループ（小集団）（例；仲良しグループ、学級、高校の同窓会、勉強会、
趣味のグループ等）を題材に、次にあげるグループの特性について例をあげて説明せよ（A4/3 枚）。 

①どのような目的のグループか ②どのようにしてグループが作られたのか ③メンバーは何人か ④

どのくらいの期間、継続しているのか ⑤どのくらいの頻度で会合を開いているのか ⑥グループの特
性は何か ⑦あなたがグループに属する理由は何か ⑧今までにグループを止めた人はいるか、それは
どのような理由からか ⑨グループの中心になっている人がいるか、それはどのような人格の人か ⑩

グループの中で意見の相違、お互いの葛藤が生じた場合、どのように相違や葛藤を解決したか 

 

課題 2：リーダーシップ理論についてその概念についてまとめよ。（A4/2 枚）。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】保田井進・硯川眞旬・黒木保博『福祉グループワークの理論と実際』、2010 年。 

【参考書】平山尚・武田丈『人間行動と社会環境』、2004 年。 

野村豊子 監訳『グループワーク入門』中央法規、2013 年。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、「学生自身がグループワークを使用できる最小限度の知識と技
術の習得を目的とする」という目的のもと、8 つの具体的な学習目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2）及び課題研究 1 60％ 

2. まとめレポート（課題研究 2）  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

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

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

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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



 

 

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
グループとは何か 
自分が体験したグループの目的、特徴、何が自分のため
になったか。グループの良い点と悪い点はなにか。 
演習Ⅱの学習目標は何か、何を、どのように学習するか。
（グループの目的と、個々のメンバーの目的は何か） 

事前学習 テキスト第 1 章（pp.2～9）の内容をまとめる 

事後学習 課題 1 の作成と提出 

第２回 

グループワークの理解の枠組み：グループの発達段階
（準備期、開始期、作業期、終結期） 
グループワークのプロセスを学習する。 
グループワークの記録の方式を学ぶ。 

事前学習 
テキスト第6章のうちpp.52～61を熟読しその
内容をまとめる。 

事後学習 
グループワークの記録について学習したこと
をまとめる。 

第３回 

新しいグループを構成する 
準備期：グループの計画 
施設・機関のニーズを知る。どのようなグループを構成
するか、参加者の募集（高齢者の孤立を解消する、児童
養護施設での行動問題がある子どもの矯正グループ、統
合失調症患者の家族のためのグループなど）。 
グループワークの計画書を作成する。 

事前学習 
テキスト第 6 章のうち pp.52～53 を熟読し、グ
ループ計画案を作成する。 

事後学習 
構成されたグループメンバーにてグループワ
ークの計画書を完成させる。 

第４回 
準備期 
「契約書」を作成し、ワーカーとメンバー間で交換する。 
グループワークの評価方法をきめる。 

事前学習 
テキスト p.77「評価の方法」を読み、その内
容をまとめる。 

事後学習 
講義内で用いた契約書をもとに、再度契約書を
作成し提出する。 

第５回 

開始期 
グループをどのように始めるか。「アイスブレーカー」
を用意する。 
ワーカーはグループ全体と個々のメンバーとの関係を
つくる技術（メンバーの経験を普遍化する技術、メンバ
ーのグループ・過程に参加を促進する技術）の習得。 
グループのルール（規範）について話し合う。 

事前学習 
アイスブレイクに必要なアイディアを考えま
とめる。 

事後学習 テキスト pp.53～56 の内容をまとめる 

第６回 

開始期 
「コミュニケーション技術の基本」を学習する。 
メンバーの自己開示を促進する技術の習得。 
メンバー間の思考、感情、行動を連携させる技術の習得。 
リーダーシップについて。 

事前学習 
第 6 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 課題 2 作成と提出 

第７回 

作業期 
グループ過程を明確化する技術。プロセスの促進する技
術、凝集性を発達する技術の習得。メンバーの役割を理
解する技術、「葛藤解決技術」習得の習得。 

事前学習 
テキスト pp.56～59 を熟読しその内容をまと
める。 

事後学習 
講義で取り上げた技術について 1 つを選択し、
その内容についてまとめる。 

第８回 
作業期 
「問題解決技術」と「認知再構成技術」の習得。 

事前学習 
第 8 回に事前に配布されたプリントに目を通
し、ロールプレイに必要な項目を準備する。 

事後学習 
問題解決技術もしくは認知再構成技術につい
て 1 つを選びその内容を A4 用紙 1 枚にまとめ
る。 

第９回 

作業期 
メンバーの役割を理解する技術の習得。 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.62～68 を熟読し、その内容
をまとめる。 

事後学習 
教員から提示されたプログラム活動について
その内容をまとめる。 

第１０回 

作業期 
活動（ゲーム、遊戯、図工など）を有効に使う技術の習
得。 
ソシオグラム（Sociogram）を作る。 

事前学習 
プログラム活動案を作成し、講義内でメンバー
からフィードバックを受ける。 

事後学習 
ソシオグラムについて学習したことを用いて
家族のそれを作成する。 

第１１回 
作業期 
グループ内と外の社会資源を探し、有効に利用する技術
（例：精神障害者の家族のための心理・教育グループ）。 

事前学習 
テキスト第 7 章 pp.68～72 を熟読し、その内容
をまとめる。 

事後学習 
特定のグループを想定し、そのグループに提供
可能な身近で具体的な社会資源についてあげ、
その活用と意義についてまとめ提出する。 

第１２回 
終結期 
グループの終結の準備（終結の予告をして、メンバーの
終結に対する感情の話し合い）。 

事前学習 
テキスト pp.59～61 を熟読し、その内容をまと
める。 

事後学習 
グループで実践してみる「終結作業」を通じて
学び、感じたことを A4 用紙 1 枚にまとめ提出
する。 



第１３回 グループワークの評価方法 

事前学習 
テキスト第 8 章 pp.73～81 を熟読し、その内容
をまとめる。 

事後学習 
実践を評価する方法について理解できたこと
と不明点を明確化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：グループワークに関する文献を調べ、下記の「概念」の意味について自分の言葉で説明せよ。 
①グループ・ダイナミクス ②規範 ③役割 ④相互作用 ⑤凝集性 ⑥グループの発達段階 ⑦グ
ループワーカーの役割と機能 ⑧メンバーの役割と機能 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度） 

実施時期：第２回の講義後に実施する。レポート作成にあたっては、参考書『グループワーク入門』第 2 章（pp.71～

98）の内容を参照し、内容をまとめる。 

提出期限：第４回の講義開始時までに提出すること。 

事後学習：第４回以降のグループの展開過程において、調べた概念がどのように支援として機能するのかを考える。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅱで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか自己評価を
まとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 

提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 
事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けて、ソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った内容の復習をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅴ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP4162 

PSMP4462 
２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

を目的としています。 

 演習Ⅴでは、さまざまな事例を用いて、そこにみられる「人間と環境」または「環境の中の人間」への介

入の視点から、エコ・システム論に準拠し、事例における(1)問題認知（問題そのものの理解）、(2)関連する

データの分析（問題背景の理解）、(3)仮説の設定（「～ならば～である」とするワーカーの仮説）、(4)実践理

論及び実践モデルの検討（問題に最適だと考えられる理論及びモデルの検討）、(5)目標、目標計画及び介入

計画（具体的目標や目標達成に向けた計画の策定）(6)介入（相談援助の実践）(7)評価（実践評価）（８）終

結（援助終了）の援助過程から学習します。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した段階で、次の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：授業内容にある事例の相談援助を、エコ・システム論に準拠して理解することができるようになる。 

目標2：授業内容にある事例の中に含まれる、環境の調整（マネジメント）、多職種連携による介入（チーム

アプローチ）、利用者のもつ力（ストレングス）の視点、社会生活モデル等を、具体的に説明できる

ようになる。 

目標3：自らの相談援助の場面を想定して、目標1、目標2を統合した援助方法がイメージできるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：前半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

課題 2：後半部に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」の中から、

レポートを作成してもらいます。事例の選択は教員より指示があります。 

     A4 用紙 40 文字×25 行×3 枚以内 

まとめレポート：事例に対する相談援助実践に関するまとめレポートの作成を課す。詳細については授業内

にて提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規、2015 年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

障害者相談支援従事者初任研修テキスト編集委員会編 

『改訂 障害者相談支援従事者初任研修テキスト』中央法規。 

恩賜財団母子愛育会子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅴが終了した時点で、相談援助演習の最終段階として総合的・包括的な支援の在り

方を理解できる。そのために設定された具体的目標（3 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～2） 50％ 

2. まとめレポート  50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としています。そのため受講生は次の条件を守ってください。 

6． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って積極的な態度で受講する。 

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

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

る。 

9． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしない。 

 

教員は以下の方針で授業を行います。 

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． 双方向対話型の学習によりディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発言、発表等）

できるよう環境を作る。 

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（授業の進め方等） 
障害者の就労支援に関する相談援助 ① 

※ 障害者の就労支援に関する相談援助事例をもとに、障害者
の就労支援では、職場（環境や集団）や地域環境に対する
調整と本人に向けられた支援とが並行してなされる必要の
あることを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 25 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.268～271 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第２回 
障害者の就労支援に関する相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 1 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第３回 

家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ① 
※ DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する相談援助事

例をもとに、DV とはどのようなものか、その特質を理解
し、「DV 防止法」をもとに DV が被害者に及ぼす影響と、
被害者が直面する生活問題について学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 28 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.280～283 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第４回 
家庭内暴力（DV）に関する相談援助 ② 

※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 5 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第５回 

(被)虐待児童への相談援助 ① 
※ 発達障害児童への虐待に関する相談援助事例をもとに、発

達障害とネグレクト（育児放棄）が結びついた児童に対し、
児童養護施設等の受け皿（環境）と児童のもつ力（ストレ
ングス）を調整しながら支援することを学習する。 

※ 教科書の第 5 章、事例問題 30 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.288～291 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第６回 
(被)虐待児童への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 7 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第７回 

低所得者への相談援助 ① 
※ 低所得者への相談援助事例をもとに、低所得・貧困問題を

抱えた利用者に対して、利用者自身のもつ能力を引き出す
とともに、各種の社会制度・施策、社会サービスなどの社
会資源（環境）を活用しながら自立に向けた支援展開を学
習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 34 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.312～315 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第８回 
低所得者への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 9 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第９回 

要介護高齢者とその家族への相談援助 ① 
※ 要介護高齢者とその家族への相談援助事例をもとに、要介

護高齢者の介護問題だけでなく、高齢者を抱える家族支援
のあり方について学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 37 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.326～329 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１０回 
要介護高齢者とその家族への相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 11 回の宿題について内容を精査し、デ
ィスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１１回 

身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ① 
※ 身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助事例をもと

に、障害者の自立とは何を意味するのかを把握した上で、
自立生活に欠かせない社会資源調整や人々の意識変革に向
けての働きかけの内容を、国際生活機能分類の「社会生活
モデル」に基づいて学習する。 

※ 教科書の第 6 章、事例問題 38 の「演習課題」及び「学習
方法」の中より次回授業までの宿題あり。 

事前学習 
テキスト pp.330～335 を熟読し、事例理
解に必要な用語、制度等について調べ、
ノートにまとめる。 

事後学習 
授業の中で示された宿題をノートにまと
め、次回のディスカッションに備える。 

第１２回 
身体障害者の自立生活支援に向けた相談援助 ② 
※ 前回課題の報告とディスカッション 

事前学習 
第 13 回の宿題について内容を精査し、
ディスカッションの準備を行う。 

事後学習 
ディスカッションを行い得られた情報と
考察をノートに記録しまとめる。 

第１３回 
まとめ 

※ 第 1 回～第 14 回授業を振り返り、援助の重要ポイントを
押さえる。 

事前学習 
授業で配布されたレジュメ、事前・事後
学習ノートの内容を整理し、ソーシャル
ワーク演習Ⅴでの学びをまとめる。 

事後学習 援助の重要ポイントについてまとめる。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 6回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」に

関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 6回の講義後に実施する。 

提出期限：第 8回の講義開始時に提出する。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 7 回から第 12 回に学習した事例から一つの事例を選び、その「演習課題」あるいは「学習方法」

に関するレポートを作成しなさい。なお、事例の選択については教員より指示する。 

レポート形式：A4用紙 40文字×25行×3枚以内 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：「演習課題」「学習方法」で理解した事項についてまとめ、異なる事例や実践での活用を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（P） （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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、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、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（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3）社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5）実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6）スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：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（ソーシャルワーク実習）目標を相互に理
解し、実習において実施すべき内容をまとめなさい。 

課題 2：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。 

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『学習の手引き』※講義にて配布 

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 

【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. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3. 社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5. 実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6. スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 
○評定の方法 
1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 
講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 
なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 

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。 

10． 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。 

11． 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。 

12． 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。 

13． 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。 

14． 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。 

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』、『ソーシャル
ワーク実習・精神保健福祉援助実習 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
理解する 

（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 

「社会福祉士・精神保健福祉士 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 
実習における実習生の役割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、実習の中で行
うべき事項についてノートにまとめる。 

課題 1 の作成 

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.55～59 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 

 

事前学習 
テキスト pp.55～59 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 

・実習の場と相談援助の内容（テキスト pp.60～

68）： 

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・
ソーシャルワークについて理解し、そのソーシャル

ワーク機能についての理解を深める。 

・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68）： 

各種実習形態のメリットとデメリットを理解する。 

事前学習 

テキスト pp.60～68 を熟読し、フィールド・ソー

シャルワーク、レジデンシャル・ソーシャルワー
クのメリット、デメリットを箇条書きにしてノー
トにまとめる。 

事後学習 
実習先施設・機関におけるリスクマネジメントに

ついて学びをノートにまとめる。 

第７回 

・契約関係のなかにある実習（テキスト pp.70～
88）： 

実習契約関係と実習におけるリスクマネジメントに

ついて学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.70～88 を熟読し、実習における 4 者
関係についてノートにまとめる。 

事後学習 
実習における4者関係において実習生の果たすべ
き役割についてノートにまとめる。 

第８回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョ

ンの機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノー

トにまとめる。 

第９回 

・事前学習として実習先を理解する意義について（テ
キスト p.103）：  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１０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１１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１２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１３回 
・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 
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。 

事後学習 
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。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーカーとしての社会福祉士について理解（テキスト pp36～54）：社会福祉士とソーシ
ャルワーカーとの関係、社会福祉士の役割についてまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 4回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 5回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.36～54 を参照のうえ、実習の中で価値・倫理、知識、技術をいかに形成すべきかレポ
ートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 6回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

 

 

 



 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第９回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョン
の機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノート

にまとめる。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ 

第１０回 

・事前学習として実習先を理解する意義について（テ
キスト p.103）：  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 実習コンピテンス問題パートⅠ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ及び解答用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅰ（音声・音韻） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2121 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学習者の発音を指導するためには、日本語の音声についての知識が必要である。本講座では、日本語の音声

についての一般的な概要を行い、日本語の音声がどのように産出されているのかについて学ぶ。また、演習

では実際に発音し、日本語教育におけるモデルとなる音声について理解する。 

８．学習目標 

１）日本語の音声の仕組みを理解する。 

２）日本語学習者の母語について、苦手とする音を知る。 

３）日本語の音声をコントロールし、産出できるようになる。 

４）日本語学習者の発音上の問題点を理論的に指摘できる。 

５）日本語学習者の発音を矯正できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、ワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

発音練習の課題として最初の時間に第14回で読む原稿を渡すので、アクセントやイントネーションに注意し、

日本語教師のモデルたり得る発音ができるよう練習する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】猪塚恵美子・猪塚元著『日本語の音声入門』バベルプレス、2003。 

榎本正嗣著『現代日本語発音の基礎知識』学文社、2006。 

戸田貴子著『日本語発音レッスン』スリーエーネットワーク、2004。 

文化庁『音声と音声教育』大蔵省印刷局、2001。    など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の音声の仕組みを理解し、説明できるか。 

２．日本語学習者の発音をどう矯正したらよいか説明できるか。 

○評定の方法 

授業への出席や日常の受講態度、課題・発表、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・態度   総合点の３０％ 

２ 課題・発表       総合点の３０％ 

３ 期末試験        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修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語の音声が、どこで発音され、どのように音が出されるのか、日本語学習者に説明できるようにするた

めに、自身の発音やイントネーションを見つめなおすこと。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、課題説明   

第２章 日本語の音声 

１．日本語の「音」 

事前学習 
自分の苦手な日本語の発音を確認する。 

pp.24 読んで理解する。 

事後学習 
できなかった発音を見直し、ワークシートに

記入する。 

第２回 ２．日本語の音節 

事前学習 pp.25～28 を読んで理解する 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ３．日本語のリズム 

事前学習 pp.29～30 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ４．日本語の母音 

事前学習 pp.31～32 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 

５．日本語の子音 

 Ⅰ調音点 

Ⅱ調音方法 

事前学習 pp.32～34 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 

５．日本語の子音 

 Ⅱ調音方法 

Ⅲ有声音・無声音 

事前学習 pp.34～36 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
５．復習と確認 

６．日本語の半母音 

事前学習 p.37 の確認問題を行う。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 ７．日本語の「音素」 

事前学習 pp.37～39 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 ８．母音の無声化 

事前学習 p.40 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 

９．日本語のアクセント 

 Ⅰアクセントと意味の弁別 

Ⅱアクセントと語のまとまり 

事前学習 pp.40～41 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

９．日本語のアクセント 

 Ⅲ日本語のアクセントの型 

Ⅳ日本語のアクセントの特徴 

事前学習 pp.41～43 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 10．日本語のイントネーション（音調） 

事前学習 p.44 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 課題読み発表 

事前学習 原稿を正しく読めるように練習する。 

事後学習 できなかった発音を見直す。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえ「日本語の母音と子音」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえ「日本語のアクセントの特徴」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 11 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅴ（談話） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3326 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習、グループワーク ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ことばをコミュニケーションの手段とするには、表現上の工夫が必要である。具体的には、ことばの選択が

なされ、集められコミュニケーションが作られる。コミュニケーション活動において、談話はことばがどの

ように機能しているのかが問題となる。本講座では、文や会話のまとまりである、文章や談話が、コミュニ

ケーションにおいてどのように構成されているのか学ぶ。 

８．学習目標 

１．談話とは何か理解し、説明できる。 

２．談話の中の接続表現や指示表現などの機能を理解する。 

３．談話分析について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業時にワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

個人とグループによる発表を行う。 

課題レポート：発表原稿についての談話分析 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用せず、適宜プリントを配布する。 

【参考書】井口裕子「第９章 談話」『日本語文法整理読本 解説と演習』バベル・プレス、1995。 

佐間まゆみ他編『ケーススタディ 日本語の文章・談話』おうふう、1990。 

泉子・K・メイナード著『談話分析の可能性』くろしお出版、1997。        など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．談話とは何か説明できるか。 

２．談話分析について理解することができたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度           総合点の３０％ 

２ 期末試験（談話分析レポート）        総合点の４０％ 

３ 課題（ワークシート）・発表         総合点の３０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 
文より上のまとまりである談話は、言葉の構造理解には欠かせないものであるから、しっかり学んでほしい。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、序 

事前学習 配布プリント pp.6～11 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 ケース１ 接続表現 

事前学習 配布プリント pp.12～23 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
接続表現分担研究：順接型、逆接型、添加型、対比型、

同列型、転換型、補足型 

事前学習 グループの分担について考える。 

事後学習 発表原稿を準備する。 

第４回 
グループ発表：順接型、逆接型、添加型、対比型、同

列型、転換型、補足型について研究発表と確認 

事前学習 発表原稿を確認する。 

事後学習 発表について評価確認する。 

第５回 ケース３ 指示表現 

事前学習 配布プリント pp.34～44 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
グループ発表：観念指示、場面指示、文脈指示、前方

指示、後方指示について研究発表と確認 

事前学習 発表原稿を確認する。 

事後学習 発表について評価確認する。 

第７回 ケース４ 反復と省略の表現 

事前学習 配布プリント pp.46～57 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 
グループ発表：反復と省略表現：同一語句、関連語句

について発表 

事前学習 
同一語句、関連語句を探し、グループで発表

する。 

事後学習 同一語句、関連語句について確認する。 



第９回 ケース１からケース４について復習とまとめ 
事前学習 これまでのワークシートを見直す。 

事後学習 談話分析についてまとめる。 

第１０回 グループ発表：談話の課題テーマについて発表 

事前学習 
談話の中のテーマをグループで検討し、発表

する。 

事後学習 課題テーマを考える。 

第１１回 
課題レポート分析：個人が発表した原稿を、授業で行

った談話分析に沿って、分析する。 

事前学習 個人発表原稿を談話分析する。 

事後学習 分析結果をシートに記入する。 

第１２回 
課題レポート作成：談話分析の結果をレポートに作成

していく。 

事前学習 
課題レポートのフォーマットに沿って作成

するために準備すること。 

事後学習 課題レポートを読む。 

第１３回 課題レポート「○○○についての談話分析」発表 

事前学習 課題レポートを清書し、発表の準備を行う。 

事後学習 発表についてフィードバックする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえ指示表現について「観念指示、場面指示、文脈指示、前方指示、 

後方指示」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：課題レポート発表についての評価・フィードバックを行う。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

事前学習：レポート発表についての意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学演習Ⅰ（文法・文体） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3324 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語学Ⅲ（文法・文体）」を必ず受講しておくこと。 

７．講義概要 

日本語教育の場で文法・文体が実際にどのように取り上げられているか理解する。初等・中等教育で用いら

れる「国文法（学校文法）」と日本語教育の「日本語文法」との違いを認識する。初級教科書を用いながら日

本語文法・文体を学ぶ。初級教科書を持っている場合は、それを使用する。持っていない場合は、『みんなの

日本語Ⅰ』（何年版でもよい）を用意する。ただし、それ以外の教科書でも構わない。 

８．学習目標 

１．「国文法」と「日本語文法」の専門用語の違いが理解できる。 

２．初級教科書で「日本語文法」が文型として出現する順番が理解できる。 

３．初級教科書で出現した文型について教えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業で習った項目のワークシートまたは予習課題を配布するので、期日までに提出する。必ず、期日

を守り提出すること。 

予習課題 ・各課の基本文型の教え方を考える。 

ポイント ・初級でテンス・アスペクトはどう教えられているか。 

     ・初級で格助詞はどう教えられているか。 

     ・その他（授受表現、副詞、形容詞など） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリントを使用。ただし、初級で使った教科書を持っている場合は持ってくる。 

【参考書】高見沢孟他著『新・はじめての日本語教育』アスク、2016。   

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．学校文法と日本語教育の文法の違いが理解できたか。 

２．日本語の文法・文体が初級教科書でどのように扱われているか理解できたか。 

３．日本語の文法・文体を初級でどう教えるか考えられたか。 

○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 課題（ワークシート、発表等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんが学んだ日本語文法が初級でどのように教えられているのかを、教える立場から考え直す。みなさ

んの経験を基に、教える時のわかりやすい説明を考えよう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、文法指導の流れを確認する 

事前学習 日本語文法を教える順序を確認しておく。 

事後学習 動詞について調べる。 

第２回 動詞について 

事前学習 動詞について復習しておく。 

事後学習 動詞について考える。 

第３回 動詞の活用形について 

事前学習 動詞の活用形の特徴を考える。 

事後学習 レポートを書く。 

第４回 指示代名詞について 

事前学習 指示代名詞について目的や特徴を考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 助詞について 

事前学習 助詞について目的や特徴を考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 テ形についての発表とディスカッション 

事前学習 テ形についての発表準備をする。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 形容詞について 

事前学習 形容詞について目的や特徴を考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 イ形容詞・ナ形容詞ついて 

事前学習 イ形容詞とナ形容詞について調べる。 

事後学習 誤用文についてレポートを書く。 

第９回 存在文について 

事前学習 存在文について目的や特徴を考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 伝聞について 

事前学習 伝聞について目的や特徴を考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 誤用文についてのディスカッション 

事前学習 レポートの内容を復習する 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 期末課題発表リハーサルとディスカッション 

事前学習 担当した文法についての発表準備をする。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 文法指導に関する総まとめ 

事前学習 
今までの学習を振り返り文法がどう扱われ

ていたか復習する。 

事後学習 提出したレポートについて評価する。 

課題研究 

１ 

テーマ：第 1～3 回の講義内容をふまえて、「動詞Ⅰグループにおけるテ形の作り方が違う理由」について、レポートに

まとめなさい。 

形式：指定レポート用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後から学外実習期間（2 週間）に実施する 

提出期限：第 4 回授業開始時に提出する。授業後には受け付けない。提出後、添削して返却し、第 6 回の授業時にディ

スカッションによる意見交換および質疑応答を行う。 

事後学習：発表を意識したレポートに書き直す。 

課題研究 

２ 

テーマ：第 7～8 回の講義内容をふまえて、「初級学習者の誤用文」について、レポートにまとめなさい。 

形式：指定レポート用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後から夏休み期間（4 週間）に実施する 

提出期限：第 9 回授業開始時に提出する。授業後には受け付けない。提出後、添削して返却し、第 11 回の授業時にデ

ィスカッションによる意見交換および質疑応答を行う。 

事後学習：発表を意識したレポートに書き直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学演習Ⅱ（文字・表記） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3325 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

まず、日本語の文字・表記の特徴について理解する。その上で日本語教育の場で文字・表記がどのように扱

われているのか知見を得る。さらに、文字・表記の指導法において、クラスを想定しながら漢字圏と非漢字

圏の学習者の違いについて学んでいく。 

８．学習目標 

１．日本語の文字・表記の特徴が理解できる。  

２．日本語教育での文字・表記の指導法が理解できる。 

３．漢字圏や非漢字圏の出身者のクラスを想定し、表記指導を考えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回の授業内容に対する予習と復習を課題プリントとして提出する。 

課題は評価となるものなので、丁寧に書き提出を忘れないようにする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業時にプリントを配布。必ず辞書を持参すること。辞書がない場合は欠席とする。 

【参考書】高見沢孟[他]『新・はじめての日本語教育１』アスク、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の文字・表記の特徴に関する専門的知見を養えたか。 

２．日本語教育の場で文字・表記がどのように扱われるか理解できたか。 

３．漢字圏や非漢字圏の出身者のクラスを想定し、表記指導を考えることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

普段使っている日本語を外国人に説明するために必要な知識である。外国人の視点から日本語の特徴を学び

直してほしい。 

13．オフィスアワー 授業時に告知 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業の進め方・課題のやり方など

の説明）、日本の文字の歴史について学ぶ。 

事前学習 漢字、ひらがな、カタカナの起源を調べる。 

事後学習 文字の歴史プリントをまとめて提出する。 

第２回 漢字の読み方を確認する。 ①音と訓の違い 

事前学習 音と訓プリント①を予習する。 

事後学習 音と訓プリント①をまとめて提出する。 

第３回 漢字の読み方を確認する。 ②音と訓の組み合わせ 

事前学習 音と訓プリント②を予習する。 

事後学習 
漢字の意味と読み方についてレポートを書

く。 

第４回 ひらがなとカタカナの違いについて学ぶ 

事前学習 仮名のプリントを予習する。 

事後学習 部首と音のプリントをまとめて提出する。 

第５回 送り仮名の表記について学ぶ。 

事前学習 送り仮名のプリントを予習する。 

事後学習 送り仮名についてまとめる。 

第６回 
レポート「漢字の意味と読み方について」のディスカッ

ションを行う。 

事前学習 レポートの復習をする。 

事後学習 授業についてまとめて提出する。 

第７回 擬音語の特徴について学ぶ。 外国語との比較１ 

事前学習 擬音語１を予習する。 

事後学習 擬音語一覧表を完成して提出する。 

第８回 擬態語の特徴について学ぶ。 外国語との比較２ 

事前学習 擬音語２を予習する。 

事後学習 
「発音と表記の違い」についてレポートを書

き提出する。 



第９回 カタカナ語の歴史と使い方を学ぶ 

事前学習 カタカナを予習する。 

事後学習 カタカナ言葉についてまとめて提出する。 

第１０回 書き順について学ぶ 

事前学習 日本語の文字の書き順を予習する。 

事後学習 日本語の文字の書き順をまとめて提出する。 

第１１回 
レポート「漢字の意味と読み方について」のディスカッ

ションを行う 

事前学習 発表準備 1 をする。 

事後学習 発表への内省を書き提出する。 

第１２回 期末課題発表のリハーサルと質疑応答 

事前学習 発表準備 2 をする。 

事後学習 発表への内省を書き提出する。 

第１３回 文字・表記指導に関する総まとめ 

事前学習 発表準備 3 をする。 

事後学習 日本語の文字・表記について復習する。 

課題研究 

１ 

テーマ：第 1～3 回の講義内容をふまえて、「漢字の意味と読み方のルール」について、レポートにまとめなさい。 

形式：指定レポート用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後から学外実習期間（2 週間）に実施する 

提出期限：第 4 回授業開始時に提出する。授業後には受け付けない。提出後、添削して返却し、第 6 回の授業時にディ

スカッションによる意見交換および質疑応答を行う。 

事後学習：発表を意識したレポートに書き直す。 

課題研究 

２ 

テーマ：第 4～8 回の講義内容をふまえて、「発音と表記の違い」について、レポートにまとめなさい。 

形式：指定レポート用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後から夏休み期間（4 週間）に実施する 

提出期限：第 9 回授業開始時に提出する。授業後には受け付けない。提出後、添削して返却し、第 11 回の授業時にデ

ィスカッションによる意見交換および質疑応答を行う。 

事後学習：発表を意識したレポートに書き直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学概論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP1121 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語についての幅広い知識を得るため、日本語の特徴について学ぶ。世界的にみて日本語はどのような言

語であるか、概要を理解した上で、世界における日本語の地位、日本語の文法、音声・音韻等、これから日

本語教育を学ぶための入門として必要な知識を習得する。 

８．学習目標 

日本語はどのような言語か、幅広い知識の習得を目指すため、以下の点から日本語を捉える。 

１．日本語の特徴について概観できる。 

２．世界の言語の系統から日本語はどのような言語か理解できる。 

３．世界の言語の類型論から日本語はどのような言語か理解できる。 

４．対照言語研究からみた日本語がどのような言語かわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業で習った項目のワークシートを配布するので、次の授業時に提出する。 

発表やレポートは、授業時に告知した期日までに提出する。 

レポートテーマ：世界の中の日本語と母語の特性・類型 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。  など。 

【参考書】庵功雄著『新しい日本語学入門』スリーエーネットワーク、2012。 

大野純子著『大学「教養の日本語」』講談社出版サービスセンター、2003。 

沖森卓也編著『日本語概説』朝倉書店、2010。 

古田東朔編著『日本語学概論（放送大学教材）』放送大学教育振興会、1995。 

増田アヤ子著『擬声語・擬態語（上級）』専門教育出版、2004． 

宮地裕編『日本語と日本語教育のための日本語学入門』明治書院、2010。     など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．世界の言語の系統や類型から日本語はどのような言語か説明できるか。 

２．対照言語研究から日本語は他の言語とどのような違いがあるのか説明できるか。 

○評定の方法 

授業への出席・授業態度、日常の課題や発表、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・授業態度    総合点の３０％ 

２ 課題・発表          総合点の３０％ 

３ 期末試験           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修得を認めない。 

12．受講生への 

メッセージ 
日本語は、世界の言語からみてどのような特性があるのか、考えながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、オノマトペから見た日本語の特徴 

事前学習 日本語はどのような言語か考える。 

事後学習 広告等にあるオノマトペを調査する。 

第２回 １．日本語とオノマトペ 

事前学習 配布プリントを読み理解しておく。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ２．音とイメージ 

事前学習 配布プリントを読み理解しておく。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ３．オノマトペの形態 

事前学習 配布プリントを読み理解しておく。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ４．日本語の中におけるオノマトペの位置とまとめ 

事前学習 配布プリントを読み理解しておく。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
第１章 言語としての日本語  

１．日本語はどこから来たか 

事前学習 
pp.8～9 を読み、日本語がどのような言語か

考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 ２．語順からみた日本語 
事前学習 p.9 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 ３．日本語はどんな類型に属するか 

事前学習 pp.10～12 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 
４．日本語にはどんな特徴があるか 

 Ⅰ「数」に対する意識 

事前学習 pp.13～14 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 
４．日本語にはどんな特徴があるか 

 Ⅱ情報の後置性 

事前学習 pp.15～16 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

４．日本語にはどんな特徴があるか 

 Ⅲ修飾の方法 

Ⅳ動詞の省略 

事前学習 pp.⒗～18 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
４．日本語にはどんな特徴があるか 

 Ⅴ主語の省略 ①感情表現 ②願望表現 

事前学習 pp.18～21 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 
４．日本語にはどんな特徴があるか 

 Ⅴ主語の省略 ③思考伝達表現 ⑤意志表現 

事前学習 pp.21～22 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 5 回の講義内容を踏まえ「日本語と母語のオノマトペ」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 5 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 10 回の講義内容を踏まえ「日本語の特徴と母語の違い」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育実習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EJJP4361 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、グループ討議、発表、模擬授業等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育学概論」「日本語教授法Ⅰ」「日本語教授法Ⅱ」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

日本語を教えるためには、どのような教科書と指導法がよいかを実際に教案を作りながら考える。 

１ 直接法の授業を実際に体験する。 

２ どのように指導案を書くのかを学ぶ。 

３ 授業をしやすい指導案とは何かをクラスで考える。 

４ 学習者主体の授業とは何かを確認しながら指導案を作成し、模擬授業を行う。 

＊各自の教案をクラスで考え、それぞれの良い点・悪い点を意見交換する。 

８．学習目標 
１ 授業に対する指導案の作成ができる。 

２ 模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ワークシート：授業後に提出する。 

教案：模擬授業後に提出する。 

課題レポート：模擬授業後の以下のレポートを提出する。 

・模擬授業の工夫と反省 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

スリーエーネットワーク編著『みんなの日本語 初級Ⅰ』スリーエーネットワーク、2015。 

     スリーエーネットワーク編著『みんなの日本語 初級Ⅰ 翻訳・文法解説』スリーエーネットワ 

ーク、2015。 

【参考書】スリーエーネットワーク編著『みんなの日本語 初級Ⅰ 教え方手引き』スリーエーネットワー 

ク、2017。 

横溝紳一郎・坂本正監修著『教案の作り方編』アルク、2016。 

大森雅美・鴻野豊子『授業の作り方 Q＆A78』アルク、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 初級Ⅰの授業の教案を書くことができたか。 

2. 教案に沿って教えることができたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 模擬授業 総合点の 30％ 

3. 提出課題（ワークシート、教案、レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「日本語教授法Ⅰ・Ⅱ」で学んだことを生かし、初級授業をどう教えるか、模擬授業を通し学んでいってほ

しい。グループ活動が多くなるので、グループのメンバーと協力し、それぞれが真面目に取り組み、授業を

組み立てていくこと。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。（事前に要望があれば、随時設定する。） 

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 

『みんなの日本語 初級Ⅰ』の教科書について 

事前学習 シラバスを確認する。 

事後学習 
『みんなの日本語 初級Ⅰ』の教科書の目次

を確認する。 

第２回 
『みんなの日本語 初級Ⅰ』文型の分析 

第１課から第 12 課の分析 

事前学習 pp.6～65 を確認する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 模擬授業に関するグループ活動 

事前学習 グループで担当を決める。 

事後学習 個人の担当を決める 

第４回 教案の書き方 

事前学習 配布プリントを確認する。 

事後学習 教案を書いて提出する。 

第５回 
第１課から第 6 課までの日本語教育に関する模擬授業

（１） 

事前学習 模擬授業の準備を行う。 

事後学習 フィードバックを行う。 

第６回 
第 7 課から第 12 課までの日本語教育に関する模擬授業

（２） 

事前学習 模擬授業の準備を行う。 

事後学習 フィードバックを行う。 



第７回 第 13 課から第 19 課の分析 

事前学習 pp.66～169 を確認する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 模擬授業に関するグループ活動、教案作成 
事前学習 

グループの担当、個人の担当を決め、教案を

書く。 

事後学習 教案を提出する。 

第９回 
第 13 課から第 15 課までの日本語教育に関する模擬授

業（１） 

事前学習 模擬授業の準備を行う。 

事後学習 フィードバックを行う。 

第１０回 
第 16 課から第 19 課までの日本語教育に関する模擬授

業（２） 

事前学習 模擬授業の準備を行う。 

事後学習 フィードバックを行う。 

第１１回 第 20 課から第 25 課の分析 

事前学習 pp.170～221 を確認する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 模擬授業に関するグループ活動、教案作成 

事前学習 
グループの担当、個人の担当を決め、教案を

書く。 

事後学習 教案を提出する。 

第１３回 
第 20 課から第 25 課までの日本語教育に関する模擬授

業 

事前学習 模擬授業の準備を行う。 

事後学習 フィードバックを行う。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：「『みんなの日本語 初級Ⅰ』の教科書においてオーディオ・リンガル・アプローチやコミュニカティ 

ブ・アプローチの練習方法がどのように使われているか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：模擬授業に関するまとめとフィードバックを行う。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

事前学習：模擬授業についての意見交換を行う。 

事後学習：模擬授業についてレポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2153 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

 日本語教育に携わる際、まず心がけなければならないことは、日本語を知ること、それをわかりやすく説

明する技術が必要となる。 

 この講義では、日本語そのものについて学習し、それらがどんな特徴を持っているのかなど、日本語教育

に必要な基礎知識を修得し、日本語教育を志す受講者の教授法における基礎力の育成を目指す。 

８．学習目標 

・日本語教師にとって、日本語はどんな言語かについて学び、日本語の言語的な成り立ちや他の言語との関

わりについて理解し、説明できるようにする。 

・日本語の音声・文法・文字・語彙などについて、日本語教師として現場での指導実践に役立てることがで

きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に配布したワークシートは、授業後に提出する。 

課題は、授業時に告知した期日までに提出する。 

課題： 

１． オーディオ・リンガル・アプローチとコミュニカティブ・アプローチの違いについて 

２． 日本語の初級教科書の中からある課を選び、到達目標は何か、そのためにどのような練習を行えばよい 

か等をまとめ、レポートを作成する。例「『第１課自己紹介』の教え方」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

小林ミナ著『教授法 37』アルク、2010。   など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語教師の仕事について理解できたか。 

２．日本語教師として、現場での指導実践に役立てるような活動ができたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度       総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）        総合点の３０％ 

３ 課題・発表             総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知します。（事前に要望があれば、随時設定します。） 

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 
シラバスの確認 

第３章 初級の教え方（１）発音／会話 

事前学習 初級がどのような授業か考える。 

事後学習 どのような初級授業を受けたかまとめる。 

第２回 
１．会話を教えるということ 

２．日本語教育と教授法 

事前学習 pp.44～46 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 教授法：オーディオ・リンガル・アプローチを知る 

事前学習 pp.153～156 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 教授法：コミュニカティブ・アプローチを知る 

事前学習 pp.157～158 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
オーディオ・リンガル・アプローチとコミュニカティ

ブ・アプローチの違いを考える 

事前学習 p.159 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
３．会話テキストの構成 

４．課の目的 

事前学習 pp.47～48 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第７回 ５．対話の指導 

事前学習 pp.49～55 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 
６．補足語彙の指導 

７．文法用法説明の指導 

事前学習 pp.56～57 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 ８．各種練習の指導 

事前学習 pp.58～63 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 Ⅲ コミュニケーションのための創造的練習 

事前学習 pp.64～68 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 自由選択練習の指導 

事前学習 pp.68～74 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
９．日本語教育における「練習」と「転移」 

１０．練習問題の指導 

事前学習 pp.75～80 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 

第４章 初級の教え方（２）文字／読解 

１．文字教育を始める前に 

２．かな文字の教え方 

３．漢字の教え方 

４．パソコンの利用法 

５．日本語の表記 

６．誤用の指導 

事前学習 pp.82～94 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：初級の教え方について「文字・読解」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業後の補講授業に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：課題レポート発表についての評価・フィードバックを行う。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

事前学習：レポート発表についての意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換をし、学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本史 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1327 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 講義 ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

グローバルな時代と呼ばれている現代、国と国、国民と国民とのあいだの交流がさまざまな面で深く、密接

になっており、自他の歴史的な関係を理解することが求められている。わたしたちが生きている現代は、過

去のできごとの積み重ねの上に成り立っている。その意味で、歴史は過去と現在との対話である。また、歴

史には、未知のことも多くあり、新しい事実関係が発見されたり、時代とともに評価が変わることもある。

授業では、日本の歴史のなかで興味深い事件やできごと、歴史上の人物をとりあげて、歴史上のできごとの

背景や、激動の時代を生きた人びとの生き方、歴史上に果たした役割を検証していく。 

８．学習目標 

1) 日本史の基本事項（概念）について理解し、説明できる。 

2) 日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

内村鑑三、西郷隆盛のうち一人について次の内容について書きなさい。①生涯の主な出来事を三つ、②出

来事での行動についての感想、③行動から学んだこととその生かし方（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

上杉鷹山、中江藤樹、二宮尊徳のうち一人について次の内容について書きなさい。①生涯の主な出来事を

三つ、②出来事での行動についての感想、③行動から学んだこととその生かし方（A4用紙）  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 内村鑑三著、鈴木範久訳『代表的日本人 新版』岩波書店、1995。 

【参考書】 各自の好きな歴史上の人物にかかわる書籍 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・日本史の基本事項（概念）について理解することができたか。 

・日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができたか。 

・日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができたか。 

○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 

「過去を学んで、コンピューター時代に役立つのかな」は、ある中学生の素朴な疑問だが、過去も未来も、

その中に生きている人間が作り出すことに変わりはない。人間は置かれた状況によりいろいろな行動をとる。

その人間の行動の仕方を、日本史上に名を残している人物の生き様から学び、皆さんの生き方の参考にして

いくこと。 

教室内での学習中はマナーを守り、併せて必要な自宅学習にも積極的に取り組むこと。 

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 
本時の概要説明と授業中のルールについて 

日本の歴史の概略について 

事前学習 
日本の歴史について知っていることを整理

する。 

事後学習 

日本の歴史の概略について理解、発見、感じ

たことをまとめ、本時の学習ポイントを整理

する。 

第２回 

『Representative Men of Japan』 

（日本語版『代表的日本人』）と内村鑑三について① 

「内村鑑三の生涯について」 

  教科書 pp.179～208 

事前学習 内村鑑三の生涯を、教科書からまとめる。 

事後学習 

内村鑑三の生涯について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第３回 

『Representative Men of Japan』 

（日本語版『代表的日本人』）と内村鑑三について② 

 「明治期の日本の現状と内村の出版への思いについ 

  て」    

事前学習 
明治期の日本の国際社会での位置を教科書

から、確認する。 

事後学習 

内村鑑三の出版の思いについて理解、発見、

感じたことをまとめ、本時の学習ポイントを

整理する。 

第４回 

西郷隆盛について① 

「西郷隆盛の生涯について」 

    教科書 pp.13～49 

事前学習 西郷隆盛の生涯を、教科書からまとめる。 

事後学習 

西郷隆盛の生涯について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第５回 

西郷隆盛について② 

「学生作成の『西郷隆盛新聞』の発表と内容への意見 

交換」 

事前学習 
西郷隆盛の生き方について、自分の考えをま

とめる。 

事後学習 

発表された新聞について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 



第６回 

上杉鷹山について① 

「上杉鷹山の生い立ち・功績について」 

     教科書 pp.51～78 

事前学習 
上杉鷹山の生い立ち・功績を、教科書からま

とめる。 

事後学習 

上杉鷹山の生い立ち・功績について理解、感

じたことをまとめ、本時の学習ポイントを整

理する。 

第７回 

上杉鷹山について② 

「学生作成の『上杉鷹山新聞』の発表と内容への意見 

交換」 

事前学習 
上杉鷹山の生き方について、自分の考えをま

とめる。 

事後学習 

発表された新聞について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第８回 

二宮尊徳について① 

「二宮尊徳の生涯について」 

     教科書 pp.79～110 

事前学習 二宮尊徳の生涯を、教科書からまとめる。 

事後学習 

二宮尊徳の生涯について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第９回 

二宮尊徳について② 

「学生作成の『二宮尊徳新聞』の発表と内容への意見 

交換」 

事前学習 
二宮尊徳の生き方について、自分の考えをま

とめる。 

事後学習 

発表された新聞について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１０回 

中江藤樹について① 

「中江藤樹の生涯について」 

     教科書 pp.111～140 

事前学習 中江藤樹の生涯を、教科書からまとめる。 

事後学習 

中江藤樹の生涯について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１１回 

中江藤樹について② 

「学生作成の『中江藤樹新聞』の発表と内容への意見 

交換」 

事前学習 
中江藤樹の生き方について、自分の考えをま

とめる。 

事後学習 

発表された新聞について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１２回 
「私の好きな歴史上の人物」のプレゼンテーション

及びその人物の生き方について意見交換① 

事前学習 
「私の好きな歴史上の人物」について、発表

内容をまとめる。 

事後学習 

学生の発表についての理解、発見、感じたこ

とをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１３回 
「私の好きな歴史上の人物」のプレゼンテーション及び

その人物の生き方について意見交換② 

事前学習 
「私の好きな歴史上の人物」について、発表

内容をまとめる。 

事後学習 
学生の発表について理解、発見、感じたこと

をまとめ、本時の学習ポイントを整理する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：日本の江戸時代の政治、経済・産業、文化、人々のくらしなどについて、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字） 

実施時期：第 3 回授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 6 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 2 回から第 7 回までの講義内容を踏まえて、本科目で取り上げていない日本の歴史上の人物につい 

生い立ちや功績をまとめ、その人の生き方から自分が学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字） 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 10 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本の文化と言語Ⅰ （2 単位） 
３．科目番号 GECM1717 

２．授業担当教員 山﨑 智子 ・ 丹羽 順子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、本学で学ぼうとする留学生の日本語運用能力のレベルアップと日本の文化や言語についての

理解をより一層深めることを目的としています。日本の文化や言語についての理解を深めるため、日本で暮
らす様々な人々、文化や社会的な問題に関する資料と読み物を教材として用い、身近な問題を通して、段階
的に日本の文化や言語の多様な側面について学んでいきます。本講義は、資料の読解、発表とディスカッシ

ョン、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 
２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 
４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養う。 
５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．154-158の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したタスク

を実施する。 

３．各回のタスクで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 
佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、身近な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明、自己紹介（自分の目標など） 
事前学習 教科書の目次を読んでおく。 

事後学習 自分の目標を文章にまとめてみる。 

第２回 Unit1 日本ってどんな国 １日本の面積と人口 
事前学習 日本の面積や人口の特徴を調べてみる。 

事後学習 教科書 p.15 タスク A に取り組む。 

第３回 Unit1 日本ってどんな国 ２四季の変化と天気予報 

事前学習 
教科書 pp.15-17 を読み、日本の四季につい

て説明してみる。 

事後学習 
教科書 pp.15-17 を踏まえ、自国と日本の気

候の違いを整理してみる。 

第４回 
Unit1 日本ってどんな国 タスク C  

日本の花見との比較から気づいたことを話し合う 

事前学習 
教科書 p.18 タスク C に取り組み、発表原

稿を準備しておく。 

事後学習 
クラスメートの出身国の花についてまとめ

てみる 

第５回 Unit1 日本ってどんな国 内容確認問題  

事前学習 

教科書 pp.13-20 を読み直し、p.154 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 

教科書 pp.13-20 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

 

 



第６回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし １日本の都市 

事前学習 
教科書 pp.21-23 を読み、日本の都市につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 p.21 を参考にして、囲炉裏について

説明してみる。 

第７回 
Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし ２「地方の暮ら

しにくさ」から「地方創生」へ 

事前学習 
教科書 pp.23-25 を読み、日本の地方の特徴

について、整理してみる。 

事後学習 
教科書 pp.23-25 を踏まえ、「地方創生」の事

例について情報を集めてみる。 

第８回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.21-28 を読み直し、p.155 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.21-28 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit3 日本の旅を楽しもう １安全で正確な新幹線 
事前学習 

教科書 pp.30-31 を読み、新幹線について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.31 のタスク A に取り組んでおく。 

第１０回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ２長距離移動に便利な飛

行機 

事前学習 
教科書 p.32 を読み、日本の空港の特徴につ

いて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.32 のタスク B に取り組んでおく。 

第１１回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ３都市部で発達する地下

鉄網 

事前学習 
教科書 p.33 を読み、日本の地下鉄の特徴に

ついて整理しておく。 

事後学習 教科書 p.33 のタスク C に取り組んでおく。 

第１２回 
Unit3 日本の旅を楽しもう 4 分刻みで運行する鉄道

ダイヤ ５目的地までのルート選び 

事前学習 
教科書 pp.34-35 を読み、日本の電車に乗る

際のマナーについて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.35 タスク D に取り組んでおく。 

第１３回 Unit3 日本の旅を楽しもう ５IC カード乗車券 
事前学習 

教科書 p.36 を読み、IC カード乗車券につい

て、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.36 のタスク F に取り組んでおく。 

第１４回 Unit3 日本の旅を楽しもう 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.29-40 を読み直し、p.156 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29-40 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第１５回 Unit4 いただきます１日本の食糧自給率と食品輸出入 
事前学習 

教科書 p.42 を読み、日本の食糧事情につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43 のタスク A に取り組んでおく。 

第１６回 Unit4 いただきます ２地産地消が進む学校給食 
事前学習 

教科書 p.43 を読み、給食について説明でき

るようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43 のタスク B に取り組んでおく。 

第１７回 Unit4 いただきます ３和食文化の普及 
事前学習 

教科書 p.44 を読み、和食文化について説明

できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.45 のタスク C に取り組んでおく。 

第１８回 Unit4 いただきます ４道の駅 
事前学習 

教科書 p.46 を読み、道の駅について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.46 のタスク D に取り組んでおく。 

第１９回 Unit４ いただきます ５日本のおいしい水 
事前学習 

教科書 p.47 を読み、日本の水について説明

してみる。 

事後学習 教科書 p.47 のタスク E に取り組んでおく。 

第２０回 Unit４ いただきます ６B 級グルメとご当地グルメ 
事前学習 

教科書 p.48 を読み、B 級グルメとご当地グル

メについて説明してみる。 

事後学習 教科書 p.48 のタスク F に取り組んでおく。 

第２１回 Unit４ いただきます ７日本で旅した世界の料理 

事前学習 
教科書 p.49 を読み、日本で楽しめる世界の

料理について調べてみる。 

事後学習 教科書 p.49 のタスク G に取り組んでおく。 

第２２回 Unit４ いただきます 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.39-51 を読み直し、p.157 の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.39-51 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第２３回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク A お正月に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、お正月について説

明できるようにしておく。 

事後学習 

教科書 p.55 タスク A に取り組んでおく。 

 

 



 

 

第２４回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク B 卒業式・

入学式について 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、卒業式・入学式に

ついて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.57 タスク B に取り組んでおく。 

第２５回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事   タスク D 日本の

お祭り 

事前学習 
教科書 p.59 を読み、日本のお祭りについて

説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.59 タスク D に取り組んでおく。 

第２６回 
身近な日本文化・言語のまとめ：確認テストと日本語到

達度チェック 

事前学習 

教科書の Unit1 から Unit5 を読み直し、

pp.155-158 の内容確認問題を答えることが

出来るようにしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 2 回・第 3 回で学習した「日本の気候的な特徴」を踏まえて、あなたの国の気候の特徴について、

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートの出身国の気候と自分の国、日本の気候の違いについてまと

めてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 6 回・第 7 回で学習した「日本の都市と地方」という視点から、あなたの「住みたい地域」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 14 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、都市と地方の違いについてまとめてみる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 9 回から第 13 回で学習した「日本の旅」という視点から、「観光プラン」を考え、レポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 18 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 22 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の観光の特徴についてまとめてみる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 15 回から第 21 回で学習した「日本の食生活」という視点から、「日本における自国料理のレスト

ラン」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第 21 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 22 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の外国料理店の特徴についてまとめてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 日本文学と文化 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2383 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

４．授業形態 講義、演習（グループディスカッショ・グループワーク含む） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

いま、日本の「文化」が問われている。その問いに応答するために、本講義では日本文学と文化の流れを概

観しながら、日本人のアイデンティティを再考するとともに、世界に向けて「日本」を発信するための力を

養うことを目的とする。具体的には、日本の代表的な文学作品を取り上げ、作品や作家の魅力、意義等につ

いて考察するとともに、作品が書かれた時代的・社会的・思想的背景からアプローチして、作品の世界観に

迫る。併せて、受講者各自が文学作品を読む習慣を身につけ、知識や見識を深め、表現力や批評的精神を高

めることを目指す。 

８．学習目標 

そのために次の 3 つの到達目標を設定する。 

１）日本の文学・文化に関する幅広い知識を身につけ、その内容をわかりやすく説明することができる。 

２）日本の文学・文化に関する基本的な知識を自らの日本語の語彙力・表現力を高めるために役立てること  

  ができる。 

３）日本の文学・文化に関する教養を深めることをとおして、個人や社会に対する深い洞察力や豊かな想像 

  力をもつことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

予め参加者全員が、学習課題の事前学習に基づいて準備してから授業に参加する。教師が提示したテーマに

沿ってグループ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の

活動で書いた発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

「お勧めの一冊」について1,500字程度のレポートを書いて期日の授業前に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】テーマ毎にプリントを授業内配布（以下「授業内容」順に提示）： 

・新川和江、吉原幸子、川崎洋、谷川俊太郎、木村信子、高橋順子、吉野弘、中原中也、石垣りん『現代の 

国語 1』,『現代の国語 2』,『現代の国語 3』,『明解国語総合』三省堂から抜粋 

・講談社ビーシー『人生つれづれニャるままに 兼好法師』講談社、2015。 

・氏田雄介編著『みんなでつくる 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 54 字の物語 参』PHP 研究所、

2019。 

・田丸雅智『E 高生の奇妙な日常』角川春樹事務所、2016。 

・コトノハなごや 2017 年、2019 年受賞作品集、2018 年入選作品 山﨑智子「屋上遊園地」、文芸による  

名古屋の魅力発信事業実行委員会事務局（公益財団法人名古屋市文化振興事業団）、2017、2019。 

【参考書】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 日本の文学・文化に関する幅広い知識を身につけ、その内容をわかりやすく説明することができたか。 

２ 日本の文学・文化に関する基本的な知識を自らの日本語の語彙力・表現力を高めるために役立てること

ができたか。 

３ 日本の文学・文化に関する教養を深めることをとおして、個人や社会に対する深い洞察力や豊かな想像

力をもつことができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

評価の主な対象となる。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業概要の確認 

詩 ① 新川和江、吉原幸子 

概要説明、精読、詩の分析、グループ活動 

日本以外の詩について発表 

事前学習 

配布資料を管理するクリアブックを準備するこ

と。日本以外の詩について説明できるように準備

する。 

事後学習 
復習及び朗読練習をして、詩の味わい深さを再確

認する。 

第２回 
詩 ② 川崎洋、谷川俊太郎、木村信子、高橋順子 

概要説明、精読、詩の分析、グループ活動 

事前学習 
残りの詩も再度、朗読練習する。配布資料を読み、

分からない言葉を調べる。 

事後学習 
復習及び朗読練習をして、詩の味わい深さを再確

認する。 



 

 

第３回 
詩 ③ 吉野弘、中原中也、石垣りん 

概要説明、精読、詩の分析、グループ活動 

事前学習 
残りの詩も再度、朗読練習する。配布資料を読み、

分からない言葉を調べる。 

事後学習 
復習及び朗読練習をして、詩の味わい深さを再確

認する。 

第４回 
詩 ④ 発表 

聞き手は聞き取りシートに記入、提出 

事前学習 

発表者：原稿を見ないで発表できるように練習す

る。 

聞き手：質問を考えてくる。 

事後学習 

発表者：発表の振り返りをする。 

聞き手：発表者の内容を各自ノートにまとめてお

く。 

第５回 

随筆・エッセイ ① 吉田兼好著『徒然草』（現代語

訳） 

吉田兼好の年譜について発表 

概要説明、第 15 段、第 37 段精読、グループ活動 

事前学習 
吉田兼好について年譜を作成し、授業内で発表す

る。配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 

授業で取り扱った随筆を再度読んで、理解できた

か各自確認する。各段の要旨を自分の言葉で纏め

る。 

第６回 

随筆・エッセイ ② 吉田兼好著『徒然草』（現代語

訳） 

第 92 段、第 116 段、第 167 段、第 194 段精読、グル

ープ活動 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 

授業で取り扱った随筆を再度読んで、理解できた

か各自確認する。各段の要旨を自分の言葉で纏め

る。 

第７回 

随筆・エッセイ ③ 吉田兼好著『徒然草』（現代語

訳） 

第 108 段精読、グループ活動、発表原稿作成 

事前学習 
配布資料を読み、分からない言葉を調べる。発表

内容の構想を考えてくる。 

事後学習 

授業で取り扱った随筆を再度読んで、理解できた

か各自確認する。各段の要旨を自分の言葉で纏め

る。発表原稿を完成させる。 

第８回 
随筆・エッセイ ④ 発表 

聞き手は聞き取りシートに記入後提出 

事前学習 

発表者：原稿を見ないで発表できるように練習す

る。 

聞き手：質問を考えてくる。 

事後学習 

発表者：発表の振り返りをする。 

聞き手：発表者の内容を各自ノートにまとめてお

く。 

第９回 

小説 ① 氏田雄介編著『みんなでつくる 意味がわ

かるとゾクゾクする超短編小説 54 字の物語 参』 

精読、グループ活動、発表 

事前学習 
平田オリザについて年譜を作成してくる。配布資

料を読み、分からない言葉を調べてくる。 

事後学習 発表原稿を仕上げてくる。 

第１０回 

小説 ② 氏田雄介編著『みんなでつくる 意味がわ

かるとゾクゾクする超短編小説 54 字の物語 参』 

精読、グループで創作活動、発表 

事前学習 発表原稿を提出する。 

事後学習 
各対話劇の内容を分析し、ノートに記録してお

く。 

第１１回 

小説 ③ 田丸雅智『E 高生の奇妙な日常』 

日本に於ける文学賞の紹介 

作家についての概要、精読、内容分析、グループ活動 

事前学習 
星新一の年譜を作成してくる。配布資料を読み、

分からない言葉を調べる。 

事後学習 
文献を参考にどのような作品を作るか考えてく

る。 

第１２回 

小説 ④ 名古屋に関する小説の多読 1 

コトノハなごや 2017 年、2019 年受賞作品及び 

2018 年入選作品 山﨑智子「屋上遊園地」 

精読、分析、グループ活動 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる 

事後学習 
授業で取り扱った作品を再度読んで、要旨を自分

の言葉で纏める。 

第１３回 

小説 ⑤ プレゼンテーション 

「お勧めの一冊」 

聞き手は聞き取りシートに記入後提出 

事前学習 

発表者：原稿を見ないで発表できるように練習す

る。 

聞き手：質問を考えてくる。 

事後学習 
発表者：発表の振り返りをする。 

聞き手：発表者の内容を各自ノートに纏める。 

課題研究 

１ 

補講を前提とする。その際は授業内で周知する。それが不可能であるならば、以下の課題 2 点に取り組む。 

課題： 

1. 田丸雅智『E 高生の奇妙な日常』の中から 1 つ選び、要約 200 字以内及び興味深い点等を 280～300 字でまとめる。 

2．第 15 回「小説⑤プレゼンテーション」の内容を 640～800 字でまとめる。 

実施、提出、課題提出後の事後学習、添削指導、質疑応答、学生の意見交換等は授業内で周知する。 

課題研究 

２ 

補講を前提とする。その際は授業内で周知する。それが不可能であるならば、以下の課題に取り組む。 

課題：「小説 ④ 名古屋に関する小説の多読 1」の作品の中から 2 作品選び、それぞれの要約（180～200 字以内）

及びその作品を選んだ理由（280～300 字）について述べよ。 

実施、提出、課題提出後の事後学習、添削指導、質疑応答、学生の意見交換等は授業内で周知する。 

期末試験 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 比較日本文化論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2382 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

世界には多くの文化が存在し、文化間で共通性もあれば、固有性や多様性もある。国際化が進む日本文化

の多様性を理解するためにも、他文化との比較を通して、その特徴を捉えることが必要になる。また、文化

の内外から日本文化を捉えなおす視点も、日本文化を理解するためには重要になる。 

本講義では、受講生自身の出身やその他の国や地域の現状と比較しながら、日本文化の特質や日本人のア

イデンティティについて、考えていきたい。 

８．学習目標 
１．日本文化について、客観的に考えることができるようになる。 

２．日本人のアイデンティティの形成について理解することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

予め参加者全員が、学習課題の事前学習に基づいて準備してから授業に参加する。教師が提示したテーマに

沿ってグループ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の

活動で書いた発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

今後も日本の日本人人口が激減し、外国人人口は増えていくと言われている。そのような中で、これからの

日本はどのようにしていけば多文化共生していけるかについて1,500字以上で纏め、期日の授業前に提出す

る。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】倉八順子『対話で育む多文化共生入門―ちがいを楽しみ、ともに生きる社会をめざして―』明石 

書店、2016。 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、客観的に考えることができたか。 

2.日本人のアイデンティティの形成について理解することができたか。 

○評定の方法 

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

2.小レポート 40％：授業の感想、随時課す課題の内容と提出期限の遵守により評価。 

3.試験 40％：基礎知識などの習得の程度により評価。 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は原則として認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

評価の主な対象となる。 

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

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の概要説明 

I 多文化共生を考えるための基礎知識 

第 1 章 日本のなかの「多文化」って何だろう? 

1 「多言語・多文化社会日本」とは?（pp.12～13） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 多文化共生の定義について調べてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第２回 

コラム▷言葉に紡がれた「多文化共生」 1  

『Man’yo Luster 万葉集』『英語でよむ万葉集』リービ

英雄（pp.14～15） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第３回 

2 「自民族中心主義」と「文化相対主義」 

（pp.17～18） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第４回 

4 日本に住む「外国人」はどのくらいいますか?  

（pp.21～23） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第５回 

5 どんな国の人が日本に住んでいますか? 

（pp.24～25） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 



 

 

第６回 

6 外国人はどんな仕事をしていますか? 

（pp.26～28） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第７回 

コラム▷言葉に紡がれた「多文化共生」 2  

「「日本出身」報道に違和感」大島親方 

（pp.40～41） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第８回 

コラム▷言葉に紡がれた「多文化共生」 3  

『在日』姜尚中 

（pp.48～49） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第９回 

コラム▷言葉に紡がれた「多文化共生」 9  

『自由への長い道』ネルソン・マンデラ 

（pp.114～115） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１０回 

コラム▷言葉に紡がれた「多文化共生」 10  

「私には夢がある」キング牧師 

（pp.126～127） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１１回 

13 ボランティア精神とは何ですか? 

（pp.128～129） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 

課題レポートを作成し、期日の授業前に提

出。授業で学んだことを自分の言葉でノート

に纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１２回 

14 外国人につながる人たちは地域とどうかかわりた 

いと考えていますか?―ボランティア精神での交流 

（pp.130～132） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１３回 

II 多文化共生のための実践 

1 「ちがいに気づく」レッスン ちがいのちがい 

（pp.140～146） 

内容確認・グループ活動・発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

課題研究 

１ 

補講を前提とする。その際は授業内で周知する。それが不可能であるならば、以下の課題に取り組む。 

課題：「第 2 章 「多文化」と「共生」するとはどういうことだろう? 7 異文化をどう考える?」（pp.107～110）を

読み、以下 2 点について自身の考えを小論文形式で 800～1000 字で述べよ。 

1.「二律背反的な関係」にある文化的背景を持つ人人が共に生きていくためにはどうしたらいいのだろうか。 

2．「図 7-1 ベリーの異文化受容態度」（p.109）を見て、どのような時に自分はどのような態度を取ってきたか。また

今まで自分の周辺でどのような人がいたか振り返ってみる。 

実施、提出、課題提出後の事後学習、添削指導、質疑応答、学生の意見交換等は授業内で周知する。 

課題研究 

２ 

補講を前提とする。その際は授業内で周知する。それが不可能であるならば、以下の課題に取り組む。 

課題：「15 外国人市民はどのように多文化共生にかかわっていますか?」（pp.133～135）を読み、以下に挙げる都市

の資料を 1 つ選び、資料から分かることをまとめた上で、自身の考えを小論文形式で 800～1000 字で述べよ。 

1. 豊田市：https://www.city.toyota.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/976/02keikaku_honpen.pdf 

(pp.46-51) 

2. 豊橋市：https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/18023/豊橋市多文化共生推進計画 2019-2023.pdf (pp.42-61) 

3. 名古屋市：http://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000092/92013/siryou.pdf (pp.67-77) 

実施、提出、課題提出後の事後学習、添削指導、質疑応答、学生の意見交換等は授業内で周知する。 

期末試験 
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１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1130 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 
テキストを輪読し、その内容について教員による解説を加え、必要
に応じ、受講生によるディスカッションを行う。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関

係 

 

７．講義概要 

社会福祉分野と経営分野は別々に発展した学問領域ではあるが、実は密接な関係性がある。社会福祉事業が

機能するためには適切なマネジメントが図られる必要があるからだ。つまり、営利を目的としない福祉の現場

においても、社会福祉施設が適切に運営されていくためには、適切なマネジメントが行われることが必要であ

る。それだけではなく、一般企業においても、従業員の福利厚生やメンタルヘルスの向上の視点から、福祉マ

インドを持ったスタッフが求められ始めている。 

そこで、本講座では、適宜補足レジュメ等を用いながら、まず福祉マインドの醸成を目的としてまずは介護

業界に絞って福祉における経営課題を学び、それぞれの解決策について考える。 

８．学習目標 

・福祉(介護)業界の実態を理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界における経営課題について理解できるようになる。 

・福祉(介護)業界が取るべき経営戦略のあり方を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．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．毎回の授業の冒頭に、前回の学習内容の理解度を確認するために、10分間の小テストを実施する。 

３．【期末レポート課題】 

介護経営を構成する３つの要素である「人」「もの（サービス）」「金」に関する要点について述べなさ

い。（2,000字以上） 

10．教科書・参考

書・教材 

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

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

日本医療企画、2015。（介護福祉経営士入門研修テキスト） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読や小テストを通じて、福祉業界について理解できたかどうか 

２．レポートを通じて、福祉業界における経営課題について理解し、取るべき経営戦略を考えることができて

いるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度     ４０％ 

レポート           ３０％ 

小テスト（毎回冒頭１０分）  ３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日本的教育の基本である予習（授業前に自宅で行う授業内容を効果的に理解するための事前学習）・復習（授
業後に自宅で行う授業内容の確認・定着のための事後学習）、宿題（授業後に課される授業内容をより良く理
解するために自宅等で取り組み、定められた期限までに提出することが求められる課題）を必ず行うこと。（特
に留学生にとっては、日本語で専門科目を学ぶ初めての機会となる科目なので、日本での留学の成果を効果的
なものとするためにも、しっかり行うこと。） 
この授業だけではなく、本学では事前学習・事後学習を行い、授業内で積極的にディスカッションに参加す

ることが求められる。1年生のうちにしっかりと事前学習、事後学習の習慣を身に付けていくこと。 
また、時間(納期)の厳守が日本的経営を支える理念的な基礎となっていることを踏まえ、遅刻・欠席につい

ては厳しく対応する。特に、福祉業界の職員が遅刻することは、サービス利用者を不必要に待たすことにより
サービス利用者の時間を不当に奪うことになるということを理解しておくこと。 

以上のことを理解した上で、積極的に授業に参加することを意識すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

イントロダクション 

介護経営の基礎知識① 

介護保険制度創設の経緯 

事前学習 テキスト pp.9～15を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度の基本理念を確認する。 

第２回 
介護経営の基礎知識② 

介護保険制度の要点、介護保険サービスの体系 

事前学習 テキスト pp.16～24を読んでくること。 

事後学習 介護保険制度のしくみを理解する。 

第３回 
介護経営の「人」 

介護事業者の組織、介護分野の人材、専門資格 

事前学習 テキスト pp.26～32を読んでくること。 

事後学習 福祉業界で求められる「ヒト」を理解する。 



 

 

第４回 
介護経営の「もの（サービス）」① 

介護保険サービスの種類、居宅・施設サービス 

事前学習 テキスト pp.33～46を読んでくること。 

事後学習 介護保険サービスについて理解する。 

第５回 
介護経営の「もの（サービス）」② 

コンプライアンス、介護事業者の遵守法令、 

事前学習 テキスト pp.47～55を読んでくること。 

事後学習 
福祉業界におけるコンプライアンス・第三者

評価制度等を理解する。 

第６回 
介護経営の「金」 

介護報酬、介護保険請求の仕組、介護事業者の収益構造 

事前学習 テキスト pp.56～67を読んでくること。 

事後学習 福祉業界の収益構造を理解する。 

第７回 
介護経営の戦略１ 人材確保 

戦略的人材確保策、外国からの介護人材受け入れ 

事前学習 テキスト pp.68～74を読んでくること。 

事後学習 
戦略的人材確保策として、ＡＩＳＡＳ分析に

ついて理解する。 

第８回 
介護経営の戦略２ 人材定着 

従業員満足・顧客満足・会社満足、雇用安定 

事前学習 テキスト pp.75～85を読んでくること。 

事後学習 
従業員満足、顧客満足、会社満足のバランス

について理解する。 

第９回 

介護経営の戦略３ リーダーシップ 

リッカートのマネジメント・システム論 

リーダーシップを高め、発揮するポイント 

事前学習 テキスト pp.86～92を読んでくること。 

事後学習 
リッカートのマネジメント・システム 4理論

について理解する。 

第１０回 
介護経営の戦略４ サービスの質の平準化 

サービスの質の平準化実現の枠組み作りと 8つの要点 

事前学習 テキスト pp.93～104を読んでくること。 

事後学習 
「サービスの質の平準化」と「サービスの内

容の平準化」の違いを理解する。 

第１１回 
介護経営の戦略５ 支出削減 

コスト構造と削減可能事項、人件費の効率性追求 

事前学習 テキスト pp.109～116を読んでくること。 

事後学習 
サービスの種類別のコスト構造の違いを理

解する。 

第１２回 
介護経営の戦略６ 労働効率 

職員の自己変革・自己成長を促す「アメーバ経営」 

事前学習 テキスト pp.117～120を読んでくること。 

事後学習 稲盛和夫のアメーバ経営について理解する。 

第１３回 

介護経営の戦略７ 営業活動 

介護事業者に適した「農耕型営業」 

授業のまとめ 

事前学習 
テキスト pp.121～128、pp.134～142 を読ん

でくること。 

事後学習 

営利企業の PUSH 型営業とは異なる福祉業界

に多い COME IN型営業を理解する。これまで

学んだ内容を振り返り、福祉業界における経

営課題の解決策について考える。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 2 回～第 5 回の講義内容を踏まえて、「介護経営における人とサービスの現状と課題」についてレ

ポートにまとめなさい。（留意点）介護保険制度における「人」と「もの（サービス）」の在り方。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、「介護経営における経営資源の重要性」についてレポートに

まとめなさい。（留意点）介護経営における 3 つの経営資源、ヒト・もの（サービス）・カネなどの視点から考察。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 11 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け、適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

「14.授業展開及び授業内容」の「事前学習」「事後学習」の項目をよく確認すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】河野哲也著『レポート・論文の書き方入門（第 4 版）』慶應義塾大学出版会、2018。 

 その他、必要に応じてプリント資料を配付する。 

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 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

（１）授業では、音読や視写、討議やグループワーク等を取り入れ、文章を書く活動を多く取り入れて進め

る。真剣に取り組むとともに、絶えず意欲的かつ積極的に参加すること。 

（２）日頃から新聞や本を読む等、できるだけ活字に親しむ機会をつくること。さらに、政治、経済、教育、

福祉、環境問題等にも関心を向け、絶えず日常生活の中の諸問題に対して自分の考えを持てるように

努力すること。 

（３）宿題や課題レポート等には誠実に取り組み、提出期限を守ること。 

（４）授業には真剣に取り組み、携帯電話（メール等）や私語等周りの迷惑になる行為は慎むこと。 

（５）この授業では手書きを基本とするので、鉛筆・シャープペンシルの使用を原則とする。（パソコン不可） 

（６）清書した各課題は抜き打ちでチェックするので、全てファイリングして毎回持参すること。 

13．オフィスアワー 授業時に告知 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

（シラバス・授業の進め方・宿題・期末課題の確認） 

自己紹介文の作成 

事前学習 
自己紹介できるよう資料を集め、各自発表し、自

己アピールできるようにする。 

事後学習 
発表した自己紹介文を清書してファイリングす

る。 

第２回 説明文の作成（プリント使用） 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握する。 

事後学習 作成した文章を清書してファイリングする。 

第３回 意見文の作成①（文章の型） 

事前学習 配布資料を熟読し、内容を把握する。 

事後学習 作成した文章を清書してファイリングする。 

第４回 意見文の作成②（問題提起の仕方） 

事前学習 配布資料を熟読し、自分の意見をまとめておく。 

事後学習 作成した文章を清書してファイリングする。 

第５回 テキスト批評①（要約文の作成） 

事前学習 配布資料から批評するテキストを選んでおく。 

事後学習 要約文を清書する。 



 

 

第６回 テキスト批評②（問題提起と議論） 
事前学習 

関心を持った主張を書き出し、発表できるように

準備する。 

事後学習 問題提起と議論を清書する。 

第７回 テキスト批評③（発表） 

事前学習 前時に作成した文章を発表する。 

事後学習 清書してファイリングする。 

第８回 レポートの構成（プリント使用） 

事前学習 配布プリントの問題に答える。 

事後学習 学習内容を振り返り、ノートにまとめる。 

第９回 課題レポートの作成①（構想、計画、材料収集等） 

事前学習 各グループで、課題レポートのテーマを決める。 

事後学習 
テーマをもとに、構想を練り、材料収集などにつ

いて話し合う。 

第１０回 課題レポートの作成②（下書き、推敲） 

事前学習 グループごとで作成したレポートを推敲する。 

事後学習 
グループでお互いのレポートを読みあい、より推

敲を重ねる。 

第１１回 課題レポートの作成③（清書） 

事前学習 作成したレポートを清書する。 

事後学習 次時からの発表についての準備をする。 

第１２回 課題レポートの発表、ディスカッション 

事前学習 意見交換ができるよう準備する。 

事後学習 
発表レポートについてコメントを書いて提出す

る。 

第１３回 まとめ、授業評価 

事前学習 これまでの授業内容を振り返り考えをまとめる。 

事後学習 
ノート、作成した文章、プリントを読み返し、今

後のレポート作成に役立てる。 

課題研究 

１ 

課題：「事実か意見か」「あいまいな文」「文のねじれ」についてのプリント問題を解き提出する。 

実施時期：第 4 回授業後に実施。プリントは第 4 回に配布する。添削指導は第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回授業開始前に提出する。 

事後学習：問題を解いて学んだことをノートにまとめる。 

課題研究 

２ 

課題：「引用の仕方」に関するプリント問題を解き提出する。  

実施時期：第 7 回授業後に実施する。プリントは第 7 回に配布する。添削指導は第 9 回授業後に実施する。 

提出期限；第 8 回授業開始前に提出する。 

事後学習：問題を解いて学んだことをノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 文章表現（留学生） （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS1107 

GELA1107 
２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション等  ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学の講義及びゼミでは、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授業では、大

学での学習、研究に必要な「書く」技術の基礎訓練を行う。したがって、目標とされるのは、文学的表現や
美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な表現法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、
表現の適切さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、論理の一貫性などに重点をおいて学習していく。 

特に、身近な問題や内外の諸問題、実際のレポート等を取り上げ、テーマを設定して書く活動やグループ
活動を取り入れながら、基礎的な文章表現力を磨いていく。 

８．学習目標 

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ようになる。 

２ わかりやすい表現方法や明瞭且つ論理的な文章を作成する力量を身に付けることができるようになる。 

３ 定められたテーマで決められた時間、字数等の条件の中で文章を作成する技術と態度を身につけること

ができるようになる。 

４ 与えられたテーマについて、自分の考えを自分の言葉で書き、発表することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．「ふるさと」についての紹介文を作成する。 

２．「好きな商品」についての紹介文を作成する。 

３．将来の夢について作文する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

荻原稚佳子・増田眞佐子・齊藤眞理子・伊藤とく美『日本語上級話者への道』スリーエーネットワーク、２
００５。 

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 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

 上記の他に、本学の規定に定められている３／４以上の出席が単位の取得条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、受講生が文章を書くことに取り組むきっかけを提供したい。アサイメント及びレポート

については、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当教

員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

第 1 課 自己紹介で好印象をあたえよう  

step1 やってみよう 1 自分を印象づけるような自己紹

介 

事前学習 教科書 pp.10‐11 に取り組んでおく。 

事後学習 
自己紹介をして感じたことをまとめてみる。 

第２回 
第 1 課 自己紹介で好印象をあたえよう  

step2 やってみよう 2 場面に応じた自己紹介 

事前学習 教科書 p.15 に取り組んでおく。 

事後学習 
場面に応じた自己紹介の話題について整理

してみる。 

第３回 
第 2 課 きっかけを語ろう 

step1 やってみよう 1 きっかけをはなしてみる 

事前学習 教科書 pp.18‐19 に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.21 を読み、適切な質問の仕方につ

いて考えてみる。 

第４回 
第 3 課 なくした体験を話そう 

step2 やってみよう 2 遺失物についてのロールプレイ 

事前学習 教科書 p.26 に取り組んでおく。 

事後学習 
ロールプレイをして気づいたことを整理し

てみる。 

第５回 
第 4 課 町の様子を話そう 

step1 やってみよう 1 ふるさとの紹介文の作成 

事前学習 教科書 pp.34‐35 に取り組んでおく。 

事後学習 ふるさとの紹介文を清書する。 

第６回 
第 5 課 動きの順序を説明しよう 

step2 やってみよう 2 「自転車の乗り方」の説明 

事前学習 教科書 p.42 に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 pp.46‐47 を読み、「自転車の乗り方」

の説明に必要な表現を整理する。 

第７回 

第 6 課 スポーツのおもしろさを伝えよう 

step2 やってみよう 2 スポーツについてディスカッシ

ョンしよう 

事前学習 教科書 p.50 に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.53 を読み、スポーツのおもしろさ

について考えてみる。 



 

 

第８回 
第 7 課 言いかえて説明しよう 

step2 やってみよう 3 物の名前をあてるゲーム 

事前学習 教科書 p.58 に取り組んでおく。 

事後学習 
教科書 p.61 を読み、聞きやすい話し方につ

いて整理してみる。 

第９回 
第 8 課 比べて良さを伝えよう 

step1 やってみよう 1 商品についての紹介文の作成 

事前学習 教科書 p.64 に取り組んでおく。 

事後学習 自分の好きな商品の紹介文を清書する。 

第１０回 
第 9 課 ストーリーを話そう 

step2 やってみよう 2 4 コマ漫画の説明 

事前学習 教科書 p.72 に取り組んでおく。 

事後学習 
友達による 4コマ漫画の説明を聞いて気付い

たことを整理してみる。 

第１１回 

第 10 課 最近の出来事を話そう 

step1 やってみよう 1 他の人の言葉を引用して最近の

出来事を紹介する 

事前学習 教科書 p.80 に取り組んでおく。 

事後学習 
引用のルールについて、調べてみる。 

第１２回 
第 12 課 将来の夢を語ろう 

step1 やってみよう 1 友だちに将来の夢を話そう 

事前学習 教科書 p.98 に取り組んでおく。 

事後学習 
将来の夢を説明するために情報を収集して

おく。 

第１３回 

第 12 課 将来の夢を語ろう 

step2 やってみよう 2 将来の夢の背景やきっかけを説

明する 

事前学習 教科書 p.99 に取り組んでおく。 

事後学習 
第１２回・第１３回授業を踏まえて、将来の

夢について、作文する。 

課題研究 1 

課題研究テーマ：第 5 回講義で学習した「町の様子」の「紹介」という視点から、「ふるさとの紹介文」を作成し、レ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートのふるさとについてまとめてみる。 

課題研究 2 

課題研究テーマ：第 11 回講義で学習した「引用」を活用して、「あなたの国で最近増えてきた病気」について、レポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 1,000 字程度 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、引用のルールについてまとめてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅱ（アカデミック・ライティング） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2307 

２．授業担当教員 森田 哲志 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現をすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業は、大学生として求められるアカデミック・ライティングの実践的なスキルをトレーニングして

いくことを目的としています。 

具体的には、「問題設定」、「調査」、「文章作成」についての課題に取り組む中で、アカデミック・ライティ

ングのルールを確認していきます。その上で、受講生それぞれ（個人あるいはグループ）が、「問題設定」、

「調査、情報収集」を行ったうえで、レポートなどの適切な形にまとめていきます。 

さらに、受講生のレベルに応じて、レポート作成の基礎となる文字表記、語彙力の向上のための小テスト

も行います。 

８．学習目標 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につける。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになる。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につける。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 
○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ
ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日

本語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学で必要とされるアカデミック・ライティングの知識とルールを身につけることができたか。 

2) 自分の考えたことから、レポートなどの問題設定をすることができるようになったか。  

3) 自分の調査課題について、必要な情報収集、文献検索の技術を身につけることができたか。  

4） 調査課題について調べたことを、レポートなどの適切な文章にまとめることが出来たか。 

○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 授業内課題 総合点の 40％ 

３ 提出物（レポート等） 総合点の 30％ 

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むこと。 

2）授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3）携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 

4）わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 

5）どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6）受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行が変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回の授業時に指示する。 

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 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 1・課題 2(pp.74-77) 

事前学習 
pp.74-77 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2 をまとめておく。 

第３回 
第 11 課「アカデミックな文章を書く」 

課題 3・課題 4(pp.77-79) 

事前学習 
pp.77-79 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

3・課題 4 をまとめておく。 

第４回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 1・課題 2・課題 3(pp.100-102) 

事前学習 
pp.100-102 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第５回 
第 14 課「レポートとは何かを知る」 

課題 4・表現例と書式(pp.102-105) 

事前学習 
pp.102-105 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・表現例と書式をまとめておく。 



 

 

第６回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 1・課題 2 (pp.106-108) 

事前学習 
pp.106-108 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2 をまとめておく。 

第７回 
第 15 課「テーマを絞り込み、資料を探す」 

課題 3・課題 4・課題 5 (pp.108-113) 

事前学習 

pp.108-113 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。課題 4

の資料を探し、第 8 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

3・課題 4・課題 5 をまとめておく。 

第８回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 1 (pp.114-115) 

事前学習 
pp.114-115 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1 

をまとめておく。 

第９回 
第 16 課「論拠を示す」 

課題 2・ (pp.115-117) 

事前学習 
pp.115-117 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第１０回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 1・課題 2 (pp.118-120) 

事前学習 
pp.118-120 を読み、大切だと思うところと疑

問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2 をまとめておく。 

第１１回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 3・課題 4 (pp.120-122) 

事前学習 
pp.120-122 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

3・課題 4 をまとめておく。 

第１２回 
第 17 課「文献から引用する」 

課題 5 (p.123) 

事前学習 

p.123 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。課題 5 の資

料を探し、第 14 回授業に持参する。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 5

をまとめておく。 

第１３回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 1・課題 2 (pp.124-126) 

事前学習 
pp.124-126 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2 をまとめておく。 

第１４回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 3・課題 4 (pp.126-127) 

事前学習 
pp.126-127 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

3・課題 4 をまとめておく。 

第１５回 
第 18 課「アンケート調査をする」 

課題 5・課題 6 (pp.127-129) 

事前学習 
pp.127-129 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 

教員が強調した点に気をつけながら、課題
5・課題 6 をまとめておく。アンケート調査

を実施する。 

第１６回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 1(pp.130-132) 

事前学習 
pp.130-132 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

をまとめておく。 

第１７回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 2・課題 3(pp.133-134) 

事前学習 
pp.133-134 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
2・課題 3 をまとめておく。 

第１８回 
第 19 課「図表を利用する」 

課題 4・課題 5(pp.134-135) 

事前学習 
pp.134-135 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5 をまとめておく。 

第１９回 
第 17 課・第 18 課・第 19 課で学んだことを活かして

レポートを書く 

事前学習 pp.118-135 を復習しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、

pp.118-135 をよく復習する。 

第２０回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 

第２１回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 1(pp.136-137) 

事前学習 
pp.136-137 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 1

を完成させる。 



第２２回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２３回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 3(p.139) 

事前学習 
p.139 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 3

を完成させる。 

第２４回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２５回 
第 20 課「プレゼンテーションで内容を見直す」 

課題 2 (p.138) 

事前学習 
p.138 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題 2

をまとめておく。 

第２６回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 1・課題 2 (pp.140-142) 

事前学習 
pp.140-142 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2 をまとめておく。 

第２７回 
第 21 課「レポートを仕上げる－タイトル・推敲－」 

課題 3・課題 4 (pp.142-143) 

事前学習 
pp.142-143 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
3・課題 4 をまとめておく。 

第２８回 レポート執筆のまとめ(pp.144-145)、授業の振り返り 

事前学習 
pp.144-145 を読み、大切だと思うところと

疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、レポー

ト執筆のまとめをまとめておく。 

課題研究

１ 

課題：第 1 回～第 5 回の授業で学んだ第 11 課・第 14 課（pp.74-79,100-105）を復習し、「序論」「本論」「結論」の 3

部構成で課題レポートを書く。 

レポート形式：p.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

提出期限：第 6 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：pp.104-105 の表現例と書式を復習しておく。レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成

のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 6 回～第 9 回の授業で学んだ第 15 課・第 16 課（pp.106-117）を復習し、データ（論拠）を引用して意見を

述べるレポートを書く。 

レポート形式：p.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

提出期限：第 10 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現Ⅲ（口頭発表表現） （4 単位） 

３．科目番号 GELA3307 

２．授業担当教員 青木 優子・佐野 あゆみ・大川 たかね 

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 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
文章表現Ⅱをすでに受講していることが望ましい。 

７．講義概要 

この授業では、自己紹介、自分の身近な問題から受講生がまとめたレポートなどの成果に至るまで、効果

的にスピーチやプレゼンテーションをするための口頭表現を学び、実践的な情報発信力、コミュニケーショ

ン能力を養うためのトレーニングを進めていきます。 

具体的には、自分の発表を聞き手に伝えるためには、どのような発表の「型」を取ることが適切なのか、

発表資料や原稿の準備と発表を通して、実践的に訓練していきます。作成した発表資料などについては、ペ

アワーク、グループディスカッションを通して、受講生同士で検討していきます。その中で、発表に対する

適切なコメントの仕方も練習していきます。 

また、受講生のレベルに応じて、口頭表現の基礎となる日本語運用能力向上のための小テストも行います。 

８．学習目標 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになる。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになる。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになる。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようにする。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○事前・事後学習課題は各回の事前学習に指定された課題を指す。 

○授業後の提出物は、事前課題の提出や授業中使用したワークシートの提出等を指す。 

○自己PRスピーチ、ポスター発表、スライドを使用したプレゼンテーション等の発表原稿（もしくはポスタ

ー、スライド等）も評価対象とし、発表終了後に提出する。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表を指す。 

10．教科書・参考書・

教材 

教科書：野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日

本語表現力アップ』ひつじ書房、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 大学の学びの場で求められるさまざまな口頭表現の形式を理解し、自ら実践できるようになったか。 

2) 発表内容を適切な日本語の表現で伝えることができるようになったか。  

3) 発表内容に適した資料の作成ができるようになったか。 

4） 発表に対して、適切なコメントをできるようになったか。  

5） 適切な速さや大きさで、発表をすることが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、口頭発表試験等) 総合点の 40％ 

３ 提出課題 総合点の 30％ 

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むこと。 
2) 授業で扱ったすべてのプリントは無くさないようにし、ファイルにまとめておくこと。 

3) 携帯電話は電源から切り、かばんの中にしまうこと。 
4) わからないことはどのようなことでも教員に質問するよう心がけること。 
5) どのようなことでもよいので積極的に意見を述べること。 

6) 受講者や授業の進行状況によりシラバスの進行を変更する場合がある。 

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 授業概要の説明 
事前学習 

教科書の目次とはじめに（pp.ⅳ-ⅷ）を読み、

大切だと思うところと疑問に思うところに

線を引いておく。 

事後学習 シラバスの内容をよく確認しておく。 

第２回 
第 1 課「イントロダクション」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5 (pp.2-5) 

事前学習 
pp.2-5 を読み、大切だと思うところと疑問に

思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・～課題 5 をまとめておく。 

第３回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.10-14） 

事前学習 
pp.10-14 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第４回 
第 2 課「表現の基礎（1）－表記と言葉づかい－」 

課題 4・課題 5（pp.14-17） 

事前学習 
pp.14-17 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5 をまとめておく。 

第５回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.18-21） 

事前学習 
pp.18-21 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 



第６回 
第 3 課「情報を整理して示す－メモやメニュー－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.22-25） 

事前学習 
pp.22-25 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

5・課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第７回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.26-28） 

事前学習 
pp.26-28 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第８回 
第 4 課「情報を確実に伝える－注意書き－」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.29-31） 

事前学習 
pp.29-31 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第９回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4（pp.32-35） 

事前学習 
pp.32-35 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3・課題 4 をまとめておく。 

第１０回 

第 5 課「情報を正確に伝える－連絡・案内のメールな

ど－」 

課題 5・課題 6・課題 7（pp.36-37） 

事前学習 
pp.36-37 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

5・課題 6・課題 7 をまとめておく。 

第１１回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.40-42） 

事前学習 
pp.40-42 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１２回 
第 6 章「表現の基礎（2）－読みやすい文を書く－」 

課題 4・課題 5（pp.42-45） 

事前学習 
pp.42-45 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5 をまとめておく。 

第１３回 
第 7 章「相手に合わせて表現する」 

課題 1・課題 2・課題 3・課題 4・課題 5（pp.46-49） 

事前学習 
pp.46-49 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・～課題 5 をまとめておく。 

第１４回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.52-54） 

事前学習 
pp.52-54 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第１５回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.55-57） 

事前学習 
pp.55-57 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5・課題 6 をまとめておく。 

第１６回 
第 8 章「配慮して伝える」 

課題 7・課題 8（pp.58-59） 

事前学習 
pp.58-59 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
7・課題 8 をまとめておく。 

第１７回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 1・課題 2（pp.60-63） 

事前学習 
pp.60-63 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2 をまとめておく。 

第１８回 
第 9 章「丁寧に伝える－手紙の書き方－」 

課題 3・課題 4（pp.63-66） 

事前学習 
pp.63-66 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

3・課題 4 をまとめておく。 

第１９回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く

－」 

課題 1・課題 2（pp.70-71） 

事前学習 
pp.70-71 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2 をまとめておく。 

第２０回 

第 10 章「表現の基礎（3）－わかりやすい文章を書く
－」 

課題 3・課題 4（pp.72-73） 

事前学習 
pp.72-73 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
3・課題 4 をまとめておく。 

第２１回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 1・課題 2・課題 3（pp.80-85） 

事前学習 
pp.80-85 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２２回 
第 12 課「企画をアピールする」 

課題 4・課題 5・課題 6（pp.86-89） 

事前学習 
pp.86-89 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
4・課題 5・課題 6 をまとめておく。 



 

 

第２３回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 1・課題 2（pp.90-94） 

事前学習 
pp.90-94 を読み、大切だと思うところと疑問
に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

1・課題 2 をまとめておく。 

第２４回 
第 13 課「自分を表現する－自己 PR 基礎編－」 

課題 3・課題 4（pp.95-97） 

事前学習 
pp.95-97 を読み、大切だと思うところと疑問

に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
3・課題 4 をまとめておく。 

第２５回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 1・課題 2 ・課題 3 (pp.146-150) 

事前学習 
pp. 146-150 を読み、大切だと思うところと
疑問に思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題
1・課題 2・課題 3 をまとめておく。 

第２６回 
第 22 課「自分を表現する－自己 PR 発展編－」 

課題 4 ・課題 5 (p.151) 

事前学習 
p. 151 を読み、大切だと思うところと疑問に
思うところに線を引きまとめる。 

事後学習 
教員が強調した点に気をつけながら、課題

4・課題 5 をまとめておく。 

第２７回 自己 PR の発表① 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す

る。 

第２８回 自己 PR の発表②、授業のまとめ 

事前学習 発表準備を行う。 

事後学習 
フィードバックを受けて自己 PR を再考す
る。 

課題研究

１ 

課題：第 2 回授業で学んだことを復習し、「自己紹介のための自己分析」(pp.6-8)の 6 つの問いを含めた 1 分程度の自
己紹介文を作成する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（p.6 の 6 つの問いの答えをすべて含める。） 

提出期限：第 3 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

課題研究

２ 

課題：第 7 章「相手に合わせて表現する」（pp.46-51）を熟読し、pp.50-51 の課題 6・課題 7 に関するレポートを作成

する。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（課題 6・課題 7 合わせて 1000 字程度） 

提出期限：第 14 回授業の開始時に提出する。 

事後学習：レポートのフィードバックを受けたら、次回のレポート作成のために学んだことをまとめておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 法学（憲法） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1317 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 

講義（質疑応答を含む）を主とするが、事例問題ではグループ討議、
発表、検討を行う。講義はレジュメに沿って行うが、理解を助ける

上で教科書を使用したり、必要な最新情報等を提供したりする。各
自が要点を把握し、配布されたレジュメに筆記することが必要であ
る。毎回の授業時間の末尾においてその日の授業内容に関する内容

を記入し、提出する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。この科目は、民法、行政法、教育

法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

本科目は、教育職員免許状を取得する際の基礎資格として必須科目である。また、公務員試験を受験する

際の必要な科目ともなっている。 

公務員や教員だけに限らず社会人にとって、法について基礎知識を学び、身に付けることは仕事を進める

上で大切なことである。また、一般の公務員や教員及び企業人の実践力は法に裏付けられたものでなければ、

その役割を全うすることは困難である。 

そこで、本講義では法の作用や役割を学び、社会人として必要とされる法律の基礎知識を習得する。なお、
習得の際には多くの具体的事例を通して学び、時にはグループディスカッションをしたりして理解を深める
ことにする。 

８．学習目標 

１．法学（憲法）の基礎知識を理解する。 

２．法学を学ぶには、条文や判例などを読むことは欠かせないものであるとの学習態度を身に付ける。 

３．法律的なものの考え方を理解し、仕事に就いたときに活かせるようにする。 

４．教員採用試験や公務員試験に出題される法規一般の問題に対応しうる法律知識を身に付ける。 

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】 

憲法９条について以下の内容について書きなさい。「①条文の解釈②９条に関する日本政府見解の変遷につ

いて③９条についての自分の意見」（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

日本国憲法に規定されている「基本的人権」の概要を書きなさい。あわせて、最近主張されている「新し

い人権」を一つ選びその内容の説明とその新しい人権についてのあなたの考えを書きなさい。（A4用紙） 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】伊藤 正己著『憲法入門 第四版補訂版』有斐閣双書、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができたか。 

２．日本国憲法の基本原理と三権についての理解を深めることができたか。 

３．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所、警

察官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み状況（授業態度、発言、発表など） ４０％ 

レポートや理解度テストの結果 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

憲法の勉強は一見難しそうだが、何といっても日本の基本となる決まりだからしっかり勉強すること。 

条文を繰り返し読んで、内容の理解に努めること。 

また、教室内での学習中のマナーを守り、併せて必要な自宅学習にも積極的に取り組むこと。 

13．オフィスアワー  講義の中で、周知するが、研究室に在室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 
憲法とは何か 

    教科書 pp.1～17 

事前学習 日本国憲法の特色は何か確認しておく。 

事後学習 
憲法について理解、発見、感じたことをまと

め、本時の学習ポイントを整理する。 

第２回 
明治憲法の特質について 

    教科書 pp.18～28 

事前学習 明治憲法の特色を調べる。 

事後学習 
明治憲法について理解、発見、感じたことを

まとめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第３回 
日本国憲法の成立について 

    教科書 pp.29～38 

事前学習 日本国憲法成立の改定を調べる。 

事後学習 

日本国憲法の成立過程について理解、発見、

感じたことをまとめ、本時の学習ポイントを

整理する。 

第４回 
国民主権について（国民主権と選挙） 

    教科書 pp.54～77 

事前学習 
国民主権と選挙に行かない多くの人につい

ての関係を考える。 

事後学習 
国民主権について理解、発見、感じたことを

まとめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第５回 
国民主権について（象徴天皇制と地方自治） 

    教科書 pp.78～103 

事前学習 天皇制の意味を考える。 

事後学習 

象徴天皇制についての理解、発見、感じたこ

とをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 



 

 

第６回 
平和国家について 

    教科書 pp.104～115 

事前学習 
国際社会の現状と我が国の平和主義につい

て考える。 

事後学習 
憲法九条について理解、発見、感じたことを

まとめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第７回 
基本的人権の保障について（人権の体系） 

    教科書 pp.131～146 

事前学習 
人権の保障についてどんな課題があるか調

べる。 

事後学習 
人権の体系について理解、発見、感じたこと

をまとめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第８回 
基本的人権の保障について（自由権） 

    教科書 pp.147～174 

事前学習 自由権の内容を確認する。 

事後学習 
自由権について理解、発見、感じたことをま

とめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第９回 
基本的人権の保障について（社会権） 

    教科書 pp.175～184 

事前学習 社会権の内容を確認する。 

事後学習 
社会権について理解、発見、感じたことをま

とめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第１０回 

権力分立について（国会①） 

 国会の地位と性格、両院制、国会議員の地位について 

    教科書 pp.185～196 

事前学習 
国会議員と地方議会議員の役割の違いを考

える。 

事後学習 

国家議員の役割について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１１回 

権力分立について（国会②） 

 国会の会期、国会の議事、国会と財政、議院の権能に

ついて    教科書 pp.196～224 

事前学習 内閣の役割を確認する。 

事後学習 

内閣の役割についての理解、発見、感じたこ

とをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

第１２回 
権力分立について（内閣） 

    教科書 pp.212～224 

事前学習 裁判所の役割を確認する。 

事後学習 
三審制について理解、発見、感じたことをま

とめ、本時の学習ポイントを整理する。 

第１３回 
権力分立について（裁判所） 

    教科書 pp.225～236 

事前学習 
憲法改正の仕組みと改正への賛否の考え方

を調べる。 

事後学習 

憲法改正の方法について理解、発見、感じた

ことをまとめ、本時の学習ポイントを整理す

る。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：自分の国の憲法の内容及び特色について、外国人に説明する内容をレポートにまとめなさい。また自

国の憲法についてあなたの感想を書きなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字） 

実施時期：第 3 回授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 6 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：教科書の pp.117～120 の「人権の歴史、⑴人権の思想、⑵人権の拡大過程」の内容を要約して、レポ

ートにまとめなさい。また、要約内容へのあなたの感想を書きなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字） 

実施時期：第 8 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第 11 回授業終了後に行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答で学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 簿記 （4 単位） 

３．科目番号 SBMP2132 

２．授業担当教員 武田 嘉孝 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、問題演習などを併用し、期末に試

験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」履修後、「会計学」を履修すると理解力は増大する。 

７．講義概要 

簿記は、事業経営における日々の取引を記録し、経営成績や財政状態を把握するための財務諸表にまとめ

るための基礎部分を構成する、実務的には非常に重要な部分を占めるものです。簿記を学ぶ上では、机上で

学ぶことに加え、実際に手を動かし、電卓を叩いて、実践することが大切です。 

この講座では、１コマ目の前半３０分間を用いて、毎回確認テストを行い、確認テストを解説した上で、

２コマ目で新たな分野を学習します。 

この講座を受講する学生は、毎回電卓（できれば 10 ケタ以上の電卓を用意して欲しい）を持参して下さい。 

８．学習目標 

１、簿記の仕組みを理解し、簡単な仕訳を正確にできるようになる。 

２、財務諸表の仕組みを理解し、自分で作成できるようになる。 

３、日商簿記３級程度の内容を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 

アサインメント及びレポートについては、時には提出を求めることがある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

武田嘉孝著『簿記原理』中部日本教育文化会、2017。 

渡部・片山・北村編著『簿記ワークブック 3級商業簿記』中央経済社、2017。 

【参考書】 

授業内で適宜指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

１．毎回の小テスト、復習問題及び期末試験において、基本的な仕訳を理解し、正確に仕訳を切ることがで

きるか。 

２．日常的な仕訳の成果として、精算表や財務諸表を作成することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．毎回の小テスト・復習問題の理解度 総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業をただ受動的に聴くだけでは簿記の技法は身に付くものではない。ワークブックおよびテキストに示

した重要項目の処理方法を、その通りに実施することによって身につけられる。学ぶよりも真似ることが重

要。 

13．オフィスアワー 授業中に別途通知する。不明箇所があったらその時間が終了後に必ず質問に来るようにしてほしい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション(講義概要の説明) 簿記の意義 
事前学習 簿記学習の心構えの話をする。 

事後学習 勘定と勘定科目の意味を理解する。 

第２回 財産の変動と貸借対照表 
事前学習 資産・負債・純資産の勘定を覚える。 

事後学習 財政状態の意義・貸借対照表の役割を知る。 

第３回 収益・費用の発生と損益計算書 
事前学習 損益計算書の性格を知っておく。 

事後学習 損益計算書に計上される勘定の種類を学ぶ。 

第４回 簿記上の取引 
事前学習 貸借対照表と損益計算書の仕組みを把握する。 

事後学習 取引要素の結合関係を学習する。 

第５回 工業簿記の基礎（特色） 
事前学習 工業簿記の特色を調べる。 

事後学習 工業簿記の記帳の対象をまとめる。 

第６回 原価の 3 要素 
事前学習 原価の要素には何があるか調べる。 

事後学習 原価の 3 要素とは何かをまとめる。 

第７回 原価と原価計算 

事前学習 原価計算期間、原価計算の分類を調べる。 

事後学習 
原価の構成、発生携帯・製品・操業度から分類

する。 

第８回 工業簿記の構造 
事前学習 原価要素の処理方法について調べる。 

事後学習 製品完成から販売にいたる処理をまとめる。 

第９回 工業簿記総合復習問題１ 
事前学習 総合復習練習 1 を解答する。 

事後学習 総合復習練習 1 を解説する。 

第１０回 工業簿記総合復習問題２ 
事前学習 総合復習練習 2 を解答する。 

事後学習 総合復習練習 2 を解説する。 

第１１回 現金と預金 
事前学習 現金・預金の範囲を調べる。 

事後学習 小口現金出納帳などの記帳法を理解する。 

第１２回 債権・債務処理 
事前学習 債権・債務の種類を調べる。 

事後学習 各種関連問題の記帳練習をし、理解を深める。 



 

 

第１３回 商品有高帳 
事前学習 各種処理方法の知識を整理する。 

事後学習 売上原価、期末商品棚卸高の金額を確かめる。 

第１４回 約束手形と為替手形 
事前学習 手形の種類と約手・為手の違いを調べる。 

事後学習 仕訳練習により、両者の違いを理解する。 

第１５回 減価償却 
事前学習 減価償却の意義を知っておく。 

事後学習 計算方法と仕訳方法を理解する。 

第１６回  貸倒れの見積り 
事前学習 貸倒れの意味を調べる。 

事後学習 差額補充法を理解できるようにする。 

第１７回  有価証券の処理 
事前学習 時価主義による評価替えの必要性を調べる。 

事後学習 処理方法を具体的な問題練習で知っておく。 

第１８回  商品評価損と棚卸減耗損 
事前学習 

期末実地棚卸による商品の金額を修正する意

味を知っておく。 

事後学習 商品評価損と棚卸評価損の計算法を覚える。 

第１９回  売上原価の計算と期末修正仕訳 

事前学習 
商品勘定３分法による売上原価の計算の必要

性を知っておく。 

事後学習 
仕入勘定で売上原価を計算するための修正仕
訳をしっかりと理解しておく。 

第２０回 決算整理事項の総括 
事前学習 決算修正仕訳の種類を列挙する。 

事後学習 各種の決算修正仕訳を知る。 

第２１回 費用収益の見越しと繰延べ 
事前学習 期間損益計算の必要性を調べる。 

事後学習 見越しと繰延べの意味と整理仕訳を理解する。 

第２２回 決算産整理事項の仕訳から精算表への記入 
事前学習 精算表への修正記入項目の整理をする。 

事後学習 精算表の作成方法を理解する。 

第２３回 ８桁精算表の作成 
事前学習 修正欄への記帳練習をする。 

事後学習 精算表の各種締切り方法を理解する。 

第２４回 精算表の記帳練習１ 
事前学習 精算表の作成書式の違いの練習をする。 

事後学習 締め切り方法に違いがあることを覚える。 

第２５回 精算表の記帳練習 2 
事前学習 

精算表の出題問題には、逆進問題があるため、 

この解き方を練習する。 

事後学習 全体的な精算表の解き方を知ることが出来る。 

第２６回 精算表の記帳練習３ 

事前学習 ８桁精算表の総合問題を練習する。 

事後学習 
８桁精算表の全体的な問題に対応できるよう
にする。 

課題研究 

１ 

補講授業を実施する。 

授業内容：取引の仕訳と勘定への記入を理解する。第 4 回の授業後に実施する。 

実施時期：第 4 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前授業：借方、貸方に記入される勘定を覚える。 

事後学習：仕訳帳と元帳の記帳方法を知る。 

課題研究 

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：精算表（6 桁）の作成を学ぶ。第 4 回の授業後に実施する。 

実施時期：第 4 回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前授業：残高試算表と BS,PL との連結方法を知る。借方、貸方に記入される勘定を覚える。 

事後学習：元帳の残高から精算表作成への連結方法を理解する。 

課題研究 

３ 

補講授業を実施する。 

授業内容：元帳の締切り（元帳決算）の方法を学ぶ。 

実施時期：上記の２回の補講後に実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前授業：元帳の締め切る手順を知る。 

事後学習：純利益を資本金（繰越利益剰余金）へと振替える方法を理解する。 

課題研究 

４ 

補講授業を実施する。 

授業内容：上記の補講授業の内容について復習問題の練習をする。 

実施時期：上記の 3 回の補講後に実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前授業：補講授業の内容を復習しておく。 

事後学習：記帳練習を行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP1302 

SSMP1102 

PSMP1402 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 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これまでわが国の保健医療サービスは、国民皆保険制度によって支えられてきた。しかし疾病構造の変化や
高齢化が進んでいる現在、わが国の保健医療サービスは再編成を迫られている。この科目では医療保険制度
の概要と医療費に関する政策的動向、診療報酬制度の概要、保健医療サービスの各専門職の役割、多職種連

携や「病院」についての基礎的な理解を深めるとともに、保健医療サービスにおけるソーシャルワーカーの
役割や、組織や地域とソーシャルワークの関連を理解する。 

８．学習目標 

１．医療保険制度の概要と医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるようになる。 
２．診療報酬の概要を理解し、説明することができるようになる。 

３．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携について理解し、説明することができるようになる。 
４．医療を取り巻く現状について理解し、説明することができるようになる。 
５．病院のしくみについて理解し、説明することができるようになる。 

６．組織とソーシャルワークの関連について理解し、説明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第17巻 保健医療サービス』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．医療保険制度及び診療報酬制度の概要、医療費に関する政策的動向を理解し、説明することができるか。              

２．保健医療サービスにおける各専門職の役割と連携、組織とソーシャルワークの関連について説明するこ

とができるか。 

○評定方法 

１．日常の授業態度（参加・実践・小テスト等） 総合点の３０％ 

２．期末試験・レポート等  総合点の７０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

保健医療政策の動向や社会情勢について理解することは重要である。この講義を受講する前提として、常に

新聞やニュース等を確認することを勧めたい。毎回、講義の時には講義内容の振り返りシートの作成と同時

に最近の保健医療分野や社会の状況についての各自が関心を持った記事やニュースについてコメントを書い

てもらうことにする。教科書上の学習と実際の生活との接点を見出せることが、保健・医療・福祉の理解を

深めていくことに繋がっていく。利用者・患者の QOL の向上に貢献できるソーシャルワーカーのあり方に

ついて一緒に考えていきたい。 

[出欠席について] 

・やむを得ず遅刻・早退する場合は、その理由を申し出ること。 

・出席不足となった場合は、本学の学則に従って対応する。 

13．オフィスアワー 授業前後の時間。これ以外の時間については、教務課に相談しアポイントを取ること。 

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） 

・保健医療サービス分野での利用者（患者・家族）を理解

するとは？ 

・医療機関という「場」とは？  

事前学習 
医療機関という「場」について考えをまとめ

てくる。 

事後学習 
患者を理解するとはどのようなことを指す

かをノートにまとめること。 

第２回 

保健医療サービスの担い手を理解する 

・各医療専門職の役割 

・医療ソーシャルワーカーの役割 

事前学習 
テキスト pp.16～28 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの役割とその視点

についてノートにまとめること。 

第３回 

保健医療サービス機関を理解する 

・医療施設の概要（医療法上における医療機関の分類） 

・診療報酬による病床の分類、医療機関の組織 

事前学習 
テキスト pp.44～52 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 
医療施設の類型と医療機関の機能分化をノ

ートにまとめること。 

第４回 
保健医療サービス制度体系を理解する① 

・医療保険制度の概要（各種公的医療保険、公的負担医療） 

事前学習 
テキスト pp.55～66 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 
自身の加入している医療保険は何かを調べ

ること。 

第５回 
保健医療サービス制度体系を理解する② 

・診療報酬制度の意味とその概要について 

事前学習 
テキスト pp.68～77 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 

患者が入院した場合の医療費がどのような

プロセスを経て医療機関に支払われていく

かを時系列に書き出すこと。 



 

 

第６回 

保健医療サービス制度体系を理解する③ 

・医療保険制度と介護保険制度の関係 

（医療制度改革の変遷、医療と介護の連携、後期高齢者医

療制度と介護保険の関係） 

事前学習 
テキスト pp.78～86 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 

第４次医療制度改革後の患者は医療保険と

介護保険をどのように使い分けていくこと

になったかノートにまとめること。 

第７回 

保健医療サービス制度体系を理解する④ 

・保健医療対策の概要 

（医療供給体制・地域保健サービス体系・母子保健医療対

策・メタボリックシンドローム予防のための特定健診と

特定保健指導） 

事前学習 
テキスト pp.88～93 を熟読し、疑問点等をノ

ートにまとめておくこと。 

事後学習 
医療法の中の医療提供体制についてノート

にまとめること。 

第８回 

保健医療サービス関係者との連携の実際① 

・各医療関連専門職種との連携の意味について 

（医師・看護師・保健師・理学療法士と作業療法士・薬剤

師） 

・患者の治療と療養生活支援のための連携 

事前学習 
テキスト pp.95～105 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 
各医療関連専門職との「地域連携パス」の具

体的な流れを図示しておくこと。 

第９回 

保健医療サービス関係者との連携の実際② 

・チーム医療における連携 

（栄養サポートチーム・緩和ケアチーム・退院支援チー

ム・当事者参加型チーム・市民参加型チーム） 

・地域医療における連携  

事前学習 
テキスト pp.106～117 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 

ホームページを持っている自身の地域の医

療機関を探し、どのような院内・地域連携を

行っているか調べておくこと。 

第１０回 

保健医療サービス関係者との連携の実際③ 

・地域の社会資源との連携 

（社会資源とは何か・調査と収集・社会資源活用と留意点

など） 

事前学習 
テキスト pp.118～129 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 
自身の地域の社会資源を調べて整理し分類

しておくこと。 

第１１回 

保健医療サービスにおける今後の課題と展望② 

・地域・在宅医療に向けて 

・在宅医療ソーシャルワーク 

・地域医療ソーシャルワーク、この実践に求められるも 

の 

事前学習 
テキスト pp.142～155 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 

退院援助に至るプロセスにそって行われる

在宅医療ソーシャルワークについてノート

にまとめること。 

第１２回 

保健医療分野での事例学習① 

・医療ソーシャルワーカーの働き 

・医療ソーシャルワークを展開するための心構え 

・心構えを実現するための技法について 

事前学習 
テキスト pp.157～168 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 

課題２：解決構築アプローチで支援を行う上

での三原則について具体的な場面を考えて

説明すること（A4 2 枚程度） 

第１３回 

保健医療分野での事例学習② 

・機関別医療ソーシャルワーカーの働き 

（特定機能病院・一般病院・総合リハビリテーションセン

ター・回復期リハビリテーション病院・地域医療支援病

院・在宅療養支援診療所など） 

事前学習 
テキスト pp.170～183 を熟読し、疑問点等を

ノートにまとめておくこと。 

事後学習 機関別医療機関の事例を再読すること。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ: テキスト pp.30～40 を熟読し医療ソーシャルワーカー業務指針改訂が行われた背景について具体的に

書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 2 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 3 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 3 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ: テキスト pp.131～141 を熟読し、地域医療が重要視されるようになった理論的背景である「ノーマラ

イゼーション」について調べて具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: 1,500 字以内。直筆でレポート用紙にまとめること。 

実施時期:第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 臨床心理学概論 / 臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3134 

２．授業担当教員 大住 誠 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「人格心理学」「心理療法概説」を履修・修得することが望ましい。 

７．講義概要 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科

学的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や

軽減を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけ

でなく、問題を理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。ま

た、問題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

1.精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

3.不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

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．幼児期の心理的問題 

   将来臨床心理士や公認心理師を目指す場合、子どもだけでなく、大人であっても幼児期の心理的問題

を押さえておくことは大切である。そこで、本テーマについて調べ、自分なりの意見を述べなさい。 

２．青年期の心理的問題 

  続いて、大人である青年期の心理的問題を押さえておくことも大切である。数ある中から一つを取り

上げ、どれがどのような問題か説明し、自分なりの意見を述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

丸島令子・日比野英子編著『臨床心理学を基本から学ぶ』北大路書房、2004。 

【教 材】 

毎回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.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○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。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・教科書は、全体像が分かり、読みやすいものを採用したので、しっかり勉強して、基本的な知識を身につ

けること。 

・臨床心理学は、カウンセラーなどを目指す心理学部の学生には必ず役立つはずである。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の解説） 

事前学習 
テキストのまえがきと目次を読み、概略を理解す

る。 

事後学習 
興味をもった内容についてテキスト・辞典で調べ

てノートにまとめる。 

第２回 

臨床心理学とは何か 

（臨床心理学の来た道、おもな学問分野、アセスメ

ントと心理療法・援助の技法） 

事前学習 
テキスト pp.1～9 臨床心理学の３つの柱につい

て理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「精神分析」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 

無意識と欲動の心理学 

（心的装置、リビドー、心の葛藤と防衛、フロイト

の発達論） 

事前学習 
テキスト pp.9～16 を読み、フロイトの発達論に

ついて理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「局所論」「構造論」について参考書などでさら

に調べて理解した内容をノートにまとめる。 



 

 

第４回 

自我心理学 

（自我心理学への展開、分離・個体化理論、心理・

社会的発達論） 

事前学習 

テキスト pp.16～27 を読み、エリクソンのライ

フサイクルの発達論について理解し、疑問点を明

確にしておく。 

事後学習 
「モラトリアム」について参考書などでさらに調

べて理解した内容をノートにまとめる。 

第５回 

対象関係の心理学 

（分析心理学、対象関係論、クライン、ウィニコッ

ト） 

事前学習 

テキスト pp.27～37 を読み、分析心理学、対象

関係論について理解し、疑問点を明確にしてお

く。 

事後学習 
「原始的防衛機制」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 

共感の心理学 

（共感とは、カウンセリングにおける共感、マイク

ロカウンセリング、かかわり技法、積極的技法、

閉じられた質問・開かれた質問） 

事前学習 

テキスト pp.37～48 を読み、クラインエント中

心療法について理解し、疑問点を明確にしてお

く。 

事後学習 
「カウンセラーの３条件」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 

乳幼児期から児童期の子どもの心と心のつまずき 

（フロイトによる心理・性的発達論、エリクソンに

よる心理・社会的自我発達論、その他の精神力学

的発達理論、臨床心理学と発達心理学の出会い） 

事前学習 

テキスト pp.49～62 を読み、フロイトの心理・

性的発達論とエリクソンの心理・社会的自我発達

論について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 

「エディプス・コンプレックス」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 

思春期から青年期の心と心の迷い 

（青年期の年代区分、不登校・引きこもりの諸相、

非行・逸脱行為の諸相、親離れと自立） 

事前学習 

テキスト pp.62～68 を読み、ギャングエイジか

ら大学生までの青年期の区分について理解し、疑

問点を明確にしておく。 

事後学習 
「境界パーソナリティ」について参考書などでさ

らに調べて理解した内容をノートにまとめる。 

第９回 レポート発表（思春期・青年期の心理的問題） 

事前学習 
参考文献を調べながらレポートを作成し提出す

る。 

事後学習 
指摘された点について再考する（レポートを修正

して再提出してもよい）。 

第１０回 

児童期・思春期の心理的問題 

（知的障害、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障

害、いじめ、不登校、選択性緘黙、児童虐待、少

年非行、家庭内暴力） 

事前学習 

テキスト pp.69～77 を読み、児童期・思春期の

諸問題について理解し、疑問点を明確にしてお

く。 

事後学習 

自分が興味をもった問題を一つ取り上げて参考

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 

大人の心と心の病とゆがみ 

（エリクソンの生涯発達的な成人３段階の人格論、

レヴィンソンの「人生の四季」、成人の発達モデル

「無段階論」、大人の「永遠の少年」現象、不良老

人） 

事前学習 

テキスト pp.78～87 を読み、段階論と段階論と

無段階論について理解し、疑問点を明確にしてお

く。 

事後学習 
「大人の心の病」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 

心理アセスメント１ 

（心理アセスメント実施の際の諸注意、心理検査の

選択、観察法・質問紙法） 

事前学習 

テキスト pp.88～106 を読み、心理アセスメント

の分類について理解し、疑問点を明確にしてお

く。 

事後学習 
「妥当性」「信頼性」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１３回 

心理アセスメント２ 

（ビネー式知能検査、ウェクスラー式知能検査、集

団式知能検査、グッドイナフ人物画知能検査、発

達検査、知能・発達検査の危険性） 

事前学習 

テキスト pp.106～113 を読み、知能指数と偏差

IQ の違いについて理解し、疑問点を明確にして

おく。 

事後学習 

「１歳半健診」「３歳児健診」について参考書な

どでさらに調べて理解した内容をノートにまと

める。 

第１４回 

心理アセスメント３ 

（投影法の特徴、P-F スタディ、バウムテスト、ロ

ールシャッハ・テスト） 

事前学習 
テキスト pp.113～120 を読み、投影法がどのよ

うなものか理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「テスト・バッテリー」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１５回 実習（心理検査：バウムテスト） 

事前学習 

テキストの「心理アセスメント実施の際の諸注

意」pp.89～90 を読み、問題意識を明確にしてお

く。 

事後学習 
バウムテストの解釈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１６回 

心の診断基準とその背景 

（精神医学史と疾病分類の確立、米国の力動精神医

学から DSM-Ⅳへ、DSM の流れと国際疾病分類と

の関係、DSM-Ⅳの特色、「神経症」の各病型と

DSM-Ⅳにおける表現型） 

事前学習 
テキスト pp.120～126 を読み、疾病分類の概要

について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
DSM の「多軸診断」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１７回 

カウンセリング 

（臨床心理士とは、カウンセラーの仕事、カウンセ

リングにおける留意点、症状のとらえ方、論理的

普遍性と臨床的個別性） 

事前学習 
テキスト pp.127～136 を読み、臨床心理士の活

動について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「治療構造」について参考書などでさらに調べて
理解した内容をノートにまとめる。 

第１８回 カウンセリングのビデオ視聴とディスカッション 

事前学習 
事前に pp.127～136 のカウンセリングの部分を

読み返しておく。 

事後学習 

興味をもった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１９回 

箱庭療法 

（箱庭療法の歴史、箱庭療法の実際、ユング心理学

と箱庭療法の理論、日本における箱庭療法の現状、

箱庭療法の訓練） 

事前学習 
テキスト pp.136～145 を読み、箱庭療法の概要

について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「象徴」について参考書などでさらに調べて理解

した内容をノートにまとめる。 

第２０回 補足と事例研究（箱庭の事例） 

事前学習 
事前に箱庭事例の資料を読んで、自分なりの理解

をしてくる。 

事後学習 
箱庭療法の別の事例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２１回 

遊戯療法 

（遊びとは、遊戯療法の基礎的理論、遊戯療法の枠

組み、対象、遊戯療法の過程） 

事前学習 
テキスト pp.146～155 を読み、遊戯療法の概要

について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 

「アクスラインの８つの基本的原理」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２２回 レポート発表（子どもの遊戯療法事例） 

事前学習 
参考文献を調べながらレポートを作成し提出す

る。 

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

第２３回 

行動療法 

（行動療法の原理、オペラント法と現実的脱感作法、

逆制止法と系統的脱感作法、強化消去法、嫌悪療

法、モデリング法） 

事前学習 
テキスト pp.155～167 を読み、行動療法の基本

について理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 
「不安階層表」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２４回 

認知療法 

（認知療法の原理、認知療法の治療法、認知行動療

法） 

事前学習 
テキスト pp.167～173 を読み、ABC 図式につい

て理解し、疑問点を明確にしておく。 

事後学習 

「ソーシャル・スキル・トレーニング」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２５回 実習（事例研究：大人の事例） 

事前学習 
事前に事例の資料を読んで、自分なりの理解をし

てくる。 

事後学習 
興味をもった概念・病理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２６回 まとめ（用語・概念を中心に復習する） 

事前学習 
テキストに出てきた用語について分からないも

のを確認する。 

事後学習 

配布されたプリントを使って用語・概念について
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。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ: 「来談者中心療法について」について具体的に書いて説明しなさい。 

レポート形式: A4 書式、2,000 字以上。 

実施時期:第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 7 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ: 「子どもの不登校の事例」を探し、感想も含め説明しなさい。 

レポート形式: A4 書式、2,000 字以上。 

実施時期:第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

３ 

課題研究テーマ: 「エンカウンターグループとは何か」説明しなさい。 

レポート形式: A4 書式、2,000 字以上。 

実施時期:第 22 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 23 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 24 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究 

４ 

課題研究テーマ: 「私が臨床心理士になるためには」というテーマで今後の展望も含めて記述しなさい。 

レポート形式: A4 書式、2,000 字以上。 

実施時期:第 24 回の授業後に実施する。 

提出期限:第 25 回の授業開始時に提出する。 

提出後、質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了後に教室でおこなう。 

事後学習:レポート作成と質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） レクリエーション理論 （2 単位） 

３．科目番号 
GEHL1103 

GEBS2303 
２．授業担当教員 山口 榮三 

４．授業形態 
講義・演習（配布資料または参考書を用い、ディスカッションや
ワーク、実技を行う） 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

健康づくり、保育，教育，地域づくりなど幅広い領域で用いられているレクリエーションについて、こ

れからの社会の課題などと関連させながら学習する。また、様々な対象(幼児・児童・生徒・成人・高齢者
など)に対応したレクリエーション援助の意義について理解するとともに、多様な場面での対象者にふさわ
しいレクリエーション支援の技術(個別・グループ・環境)を実践的に身に付け、活用できるようにする。 

授業では基礎理論とその実践を、対象者を挙げながら講義していく。また，レクリエーションの企画・
運営の演習を交えながらレクリエーションの意義を学ぶ。特に、対象の背景や特性からレクリエーション
の目的・目標や、どのようなレクリエーションプログラムが適切かを考え、それを実践し評価・反省する

ことにより、レクリエーション支援の理論を学習していく。 

８．学習目標 

1. 日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格の取得を目指す(取得希望
者)。 

2. レクリエーションの基礎理論を理解し、説明できる。 
3. 様々な現場での様々な対象者にあったレクリエーションの援助方法を知る。 
4. レクリエーションの企画・運営ができる理論・知識を身につける。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1．レクリエーションの企画書、運営後の評価および今後の課題。 

2．地域のレクリエーション活動などを調査し、レポートする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】日本レクリエーション協会編著『楽しさをとおした心の元気づくり ～レクリエーション支援

の理論と方法～』日本レクリエーション協会、2017。 

     必要に応じて授業内でプリントを配布する。      

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価基準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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。 

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 欠席・遅刻・早退は原則厳禁とする。やむを得ない場合は、届を提出すること。 

2. 分からないことは、授業後やオフィスアワーを利用し理解を深めること。 

3. 企画・運営の際、仲間意識を高め、準備をしっかり行えるように努めること。 

13．オフィスアワー 授業の前後（その他授業中に指示をする）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス（講義概要の説明） 

事前学習 
レクリエーション理論の学習用ノートを準

備し、講義へ臨むこと。 

事後学習 
レクリエーションの意味について、学習用ノ

ートにまとめる。 

第２回 
レクリエーションの支援とは 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 1 章（pp.10～14）「レクリエー

ションの支援とは」を熟読し、要点を学習用

ノートにまとめる。 

事後学習 

「レクリエーションの支援」について、

(pp.10～14 振り返りを)学習用ノートにまと

め、提出する。 

第３回 
レクリエーション・インストラクターの２つの役割 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 1 章（pp.15～17）「レクリエー

ション・インストラクターの役割」について、

要点を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「レクリエーション・インストラクターの役

割」について、(pp.15～17)振り返りを学習

ノートにまとめ、提出する。 

第４回 

楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気 

１．楽しさをとおした心の元気づくりの理解 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 2 章（pp.20～28）を熟読し、「楽

しさをとおした心の元気づくり」についてそ

の内容を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「楽しさをとおした心の元気づくり」につい

て、(pp.20～28)振り返りを学習ノートにま

とめ、提出する。 



 

 

第５回 

楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気 

２．ライフスタイルと心の元気づくり 

講義及びディスカッション演習(pp.90～91) 

事前学習 

テキスト第 2 章（p.29）を熟読し、「ライフ

スタイルと心の元気づくり」についてその内

容を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 
「ライフスタイルと心の元気づくり」につい

て学習ノートにまとめ、提出する 

第６回 

子どもや高齢者の心の元気づくり 

障がいのある人の心の元気づくり 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 2 章（pp.30～32）を熟読し、「子

どもや高齢者の心の元気づくり」「障がいの

ある人の心の元気づくり」について、その内

容を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「子どもや高齢者者の元気づくり」「障がい

のある人の心の元気づくり」について、振り

返りを学習ノートにまとめ、提出。 

第７回 

レクリエーション支援の理論 

１． コミュニケーションと信頼関係づくりの理論 

▶気持ちをひとつにするための意思疎通 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 2 章（pp.33～36）を熟読し、「心

の元気と地域のきずな」について、その内容

を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 
「心の元気と地域のきずな」について、振り

返りを学習ノートにまとめ、提出する。 

第８回 

レクリエーション支援の理論 

２． コミュニケーションと信頼関係づくりの理論 

▶意思疎通の方法 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 3 章（pp.38～39）「レクリエー

ション支援におけるコミュニケーション」を

熟読し、その内容を学習用ノートにまとめ

る。 

事後学習 

「レクリエーション支援におけるコミュニ

ケーション」について、振り返りを学習ノー

トにまとめ、提出する。 

第９回 

良好な集団づくりの理論 

１． 集団づくりの理解 

  ▶数の集まりから心の元気づくりを助け合える集まり 

  ▶集団のまとまり（一体感）が大切 

２．レクリエーション活動をとおした良好な集団づくり 

▶レクリエーション活動の楽しさと集団のまとまり 

▶目標の達成をとおして集団がまとまる 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 3 章（pp.44～47）「良好な集団

づくりの理論 １．集団づくりの理解 ２．

レクリエーション活動をとおした良好な集

団づくり」について内容を確認し、その内容

を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「良好な集団づくりの理論 １．集団づくり

の理解 ２．レクリエーション活動をとおし

た集団づくり」について、振り返りを学習ノ

ートにまとめ提出する。 

第１０回 

良好な集団づくりの理論 

３．集団内のコミュニケーションの促進 

  ▶集団の成長を見通したかかわり方 

  ▶コミュニケーションを段階的に促進する 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 3 章（pp.48～49）を熟読し、「集

団内のコミュニケーションの促進」について

学習用ノートにまとめる。 

事後学習 
「集団内のコミュニケーションの促進」につ

いて振り返りを学習ノートにまとめ提出。 

第１１回 

「自主的、主体的に楽しむ力を育む理論」 

１． 自主的、主体的にレクリエーション活動を楽しむ力 

２． 成功体験を支え合う対象者のかかわり 

  ▶自己効力感の源 

  ▶対象者の関わり合いでやる気を引き出す 

講義及びディスカッション 

事前学習 

テキスト第 3 章（pp.50～55）を熟読し、「自

主的、主体的に楽しむ力を育む理論」につい

て学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「自主的、主体的に楽しむ力を育む理論」」

について振り返りを学習ノートにまとめ提

出する。 

第１２回 

レクリエーション活動の安全管理 

講義及びディスカッション 

演習(pp.222～223) 

事前学習 
プリント「レクリエーション活動の安全管

理」を熟読し、学習用ノートにまとめる。 

事後学習 
「レクリエーション活動の安全管理」につい

て振り返りを学習用ノートにまとめ提出。 

第１３回 まとめ 事前学習 
学習用ノートを振り返り、これまでの学びと

考察を 1 ページにまとめる。 

課題研究 

１ 

補習授業を実施する。 

授業内容：「レクリエーション支援の理論：対象者との信頼関係▶信頼関係▶お互いに分かり合っていると思えるように

する方法を体験」 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト第 3章（pp.40～41）を熟読し、その内容を学習用ノートにまとめる。 

事後学習：「レクリエーション支援におけるコミュニケーション」について、振り返りを学習ノートにまとめる。 

課題研究 

２ 

補習授業を実施する。 

授業内容：「レクリエーション支援の理論信頼関係づくりの方法▶ホスピタリティについて学び体験する」 

実施時期：第 8回の授業日以降の補講日等にて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：テキスト第 3章（pp.42～43）を熟読し、その内容を学習用ノートにまとめる。 

事後学習：「レクリエーション支援におけるコミュニケーション」について、振り返りを学習ノートにまとめる。 

期末試験 
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　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　県レクリエーション協会生涯レクリエーション推進部員としてレクリエーション活動の実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。


