
 

 

１．科目名（単位

数） 
発達心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP1112 

２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

する。その中で、講義概要の①～⑤を学び、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題を２つと、学習内容の確認試験を実施する。レポート課題１は、冬休み明けを提出期限とし、

それまでに「講義で扱ったテーマを1つ選び、その概要をまとめた上で、心理学的支援にどう活かすか」につ

いて論じること。レポート課題２は、「講義内容を踏まえて、自分のこれまでの発達を振り返り、今後の自

分をどう成長させていくか」について論じること。学習内容の確認試験は、発達心理学の重要なトピックに

関する理解度全般を問う内容とし、第29・30回講義内で実施する。各自で教科書の指定箇所を読むなど、事

前事後学習に励むこと 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 下山晴彦・佐藤隆夫・本郷一夫（監修）林創（編著）『公認心理師スタンダードテキスト１２ 発

達心理学』ミネルヴァ書房、2019。 
【参考書】 林洋一（監修）『史上最強図解 よくわかる発達心理学』ナツメ社、2010。 
＊その他、必要に応じて適宜資料を配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１、２について理解し説明できるか。 

１． 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程 

２．正常な発達と発達の障害の理解と支援 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ５０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

発達心理学は、人の成長・変化を時間軸で見ていく視点であり、人間のさまざまな問題を捉える際に必須の

知識となります。ライフサイクルの各段階における発達課題、認知機能及び感情・社会性の発達、自己と他

者の関係の在り方と心理的発達など、さまざまな点から子どもが大人になっていく過程を理解しようと努め

てください。また、発達理論を参照とし、自分自身のこれまでとこれからについて考えてみてください。 

 適宜グループワークなどを行い、講義内容について疑問を持ち、自分で考え質問するなど、主体的に参加

することを求めます。そのため、講義や他の人に迷惑をかけるような行為、身勝手なふるまいなどは厳しく

指導します。成績評価の 50％が平常点であり、授業態度によって単位取得ができない場合もあります。 

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：発達心理学

をなぜ学ぶのか① 

事前学習 シラバスを一読する 

事後学習 講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細を確認する。 

第２回 
オリエンテーション：発達心理学

をなぜ学ぶのか② 

事前学習 発達心理学について自分なりに調べておく。 

事後学習 発達心理学を学ぶ意義についてまとめる。 

第３回 
公認心理師のための発達心理学

① 

事前学習 教科書 2～11 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 2～11 ページをまとめる。 

第４回 
公認心理師のための発達心理学

②：演習・討議 

事前学習 教科書 2～11 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 2～11 ページをまとめる。 

第５回 発達の生物学的基礎① 
事前学習 教科書 12～25 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 12～25 ページをまとめる。 

第６回 
発達の生物学的基礎②：演習・討

議 

事前学習 教科書 12～25 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 12～25 ページをまとめる。 

第７回 感覚と運動の発達① 
事前学習 教科書 28～41 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 28～41 ページをまとめる。 

第８回 感覚と運動の発達②：演習・討議 
事前学習 教科書 28～41 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 28～41 ページをまとめる。 

第９回 アタッチメント（愛着）の発達① 
事前学習 教科書 42～53 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 42～53 ページをまとめる。 

  



 

 

第１０回 
アタッチメント（愛着）の発達②：

演習・討議 

事前学習 教科書 42～53 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 42～53 ページをまとめる。 

第１１回 認知の発達① 
事前学習 教科書 54～69 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 54～69 ページをまとめる。 

第１２回 認知の発達②：演習・討議 
事前学習 教科書 54～69 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 54～69 ページをまとめる。 

第１３回 社会性の発達① 
事前学習 教科書 70～79 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 70～79 ページをまとめる。 

第１４回 社会性の発達②：演習・討議 
事前学習 教科書 70～79 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 70～79 ページをまとめる。 

第１５回 感情と自己の発達① 
事前学習 教科書 80～91 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 80～91 ページをまとめる。 

第１６回 感情と自己の発達②：演習・討議 
事前学習 教科書 80～91 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 80～91 ページをまとめる。 

第１７回 遊びと対人関係の発達① 
事前学習 教科書 92～103 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 92～103 ページをまとめる。 

第１８回 
遊びと対人関係の発達②：演習・
討議 

事前学習 教科書 92～103 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 92～103 ページをまとめる。 

第１９回 言語と思考をめぐる発達① 
事前学習 教科書 104～119 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 104～119 ページをまとめる。 

第２０回 
言語と思考をめぐる発達②：演
習・討議 

事前学習 教科書 104～119 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 104～119 ページをまとめる。 

第２１回 定型発達と非定型発達① 
事前学習 教科書 158～172 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 158～172 ページをまとめる 

第２２回 
定型発達と非定型発達②：演習・

討議 

事前学習 教科書 158～172 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 158～172 ページをまとめる 

第２３回 青年期① 
事前学習 教科書 120～131 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 120～131 ページをまとめる。 

第２４回 青年期②：演習・討議 
事前学習 教科書 120～131 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 120～131 ページをまとめる。 

第２５回 成人期① 
事前学習 教科書 132～145 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 132～145 ページをまとめる。 

第２６回 成人期②：演習・討議 
事前学習 教科書 132～145 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 132～145 ページをまとめる。 

第２７回 老年期① 
事前学習 教科書 146～157 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 146～157 ページをまとめる。 

第２８回 老年期②：演習・討議 
事前学習 教科書 146～157 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 146～157 ページをまとめる。 

第２９回 まとめと復習①：学習内容の確認 
事前学習 教科書と講義内容をおさらいしておく 

事後学習 理解が不十分だった点を復習する 

第３０回 
まとめと復習②：発達心理学の知
見を活かす 

事前学習 
これまで学んだことを、自らの体験と今後の成長に照らし合わせて
考えてみる 

事後学習 学びを今後の成長に活用する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学 （4単位） 

３．科目番号 PSMP1112 

２．授業担当教員 佐藤 篤司 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

する。その中で、講義概要の①～⑤を学び、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前学習において、授業の中で取り扱う予定の内容について調べておき、事後学習では授業内で扱った重要

語句を500字程度で纏めておくこと。レポート課題の内容は発達論に関するものとする。レポート課題の提出

期限は授業最終日とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】  

特に指定しない。スライドやプリントを使用する。 
【参考書】 

内田伸子『発達心理学キーワード』有斐閣双書。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１、２について理解し説明できるか。 

１． 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程 

２．正常な発達と発達の障害の理解と支援 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ５０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「心の発達」という視点は、人間のさまざまな問題を捉える際に必須の知識となります。乳幼児期に限らず、

児童期、思春期を越えて大人になっていく過程をしっかりと理解してください。また、発達理論を参照枠と

して自身の発達を振り返って、発達について考えてみてください。 

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

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

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

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 
事前学習 シラバスを熟読する 

事後学習 講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細を確認する。 

第２回 発達とは 
事前学習 発達心理学について自分なりに調べておく。 

事後学習 発達心理学についての全体像をノートにまとめておく。 

第３回 精神分析理論 

事前学習 精神分析的人格理論について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第４回 精神分析理論についての発表 
事前学習 精神分析的人格理論について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第５回 乳幼児期①精神分析 

事前学習 乳幼児期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第６回 乳幼児期①についての発表 
事前学習 乳幼児期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第７回 乳幼児期②アタッチメント 

事前学習 乳幼児期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第８回 乳幼児期②についての発表 
事前学習 乳幼児期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第９回 幼児前期 

事前学習 幼児前期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第１０回 幼児前期についての発表 
事前学習 幼児前期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 



 

 

第１１回 幼児後期 

事前学習 幼児後期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第１２回 幼児後期についての発表 
事前学習 幼児後期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第１３回 学童期 

事前学習 学童期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第１４回 学童期についての発表 
事前学習 学童期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第１５回 思春期 

事前学習 思春期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第１６回 思春期についての発表 
事前学習 思春期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第１７回 青年期 

事前学習 青年期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ
ておく。 

第１８回 青年期についての発表 
事前学習 青年期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第１９回 成人前期 

事前学習 成人前期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ
ておく。 

第２０回 成人前期についての発表 
事前学習 成人前期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第２１回 成人期 

事前学習 成人期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ
ておく。 

第２２回 成人期についての発表 
事前学習 成人期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第２３回 老年期 

事前学習 老年期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ
ておく。 

第２４回 老年期についての発表 
事前学習 老年期の発達について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第２５回 発達に関連する障害①環境 

事前学習 発達上の問題について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第２６回 
発達に関連する障害①について
の発表 

事前学習 発達上の問題について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第２７回 発達に関連する障害②遺伝 

事前学習 発達上の問題について自分なりに調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自分なりの言葉でまとめ

ておく。 

第２８回 
発達に関連する障害についての
発表 

事前学習 発達上の問題について自分なりに調べておく。 

事後学習 自分なりにまとめた言葉を暗記し、500字程度で書き出してみる。 

第２９回 全体のまとめ 
事前学習 レポート提出の準備をする。 

事後学習 授業のまとめをノートに記入する。 

第３０回 確認のワーク 
事前学習 まとめたノートを見直しておく。 

事後学習 記入していなかった重要語句をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SBMP3103 

PSMP3403 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

いて以下の点を中心に学習する。 

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

職の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

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

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

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

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

きるようになる。 

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

６．福祉計画の策定のとき、なぜ住民参加が重要なのかについて理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・学生が住んでいる市町村へ出向き、それぞれの市町村の「総合振興計画」「地域福祉計画」「高齢者保

健福祉・介護保険事業計画」「障害者計画」「エンゼルプラン」等を収集し、その基本理念等をまとめる。

（中間レポート課題） 

・その他の課題は、授業の際に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解できたか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解できたか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解できたか 

4．発表や討議を通して発表力の向上ができたか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

から主体的に資料やニュース、 参考文献、 各省庁インターネット情報などに目を通しておいてください。 

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

集してください。） 

履修にあたっては次の事を最低限守ってください。 

①指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

②別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

③授業中の私語や携帯電話の使用は禁止します。 

13．オフィスアワー 授業時間内に提示します。 

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 

オリエンテーション（講義の狙いと概要）、 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 1節 

福祉と制度について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1 章第 1 節を読み、社会福祉の概要を調

べ、確認する。 

事後学習 
旧・社会福祉事業法と現・社会福祉法の差異をまと

める。（目的・基本理念・地域福祉関係） 

第２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 1章第 2・3節 

福祉法制度の歴史と福祉計画の概要について学ぶ 

事前学習 
教科書第 1章第 2・3節を読み、社会福祉六法を中

心に社会福祉法制度の発展過程について調べる。 

事後学習 
福祉計画と予算制度・財源配分についての概要を

まとめる。（練習問題） 

第３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2 章第 1・2・3

節福祉行政①（行政の骨格、国の役割、都道府県の

役割、市町村の役割）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 1・2・3節を読み、三権分立と政府

の役割を調べる。 

事後学習 

国と自治体との関係をまとめる。 

法定受託事務・自治事務について福祉行政事務の

変化をまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 2章第 4節 

福祉行政②（社会福祉基礎構造改革と福祉サービス

利用方法）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 2章第 4節を読み、社会福祉基礎構造（改

革）を調べる。 

事後学習 
措置から契約など、福祉サービス利用方法の変化

をまとめる。（練習問題） 



 

 

第５回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 3章第 1～5節 

福祉財政（福祉の財源）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 3章第 1～5節を読み、財政・財源とはな

にかを調べる。一般会計予算と特別会計予算の違

いを調べる。 

事後学習 

地方自治体の財政と民生費の動向をまとめる。 

応益負担と応能負担の違いをまとめる。（練習問

題） 

第６回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 1～4節 

福祉行政の組織・団体と専門職の役割について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 1～4節を読み、社会福祉法により

福祉事務所の設置規定等について調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の組織体制（児童相談所・身体障

害者更生相談所・知的障害者更生相談所・婦人相談

所）をまとめる。（練習問題） 

第７回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 4章第 5・6節 

地域の相談システム（地域包括支援センター・子育

て支援センター等）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 4章第 5・6節を読み、地域包括支援セン

ターについて、機能や役割を調べる。 

事後学習 

社会福祉専門機関の専門職（社会福祉主事・児童福

祉司・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司）につ

いてまとめる。（練習問題） 

第８回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 5章第 1～3節 

福祉計画の目的と意義について学ぶ 

事前学習 
教科書第 5章第 1～3節を読み、福祉計画の目的・

意義を調べる。 

事後学習 
福祉行政における市町村主義及びケアプランの登

場と計画の連続性についてまとめる。（練習問題） 

第９回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 1～3節 

福祉計画の理論と技法について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 1～3節を読み、日常性と非日常性

について調べる。 

事後学習 
テクノクラート官僚とストリートレベル官僚につ

いてまとめる。（練習問題） 

第１０回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 6章第 4・5節 

福祉計画の評価と住民参加について学ぶ 

事前学習 
教科書第 6章第 4・5節を読み、福祉計画事後評価

のポイントについて調べる。 

事後学習 
社会福祉サービスのプログラム評価についてまと

める。（練習問題） 

第１１回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 1・2節 

福祉計画の実際①（老人福祉計画・介護保険事業計

画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7章第 1・2節を読み、福祉計画の分析的

枠組みとは何かについて調べる。地域特性・福祉特

性について調べる。 

事後学習 
ゴールドプラン、老人福祉計画、介護保険事業計画

について概要をまとめる。（練習問題） 

第１２回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 3節 

福祉計画の実際②（障害者福祉計画）について学ぶ 

事前学習 
教科書第 7章第 3節を読み、新「障害者基本計画」

及び「障害者総合支援法」について調べる。 

事後学習 
「障害者プラン～ノーマライゼーション 7 か年戦

略～」についてまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 4節 

福祉計画の実際③（次世代育成支援行動計画）につ

いて学ぶ 

事前学習 
教科書第 7 章第 4 節を読み、次世代育成支援対策

推進法について調べる。 

事後学習 
次世代育成支援行動計画の種類についてまとめ

る。（練習問題） 

第１４回 
教科書『福祉行財政と福祉計画』第 7章第 5節 

福祉計画の実際④（地域福祉計画）について学ぶ 

事前学習 

教科書第 7 章第 5 節を読み、社会福祉法第 4 条・

107 条を中心に、地域福祉計画関係の条文を調べ

る。 

事後学習 
地域福祉計画の基本的骨格をまとめる。学生の住

む自治体の地域福祉計画を確認する。 

（練習問題） 

第１５回 最近の福祉行政の話題 全体のまとめ 

事前学習 
福祉行政実施体制・生活保護支給事務など実際の

話題に目を向け調べる。 

事後学習 

福祉行財政と福計計画の全体を振り返り、国家試

験問題についても対応できるようにする。（練習問

題） 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と教育 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1329 

GELA1349 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 
講義（学習参考例）、演習（ワークシート）、ディスカッション、レ

ポート課題、発表 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

福祉や教育の現場では、突然生じる問題を的確に発見して捉え、福祉や教育を必要とする各人のニーズに

応えられるように解決していかなければならない。そのためには、これまで我が国で主流とされてきた一方

的な知識注入型の授業法を改め、学生が主体となって学習に取り組めるような双方向対話型の授業法に切り

替えていかなければならない。本授業では、主に「新聞記事」「視覚教材」「学習参考例」などをもとにして、

日本の福祉と教育のあり方について考え、真に必要な能力は何かを分析しながら、現代社会で求められる福

祉従事者や教育者のあり方について考察する。 

８．学習目標 

本講義では、①ディスカッションでは、他人の意見を受け入れつつ、柔軟な思考力や問題解決能力を養う

こと、②発表では、聞き手に理解されやすい表現力を身に付けること、③レポート課題では、論理的でわか

りやすく簡潔な文章が書けるような文章作成能力を身に付けること、を学習目標にしている。また、①～③

に記した能力を兼ね備え、福祉や教育の現場で役立つ実践力を身に付けることを究極の目標としている。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に沿った課題を提示する。） 

２．期末レポート 

「授業の内容を踏まえた上で、今後の福祉や教育の現場で行うべき対人援助のあり方について自らの考

えを述べなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特定の教科書は使用しない。必要に応じて資料を配布する。 

【参考文献】 

参考文献については、テーマごとに紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・福祉や教育に関する現代的な課題について理解することができたか。 

・ディスカッションにおいて、他の人の意見を受けとめ、自分の意見を分かりやすい表現で伝えることがで

きたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発言等）               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％ 

・期末評価（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。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 

１．授業中は私語を慎み、携帯電話・スマートフォンの電源を切って参加してください。 

２．グループワークやディスカッションには積極的に参加しましょう。 

３．授業中に分からなかったことや疑問点は後に残さずに授業後に質問してください。 

４．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

５．正当な理由のない遅刻、早退、欠席はしないように心掛けてください。 

13．オフィスアワー 初回講義で連絡する。 

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（授業の進め方等を

説明） 

事前学習 福祉と教育に関して興味のあることを整理しておく。 

事後学習 
「福祉と教育」を学ぶ意義について自分なりの考えをまとめて

おく。 

第２回 
いじめ問題① 

‐現代における「いじめ」の現状‐ 

事前学習 いじめの問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第３回 
いじめ問題② 

‐「いじめ」の解決にむけて‐ 

事前学習 前回に取り上げたいじめの問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、いじめ問題につい

て自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第４回 不登校 

事前学習 不登校の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、不登校の問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第５回 フリースクール 

事前学習 フリースクールについて知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、フリースクールに

ついて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第６回 子どもの発達障害 

事前学習 発達障害について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第７回 大人の発達障害 

事前学習 前回に取り上げた発達障害について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、発達障害について

自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 



 

 

第８回 子どもの虐待 

事前学習 子どもの虐待の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの虐待問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第９回 
子どもの貧困① 

‐現状の課題‐ 

事前学習 子どもの貧困の問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、子どもの貧困問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１０回 
子どもの貧困② 

‐課題の解決にむけて‐ 

事前学習 前回、取り上げた子どもの貧困問題について復習しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、トラウマ治療につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１１回 ハンセン病問題について 

事前学習 ハンセン病問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、ハンセン病の問題

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１２回 障害者差別解消法について 

事前学習 障害者差別解消法について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、障害者差別解消法

について自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１３回 若年介護問題について 

事前学習 若年介護問題について知っていることを整理しておく。 

事後学習 
ＤＶＤの視聴やディスカッションを通して、介護離職問題につ

いて自分なりに考えをワークシートにまとめておく。 

第１４回 

レポート作成（今後の福祉や教育の現場

で行うべき対人援助のあり方について

考察する。） 

事前学習 レポートの課題について自分の考えをまとめておく。 

事後学習 レポートでは書ききれなかったことについて整理しておく。 

第１５回 
まとめ 

-「福祉と教育」の授業を振り返って 

事前学習 
これまでの授業で使用したワークシートを見直し、ふり返って

おく。 

事後学習 返却されたレポートの見直しをして、今後の授業に活用する。 

 



 

 

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 皆吉 淳延 

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 
 

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 

１）学習課題に指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

２）レポートを作成する。詳しい作成方法などについては、授業中に説明する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
渡邊淳子『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方』研究社、2015。 
【プリント教材】 

授業内でプリントを配付する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 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 

この授業では、アカデミック・ライティングやビジネスライティングを身につけ、実践しようとする受講
生の取り組みを期待します。以下の点には注意してください。 
１）欠席、遅刻、早退などせず、真面目に参加すること。 
２）提出物、宿題は必ず提出すること。 
３）ノートを一冊用意（表紙に氏名明記）すること。 
４）教科書、配付プリント、ノートは毎回必ず持参すること 

５）わからないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること 

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 

科目のガイダンス（シラバス、授業の進め方） 

自己紹介文を作成し、発表する。長所・短所の伝え方を

学習する。 

事前学習 自分の長所・短所を書いてくる。 

事後学習 
とくに、悪い印象を与えない短所の伝え方の

復習をする。 

第２回 
他者理解。他者への助言や説得の仕方を学習する。批

判と助言を区別する。プリントを使用。 

事前学習 
自己中心的な考えをしたことによる失敗事

例をまとめておく。 

事後学習 
批判と助言の区別を明確にできるよう学習

内容を復習する。 

第３回 
報告文について学習する。プリントを使用。解説後、教

員が作成したプリントを修正し、報告文にする。 

事前学習 
事実と意見の違いについて身近な例から考

えてくる。 

事後学習 
プリントに示したポイントを中心に復習す

る。 

第４回 
プレゼンや講演を要約する。1 年生とは違いやや専門

的な内容にする。教員が模擬講演をする。 

事前学習 
他人の話を聴くことで得られると考えられ

るものについて、まとめてくる。 

事後学習 
聴くことと要約することを通して得たもの

をまとめる。 

第５回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp.2~11 を解説する。レポートにおける論証・論

理・根拠・構造について学習する。 

事前学習 教科書 pp.2～11 を読んでおく。 

事後学習 教科書に下線を引いた箇所を復習する 

第６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp14.~20 を解説する。わかりやすい文①、一文

一義・主語と述語の関係について学習する。 

事前学習 

過去に書いたわかりづらい文章を探す。自分

が書いたのではなく、身近にある文章でも可

能。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 



 

 

第７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp20.~29 を解説する。わかりやすい文➁、言葉

遣い、修飾語と被修飾語、読点の打ち方について学習

する。小テスト実施 

事前学習 
友達どうしで使う LINE 用語で、年齢が離れ

た人に内容が伝わるか考えてくる。 

事後学習 
学習内容を復習し、文章を書くときに役立て

る。 

第８回 アンケートを作成する。課題を設定し、調査する。 
事前学習 アンケートの依頼の仕方を考えてくる。 

事後学習 アンケート調査を実施する。 

第９回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp32.~39 を解説する。テーマの絞り込みについ

て学習する。 

事前学習 教科書 pp.32～36 を読んでおく。 

事後学習 イメージ図を作成する。 

第１０回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp42.~51 を解説する。アウトラインについて学

習する。 

事前学習 テキスト pp.42～44 を読んでおく。 

事後学習 アウトラインのつくり方を復習する。 

第１１回 

小論文を作成する。プリントを使用。説得力がある文

章の書き方について学習する。作成前にグループディ

スカッションをする。 

事前学習 
自分の主張を相手に理解してもらう方法を

考えてくる。 

事後学習 
自分の主張に説得力を持たせる書き方につ

いて復習する。 

第１２回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp76.~89 を解説する。文献・資料の引用の仕方

を学習する。 

事前学習 
自分の文章と相手の文章をわけて書くよう

意識化しておく。 

事後学習 
学習内容を復習し、剽窃にならないように注

意して文章を書くようにする。 

第１３回 

中間レポート。教員がレポートのテーマを設定する。

そのテーマを学生が絞り込み、講義の内容をふまえて

レポートを作成する。 

事前学習 レポートの書き方を復習しておく。 

事後学習 レポートを読み返す。 

第１４回 
インターネットを使った説明文の学習をする。課題に
ついて検索し、説明文を作成する。 

事前学習 第 3 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
正確に伝えることの重要性を意識して文章

を作成するようにする。 

第１５回 

敬語実践。複数の場面における敬語の学習をする。グ
ループで役割を決め、実践する。非言語の役割も学習

する。プリントを使用。 

事前学習 敬語の種類と機能を確認しておく。 

事後学習 日常生活でも敬語を使えるようにする。 

第１６回 

電話応対のマナーを学習する。二人一組で実践する。 

前回学習した敬語と非言語の役割を確認する。のプリ

ントを使用。 

事前学習 電話対応で大切なことは何かを考えてくる。 

事後学習 
電話対応における敬語と非言語の役割につ

いて復習しておく。 

第１７回 メールを書く①。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

日常生活でメールの使い分けができている

か、確認する。 

事後学習 作成したメールを、見直しておく。 

第１８回 メールを書く②。プリントを使用。 

事前学習 第 19 回の学習内容を復習しておく。 

事後学習 
作成したメールをもとに、ビジネスメールを

書けるようにする。 

第１９回 手紙を書く①。プリントを使用。 
事前学習 

手紙とはがきとメールの違いについて調べ

ておく。 

事後学習 状況に応じた手紙を書く練習をする。 

第２０回 はがきを書く②。プリントを使用。 
事前学習 

手書きではがきを書く意味について考えて

くる。 

事後学習 状況に応じたはがきを書く練習をする。 

第２１回 企画書を書く。プリントを使用。 
事前学習 

相手に内容が伝わる企画書をイメージして

書いてみる 

事後学習 学習前と学習後の企画書を比較する。 

第２２回 
テーマを決め、グループで発表する①。下書き原稿を
作る。発表の準備をする。 

事前学習 
グループにおける希望する役割を決めてお

く。 

事後学習 
グループで話し合い、役割を決め、準備をす
る。 

第２３回 
テーマを決め、グループで発表する②。発表をおこな
う。発表内容を学生にも採点させる。 

事前学習 発表の準備を丁寧におこなう。 

事後学習 発表の結果を考察する。 

第２４回 文章読解。プリントを使用。小テスト実施 
事前学習 

難解な文章の内容が読みとれない原因を考

えておく。 

事後学習 難解な文章を多読する。 

第２５回 エントリーシートを作成する。プリントを使用。 
事前学習 エントリーシートの必要性を考えてくる。 

事後学習 作成したエントリーシートを見直す。 

第２６回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書

き方』pp66.~73 を解説する。完成度を高めるレポート
作成について学習する。 

事前学習 
よりよいレポートにするためには、どこを工
夫すればよいか考える。 

事後学習 
学習内容を復習し、完成度の高いレポートを

書けるようにする。 

第２７回 

教科書『大学生のための論文・レポートの論理的な書
き方』pp92.~98 を解説する。文章の修正の仕方を学習

する。プリントを使用。 

事前学習 
文章を作成する上で、各自間違えやすい箇所

をまとめておく。 

事後学習 
注意点をふまえ、書き終えたレポートを修正
できるようにする。 

第２８回 
最終レポート。これまでの内容を振り返る。この授業
を受講した結果、文章力がどのように変化していった

事前学習 
この授業の成果について考えをまとめてお
く。 



 

 

か、その過程を文章で説明する。 事後学習 今後の目標を立てる。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第８回の講義で学習したアンケート作成方法を活用し、レポートを作成する。 

興味のあるテーマについてアンケートをとり、分析し、その結果をまとめレポートを作成しなさい。 

レポート様式：A4用紙２枚以上（２０００字以上） 

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。 

事後学習：第１０回の授業内で、各自のアンケートをもとに、ディスカッションする。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：今までの講義内容をふまえて、「学校でのいじめ問題の解決策」についてレポートにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙１枚（１０００字以上１２００字以内） 

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。 

事後学習：第１２回の授業内で、提出レポートをもとに、意見交流する。 

     各自の提出レポートに教員がコメントをつけて返却する。 
 

 



 

 

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 石山 哲也 

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：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 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：pp.105 の形式に合わせ、A4 用紙 1 枚（1000 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 石山 哲也 

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） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1316 

２．授業担当教員 本沢 一善 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

この科目は法律全般に及ぶので憲法も一通り触れるが、できれば「法学（憲法）」の科目を学んだあとに履

修が望ましい。 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 

この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す
るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、

いわゆるリーガルマインドを習得する。 
この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの

で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ

とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義
になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

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

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

なる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

数回、講義内容の中で重要なテーマにつき、1000字程度のレポートを課し、採点し返却する。 
事前・事後学習の提出についても採点・返却する。 
授業進行のなかで、90分以上をとり項目を選び、グループ学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】○本沢一善『法学要説』学文社、改訂版 2014.10。 
【参考書】○教材-印刷物（教科書の要約＋労働法・商法） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

・事前と事後の学習をし、疑問を次回に質問し、次回の予定の項目につき、一覧しておく。 
・授業態度の悪い学生（おしゃべり、授業をぬけ出る、教科書のわすれなど）はチェックし、評価にカウン
トする。 

13．オフィスアワー 授業前と授業後に行う。 

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 
法律全般 

a 法とは、b 種類 

事前学習 
「第１節[2](2)裁判規範、第２節[1]法源」を
熟読し、原則 A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第２節[2](1)制定法、[3](4)一般法と特別法」

を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出

する。 

第２回 
憲法１ 

a 憲法の歴史―外国、日本、 
b 国民主権 

事前学習 
「第１章 第１節[2]硬性憲法と軟性憲法、[3]
最高法規制」を熟読し、A4用紙(表)にまとめ
る。 

事後学習 
「第２節[1]国民主権、[2]象徴天皇制」を熟読

し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第３回 
憲法２ 

a 基本的人権―自由権、社会権 

事前学習 
「第３節[1](3)享有する主体、(5)新しい人権」
を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「[4](1)社会権総論、(2)生存権」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第４回 
憲法３ 

a 立法権―国会、b 行政権―内閣 

事前学習 
「第７節[1](3)唯一の立法機関、第８節[2](1)
内閣の組織」を熟読し、A4用紙(表)にまとめ
る。 

事後学習 

「第７節[2](1)二院制、第８節[2](2)総理大臣

の権限、[3]内閣の機能」を熟読し、A4用紙(裏)

に手書で記述し、提出する。 

第５回 
憲法４ 

a 司法権―裁判所、b 財政、 
c 地方自治 

事前学習 
「第９節[2]裁判所、第１１節[2]地方公共団体
の組織」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第９節[1](2)司法権の限界、第１０節[3]公

金の支出、[3]地方公共団体の機能」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第６回 
民法１ 

a 行為能力、b 法律行為 

事前学習 
「第２章[2](1)自然人の権利能力、[3]成年後
見制度、[5]法律行為」を熟読し、A4用紙(表)
にまとめる。 

事後学習 「第２章[2](2)行為能力、[7]代理、第２節 物



 

 

権、第３節 債権」を熟読し、A4 用紙(裏)に

手書で記述し、提出する。 

第７回 
民法２ 

a 親族、b 相続 

事前学習 
「第４節[1]親族、[2]婚姻と離婚、[6]相続」
を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「第４節[4]親子、[7]遺言と遺留分」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第８回 
行政法１ 

a 行政の活動、b 組織、c 行政手続 

事前学習 
「第３章第２節 行政の組織、第３節[1]行政
行為」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「第３節[2]行政指導など、[4]行政強制」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第９回 
行政法２ 

a 行政救済、b 地方行政 

事前学習 
「第４節[1](3)審査請求など、第５節[2]地方
自治体の組織」を熟読し、A4用紙(表)にまと
める。 

事後学習 

「第４節[3]国家補償、第６節[2]個人情報保護

法」を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、

提出する。 

第１０回 
刑法など１ 

a 刑法 

事前学習 
「[刑法]第２節[1](1)法違法と犯罪防止、(7)
社会的処遇など」を熟読し、A4用紙(表)にま
とめる。 

事後学習 
「第２節[1](4)犯罪の成立要件」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１１回 
刑法など２ 

a 少年法 

事前学習 
「第２節[2](1)目的[少年法]、(2)対象となる少
年」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「第２節[2](4)家庭裁判所」を熟読し、A4用

紙(裏) に手書で記述し、提出する。 

第１２回 労働法１ 

事前学習 
「[労働法]1.労働法とは、4.労働契約」を熟読
し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「5.賃金、9.就業規則など」を熟読し、A4用

紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１３回 労働法２ 

事前学習 
「11.労働組合、13.労働協約」を熟読し、A4
用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「12.団体交渉、14.争議行為など」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１４回 商法 

事前学習 
「[商法]1.商法と商行為など、3.営業譲渡」を
熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「4.支配人、代理商など、5.商事契約」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１５回 総合まとめ 
事前学習 

大事だと思う項目を 3つ選び、内容を手書で
まとめる。教科書の巻末の「設問と解答およ
び解説」155項目から質問を 3つ選ぶ。 

事後学習 総まとめ 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
法学Ⅱ（民法、行政法） （4 単位） 

３．科目番号 GELA2317 

２．授業担当教員 本沢 一善 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「法学概論」、「法・憲法」をすでに受講していることが望ましい 

７．講義概要 

社会福祉や教育に携わる者は、社会保障や教育制度に関する諸法令についての基礎知識を理解し、その具
体化を図るため、民法（総則・財産法・家族法）及び行政法（行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法

等）に関する基礎知識を学び、その実践に求められる能力、いわゆるリーガルマインドを習得する必要があ
る。 
また、法律科目の特性上、まず法律の条文を読んで理解し、適切に解釈できるようになるとともに、判例

を学び、各々の法律条文がどのように解釈され、適用されているのかを理解できるようにならなければなら
ない。そのため、この講義では、条文に当たり、判例を検討しながら学習を進めていく。 

８．学習目標 

１．条文や判例に基づいて法律を解釈できるようになる。 

２．民法、行政法の基礎的知識を習得し、説明できるようになる。 
３．日々発生している日常的な法律問題について、条文や判例に基づいて問題を整理し、解決できるように

なる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

予習・復習を毎回提出すること。レポートを1～2回課す。 

10．教科書・参考

書・教材 

・本沢一善著『法学要説』改訂版。2014.10 ・小六法 ・プリント 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、条文や判例に基づいた法解釈のやり方（リーガルマインド）がみについているかどうか。 

２．小テストを通じて、授業で学んだ法律用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の２０％ 

２．期末試験             総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教科書に収められている問題とその回答を理解しているかの水準とする。 

13．オフィスアワー  

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 2 章 民法 第 1 節 民法 ①～④ 

民法の通則、法人など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２回 
第 2 章 民法 第 1 節 民法 ①～④ 

民法の通則、法人など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第３回 
第 2 章 民法 第 1 節 民法 ⑤～⑨  

法律行為、代理など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第４回 
第 2 章 民法 第 1 節 民法 ⑤～⑨  

法律行為、代理など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第５回 
第 2 章 民法 第 2 節 物件 ①～④ 

物権の変動、所有権など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第６回 
第 2 章 民法 第 2 節 物件 ①～④ 

物権の変動、所有権など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第７回 
第 2 章 民法 第 2 節 物件 ⑧～⑨ 

担保物権など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第８回 
第 2 章 民法 第 3 節 ①～③ 

債権と契約と不法行為 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第９回 
第 2 章 民法 第 3 節 ④～⑨ 

契約 13 種の典型契約など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

  



 

 

第１０回 
第 2 章 民法 第 3 節 ④～⑨ 

契約 13 種の典型契約など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１１回 
第 2 章 民法 第 3 節 ⑩～⑫ 

事務管理など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１２回 
第 2 章 民法 第 3 節 ⑩～⑫ 

不法行為など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１３回 
第 2 章 民法 第 3 節 ⑬～⑮ 

損害賠償など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１４回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ①・② 

親族、婚姻と離婚など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１５回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ③・④ 

扶養、親子など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１６回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ③・④ 

扶養、親子など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１７回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ⑤・⑥ 

後見、補佐、相続など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１８回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ⑤・⑥ 

後見、補佐、相続など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第１９回 
第 2 章 民法 第 4 節 家族法 ⑦ 

遺言と遺留分 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２０回 第 3 章 行政法 第 1 節 行政法の基本原理 
事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２１回 第 3 章 行政法 第 2 節 行政の組織① 
事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２２回 
第 3 章 行政法 第 3 節 行政の活動① 

行政行為 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２３回 
第 3 章 行政法 第 3 節 行政の活動 ②～⑤ 

行政強制など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２４回 
第 3 章 行政法 第 4 節 行政救済① 

行政不服審査 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２５回 
第 3 章 行政法 第 4 節 行政救済② 

行政事件・訴訟など 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２６回 
第 3 章 行政法 第 4 節 行政救済③ 

国家補償 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２７回 
第 3 章 行政法 第 5 節 地方自治体の行政① 

自治体と国 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２８回 
第 3 章 行政法 第 5 節 地方自治体の行政② 

 

事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第２９回 第 3 章 行政法 第 6 節 情報公開と個人情報 
事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

第３０回 第 3 章 行政法 第 6 節 個人情報保護法 
事前学習 予習を提出すること 

事後学習 復習を提出すること 

 



 

 

１．科目名（単位数） 保健医療 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP1402 

SPMP1302 
２．授業担当教員 小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

こ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 

課題 「医療ソーシャルワーカーの業務のうち一つを選び、どのような支援なのか事例を用いて2000字以上

で説明しなさい。」 

ポイント：医療ソーシャルワーカーの支援の実際と留意事項を、事例を用いて理解し説明する。 

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 

健康に留意の上、主体的に参加されたい。 

【出欠席について】 

・やむを得ず、遅刻早退欠席する場合は、その理由を申し出る。 

・遅刻者は、授業の妨げにならないよう、静かに着席し授業に参加する。 

・原則として、出席不足を補うことはできない。 

13．オフィスアワー 授業間の休憩時間 

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 ガイダンス  保健医療サービスの歴史と現状 

事前学習 
医療についての自己の体験をまとめ

る。 

事後学習 
医療法改正の経緯を社会的背景と関連

付けながらまとめる。 

第２回 

医療法の改正についての振り返り 

保健医療サービスの変化と社会福祉専門職の役割 

保健医療サービスとその構成要素、戦後の保健医療サービスの

整備・拡充 

事前学習 
保健医療サービスの意味について調べ

る。 

事後学習 
ステークホルダーを中心にして保健医

療の概要をまとめる。 

第３回 

保健医療サービスの変化と社会福祉士の役割 

 医療法改正に見る保険医療サービスの今日的課題、医療連携 

 チーム医療の推進と社会福祉士・精神保健福祉士 

事前学習 
医療法の改正から医療と福祉の関連を

調べる。 

事後学習 
保健医療サービスにおいて社会福祉士

に求められる役割をまとめる。 

第４回 

保健医療サービスを提供する施設とシステム 

医療法による医療施設の機能・類型、医療政策による医療施設

の機能・類型 

診療報酬による医療施設の基準・類型、介護施設の基準・類型、

在宅支援のシステム 

事前学習 医療システムについて調べる。 

事後学習 機関・施設の役割・機能をまとめる。 

第５回 

保健医療サービスの概要についてのまとめと考察 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカーの役割 

医療ソーシャルワーカーの歴史と業務の枠組み 

事前学習 

保健医療サービスの概要と社会福祉士

の役割をまとめ、説明できるようにし

ておく。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの背景につい

てまとめる。 

第６回 

保健医療サービスの連携と医療ソーシャルワーカーの役割 

ミクロのソーシャルワーク、ミクロからメゾのソーシャルワー

ク、メゾからマクロのソーシャルワーク 

事前学習 
医療ソーシャルワーカーの業務指針に

ついて理解しておく。 

事後学習 
医療ソーシャルワーカーの業務につい

てまとめる。 



 

 

第７回 

保健医療サービスの専門職の役割、保健医療サービス専門職の

概観、基本的姿勢 

保健医療サービスにおける各専門職の視点と役割の実際 

事前学習 
保健医療サービスに関わる専門職の役

割について調べる。 

事後学習 
保健医療サービスに関わる専門職の役

割についてまとめる。 

第８回 

保健医療サービスの専門職の役割、保健医療サービス専門職の

概観、基本的姿勢 

インフォームドコンセントの意義と実際・倫理 

医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

事前学習 
インフォームドコンセントの現状につ

いて調べる。 

事後学習 
インフォームドコンセントの重要性に

ついてまとめる。 

第９回 

保健医療サービスに関わる専門職についてまとめと考察 

保健医療サービスの提供と経済的保障 

医療費に関する政策的動向、医療保険制度と診療報酬制度の概

要、 

事前学習 

保健医療サービスに関わる専門職につ

いてまとめ、説明出来るようにしてお

く。 

事後学習 政策動向についてまとめる。 

第１０回 

保健医療サービスの提供と経済的保障 

   医療費に関する政策的動向、医療保険制度と診療報酬制度の

概要、介護保険制度と介護報酬制度の概要、高額療養費制度

の概要、ターミナルケア支援の診療報酬制度 

自立支援医療、公費負担医療制度の概要 

事前学習 
医療保険・診療報酬制度について調べ

る。 

事後学習 
診療報酬制度の動向についてまとめ

る。 

第１１回 

保健医療サービスに関わる専門職・保健医療サービスの提供と

経済的保障についてまとめと考察 

保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職との連携） 

保健医療の専門職との連携方法と基礎知識 

事前学習 

保健医療サービスの関わる社会保障制

度についてまとめ、説明できるように

する。 

事後学習 連携の意味についてまとめる。 

第１２回 

保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職との連携） 

保健医療の専門職との連携方法と基礎知識、チームケア実現の

ための制度や連携機関・団体 

事前学習 
保健医療におけるチームワークの理論

について調べる。 

事後学習 
チームワークの理論とコンピテンシー

についてまとめる。 

第１３回 
保健医療サービスの連携の理論と実践（専門職との連携） 

地域の保健医療ネットワーク構築のための連携方法 

事前学習 地域ネットワークの事例を調べる。 

事後学習 
保健医療における地域ネットワークの

構築方法についてまとめる。 

第１４回 

保健医療サービスの連携の理論と実践（地域の社会資源との連

携） 

地域 NST の概念 地域ケア、ネットワークの実際 

事前学習 地域ネットワークの事例を調べる。 

事後学習 
授業内で考察した地域ネットワークを

まとめる。 

第１５回 
保健医療サービスにおける連携についてのまとめ 

ディスカッションおよび保健医療サービスの課題と展望 

事前学習 保健医療サービスの課題を調べる。 

事後学習 
保健医療サービスの課題についてまと

める。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1330 

２．授業担当教員 中里 哲也 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日、わが国においてボランティア活動は大きな注目を集めている。阪神・淡路大震災においてボランティ

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

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

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

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

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

秋季学期間中に各学生の興味・関心に応じて、１回以上のボランティア活動（施設の一日行事ボランティア
等）を行い、その内容と成果について授業内で発表するとともに、レポート（報告書）を提出する。 

※レポートは、Ａ４で３枚程度とする。 
※提出は、冬季休校期間明けの最初の授業時とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

岡本榮一 監修、守本友美、河内昌彦、立石宏昭編著『ボランティアのすすめ 基礎から実践まで』ミネルヴ
ァ書房、2005。 
【参考書】 

三本松政之・朝倉美江編『福祉ボランティア論』有斐閣アルマ、2007。 
巡静一・早瀬昇編著 大阪ボランティア協会監修『基礎から学ぶボランティアの理論と実際』中央法規、1997。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

たか。  

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

○評定の方法 

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

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

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

1．欠席・遅刻・早退をしないこと。 
2．授業中は携帯電話や PHS等の電源は切り、私語・居眠りは慎み、常に緊張感と集中力を保つこと。     

3．授業での積極的な取り組みを評価するので、グループ・ディスカッションや意見の発表時には間違いを恐 
れず、主体的に取り組むこと。 

4．授業中に指示された課題の提出期限は守ること。 

5．学期内にボランティア活動を計画的かつ積極的に行うこと。施設ボランティアだけがボランティアではな 
い。エコキャップや使用済み切手の収集と提供などもボランティアである。 

13．オフィスアワー 原則としては授業の前後。但し、時間を要する場合は双方で相談し、日時や場所を決めましょう。 

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 
授業ガイダンス（教員の自己紹介、受講生の自己紹介
―ボランティア体験や関心のあるボランティアについ

て、授業の進め方の説明など） 

事前学習 
ボランティアについて自分が持っているイ
メージをまとめる。 

事後学習 
これからやりたいボランティア活動につい

て考え、まとめる。 

第２回 ボランティア活動とは何か 

事前学習 
自分なりに、ボランティア活動とは何かを考
え、まとめる。 

事後学習 
学習した内容を整理し、ボランティア活動に

ついて学んだ点をまとめる。 

第３回 ボランティア活動の歴史と発展 

事前学習 
ボランティアの起源や歴史、発展について、

調べておく。 

事後学習 
ボランティア活動の歴史的変遷について、授

業で学んだ要点をまとめる。 

第４回 ボランティア活動を始めるにあたって 

事前学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意
すべき点について、自分で考え、まとめる。 

事後学習 
ボランティア活動を始めるにあたって留意

すべき点についてまとめる。 

第５回 現場の職員としてボランティアを受け入れる意義 

事前学習 
ボランティアを受け入れる立場に立って、ボ
ランティア活動を考えてみる。 

事後学習 
ボランティアを受け入れる際の実践現場の

メリットやデメリットについてまとめる。 

  



 

 

 

第６回 

外部講師による講義＆演習（予定） 

災害とボランティア（「東日本大震災」等における災害
ボランティア活動）の実践から学ぶ 

事前学習 
阪神・淡路大震災、東日本大震災について調
べておく。 

事後学習 
災害ボランティアについて、学んだ点につい

てまとめる。 

第７回 地域福祉とボランティア 

事前学習 
自分の生活している地域において、自分がで

きるボランティア活動について考える。 

事後学習 
地域福祉を推進していく上で、ボランティア

が果たす役割や意義についてまとめる。 

第８回 高齢者福祉とボランティア 

事前学習 
現在の日本の高齢者の状況について調べて
おく。 

事後学習 
高齢者に関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第９回 障がい者福祉とボランティア 

事前学習 
ノーマライゼーションについて調べてまと
める。 

事後学習 
障がい者に関わるボランティア活動につい

て学んだ点をまとめる。 

第１０回 子ども家庭福祉とボランティア 

事前学習 
わが国の子どもと家庭を取り巻く課題につ

いて挙げる。 

事後学習 
子どもに関わるボランティア活動について

学んだ点をまとめる。 

第１１回 国際問題、及び環境問題とボランティア 

事前学習 
日本や世界を見渡して、どのような国際問題
や環境問題があるか挙げておく。 

事後学習 
環境に関わるボランティア活動について学

んだ点についてまとめる。 

第１２回 ボランティア活動についての成果発表１ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１３回 ボランティア活動についての成果発表２ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１４回 ボランティア活動についての成果発表３ 

事前学習 成果発表の準備をする。 

事後学習 
成果発表の振り返りと、他者のボランティア

活動から学んだ点をまとめる。 

第１５回 ボランティアコーディネーターの機能と役割 
事前学習 

ボランティアコーディネートについて自分

なりに調べておく。 

事後学習 全 15 回のまとめをおこなう。 

 


