
 

 

１．科目名（単位数） 介護概論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2309 

SSMP2109 

SCMP2309 

PSMP2409 
２．授業担当教員 鄭 春姫 

４．授業形態 講義及び演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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 

受講生の人数などの状況に応じて、講義内容・形態を変更することもある。 

授業で整理した内容を、授業開始前・終了後に課題を提出する場合もある。 

第6回の授業で専門職の理解については、指定の用紙を使い記録を行い、提出する。 

第7回～第8回の介護保険制度の改正点などを含め、整理し、提出する 

第10～13回のグループワークでは、毎回、進行係と書記を決めてメンバー皆が参加し意見や考えが発表でき

るようにする。指定の用紙に必要事項を書いてグループレポートを作成する。授業の最後に提出する。 

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－高齢者福祉論』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 

授業中のマナー、ルールは守ること 

【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こと。何もない場合は減点対象とする。 

・下記【マナー、ルールについて】を守れない場合は、必ず欠席とする。 

【マナー、ルールについて】 

・授業中、私語はしない。 

・携帯電話などは電源を切るかマナーモードにする。また、机の上に置かない。かばん等に必ずしまってお

く。 

・授業中に携帯電話の作動はしないこと。守れない場合には、退出してもらう。 

・居眠りはしない。 

・他学生の学習の妨げになるようなことはしない。 

・明らかに授業態度が不適切と判断された際は、厳格な指導を行うが、指導後も授業態度の改善が見られな

い場合は、たとえ皆出席であってもＦ評価になる。 

13．オフィスアワー 時間割決定後。 

  



 

 

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 

「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。 

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」① 

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 「介護保険について」② 

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 
介護保険制度の改正点などを含め、整理

する。 

事後学習 介護保険制度についてまとめる。 

第９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。 

第１０回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」① 

身だしなみの介護の方法を実践して理解する。（グループワー

ク） 

事前学習 
日常生活における身だしなみについて考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１１回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」② 

起居動作、移動等の介護の方法を実践して理解する。（グルー

プワーク） 

事前学習 
日常生活における移動、移乗について考

える。 

事後学習 レポートの作成 

第１２回 

テーマ「日常生活動作における介護の実践」③ 

食事、口腔ケアの介護の方法を実践して理解する。（グループ

ワーク）  

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 レポートの作成 

第１３回 
テーマ「日常生活動作における介護の実践」④ 

排泄の介護を理解する。（グループワーク） 

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 レポートの作成 

第１４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 
実践的な介護の考え方や方法について整

理する。 

第１５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。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
カウンセリング演習 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3181 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 グループ発表、ディスカッション、体験学習（ロールプレイなど） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「カウンセリングの基礎」の単位を履修していることが望ましい（この科目は、心理学部であれば「カウ

ンセリングの基礎」を発展させていくものですが、社会福祉学部や教育学部の学生は、ソーシャルワークや

教育相談などで学習したものと関連します。）。 

７．講義概要 

カウンセリングの理論は、医療・教育・福祉の現場でも幅広く活用・実践されている。カウンセリングと

は、何らかの援助を求める人（クライエント）に対して、自己理解、環境理解と行動変容（レポートが遅れ

がちな人が日時を守る、悩みが解消する、性格が明るくなる、など）を通して人をエンパワーすることを目

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人間関係でありプロセス

である。 

本講義では、カウンセリングの理論と技法の基礎を学びながら、単に頭で知識を学ぶのではなく、ロール

プレイを通して、自分のコミュニケーションのあり方を振り返り、社会生活で健全な人間関係を形成すると

ともに問題を解決する能力を育てる。 

 

８．学習目標 

１．カウンセリングが具体的にどのような環境・方法で、どんな人達を対象に行われ役立っているのかを理

解する。 

２．カウンセリングの基本的な態度・技法を習得し、実践できるようにする。 

３．さまざまなケースを通してクライエント理解を深め、対応のポイントを理解し、実践できるようにする。 

４．社会生活で、人の生き方を尊重した支援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 

・演習内容により、プリント課題や、授業中に行うロールプレイの逐語記録等が課される。 

・学期末にはレポートが課される。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
福山清蔵著、日精研心理臨床センター編『［独習］入門カウンセリングワークブック』株式会社 日本・精神
技術研究所 

【参考書】 
東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
平木典子著『自分の気持ちをきちんと伝える技術』PHP。 

 

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. 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 

カウンセリングを学ぶことは、カウンセラーを目指す人にとって必須となるのはもちろんのこと、「人と人

との関わり」について真剣に想いを巡らすという点において、対人援助職を志す人すべてに役立つものであ

る。本講義では、今までの基礎的な学び基づき、より実践的な内容を扱う。受講する学生は、以下の点を大

切にして、講義に参加していただきたい。 

・他の受講生の学習に迷惑をかける行為は慎むこと。 

・授業中の携帯電話（スマートフォン）の作動は厳禁である。 

・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

ず教員に書面をもって報告すること。 

13．オフィスアワー 別途通知します。 

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 

・カウンセリングとは何か 

事前学習 教科書の目次と「はじめに」を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す。 

第２回 

Ⅰクライエントの問題と問題へのアプローチ 

（講義と演習） 

1.障害除去のアプローチ 

事前学習 教科書 pp.8〜12 を読んでおく 

事後学習 
授業で行ったことを見直す 

第３回 2.内面へのアプローチ 
事前学習 教科書 pp.13〜19 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第４回 第Ⅰ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅰ章の復習をしておく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第５回 
Ⅱクライエントの語り（講義と演習） 

1.話のなかの 3 つの要素 

事前学習 教科書 pp.20〜24 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 



 

 

第６回 2.クライエントの訴え 
事前学習 教科書 pp.25〜26 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第７回 3.フィードバック 
事前学習 教科書 pp.27〜31 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第８回 4.感情の反射 
事前学習 教科書 pp.32〜35 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第９回 第Ⅱ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅱ章を復習しておく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１０回 
Ⅲクライエントの話の背景（講義と演習） 

1.話すことの意味 

事前学習 教科書 p.36 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１１回 2.夢、願い、期待 
事前学習 教科書 pp.37〜41 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１２回 3.危機と悩み 
事前学習 教科書 pp.42〜47 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１３回 第Ⅲ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅲ章の復習をしておく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１４回 
Ⅳクライエントの心理（講義と演習） 

1.クライエントの悩み 

事前学習 教科書 pp.48〜52 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１５回 2.クライエントの準拠枠① 
事前学習 教科書 pp.53〜54 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１６回  クライエントの準拠枠② 同化と調節 
事前学習 教科書 pp.55〜61 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１７回  クライエントの準拠枠③ ものの見え方 
事前学習 教科書 pp.62〜68 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１８回 3.クライエントの質問 
事前学習 教科書 pp.69〜71 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第１９回 4.カウンセラーの質問 
事前学習 教科書 pp.72〜75 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２０回 第Ⅳ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅳ章の復習をしておく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２１回 
Ⅴクライエントの理解（講義と演習） 

1.外側からの理解 

事前学習 教科書 pp.76〜81 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２２回 内側からの理解 
事前学習 教科書 pp.82〜84 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２３回 2.クライエントとの関わり 
事前学習 教科書 pp.85〜91 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２４回 3.言い換え 
事前学習 教科書 pp.92〜97 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２５回 4.対話と沈黙 
事前学習 教科書 pp.98〜103 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２６回 第Ⅴ章のまとめ 
事前学習 教科書第Ⅴ章の復習をしておく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２７回 

Ⅵクライエントとカウンセラーの対話分析 

（講義と演習） 

1.促進的会話と非促進的会話 

事前学習 教科書 pp.104〜111 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２８回 2.促進的な応答 
事前学習 教科書 pp.112〜119 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第２９回 3.対話のプロセスレッスン 
事前学習 教科書 pp.120〜125 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 

第３０回 Ⅶカウンセリングのイメージ作り（講義と演習） 
事前学習 教科書 p.126 を読んでおく 

事後学習 授業で行ったことを見直す 
 

 



 

 

１．科目名（単位数） 韓国の文化と言語Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1316 

GECM1326 
２．授業担当教員 石山 哲也 

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 

韓国の文化と言語Ⅰを履修していることが望ましい。ハングルが全く読めない、韓国語の文法を全く知らな

いという状態で参加することは困難である。 

７．講義概要 

韓国の文化と言語Ⅰでは言語を中心に講義を行なったが、Ⅱでは言語と文化両方を学習する。言語につい

ては基本的な挨拶から日常会話をはじめ、漢数詞、固有数詞などを応用し、会話を深める。文化については

一般的な理論講義と共にビデオや現地見学（コリアタウン、高麗神社）などを併行して講義を行ない、より

深い韓国文化の理解を高めることも目的とする。したがって、本授業は基本的なハングル文字を理解し、韓

国の文化に興味を持っている学生が授業の対象として望ましい。  

８．学習目標 

１．ハングルの文字と単語を覚える 

２．基本的な日常会話ができるように学習する 

３．現代の韓国社会の政治・経済・社会・文化などについて理解する。 

４．韓国の伝統文化・名節について理解する。 

５．韓国の歴史や世界遺産などについて理解する。 

６．韓国の文化を直接的に体験し、より深い文化を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．レポート：韓国の文化の中から一つを選び、日本との相違点や類似点についてまとめる 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

李昌圭『スペシャル CD付き 日常会話から文法まで学べる はじめての韓国語』ナツメ社、2014。 

【参考書】 

任栄哲・井出里咲子『箸とチョッカラク――ことばと文化の日韓比較』大修館書店、2004。 

斉藤明美『言葉と文化の日韓比較』世界思想社、2005。 

古田博司・小倉紀蔵編『韓国学のすべて』新書館、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．自己紹介と簡単な会話ができるのか 

2．韓国の文化について理解し、日本と比べ類似点や相違点について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への参加度（発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：２０％ 

3．総括テスト：４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

韓国語は日本語話者にとって、世界で最も学びやすい言語だと言われています。また、日本語と韓国語は

多くの漢語を共有しているので、語彙の増強も容易です。本人のやる気次第で本当に使える韓国語が身につ

けられるので、ぜひ頑張ってみてください。 

なお、韓国語の定着を目指すため、原則として前回の内容を試験範囲とするミニテストを毎回実施します 

13．オフィスアワー 初回の授業時に告示する。 

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、韓国語の文字と発音 
事前学習 このクラスで何ができるようになりたいか考えておく。 

事後学習 韓国について理解したことをまとめる 

第２回 Lesson13、14 
事前学習 pp.126～133を読んでおく。 

事後学習 授業で練習した会話の内容を覚える。 

第３回 Lesson15、韓国の文化① 
事前学習 pp.134～137を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える 

第４回 Lesson16、まとめの演習問題 4 
事前学習 pp.138～141を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習する。 

第５回 Lesson17、18 
事前学習 pp.148～155を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第６回 Lesson19、韓国の文化② 
事前学習 pp.156～159を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第７回 Lesson20、まとめの演習問題 5 
事前学習 pp.160～163を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習する。 

第８回 Lesson21、22 
事前学習 pp.170～177を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第９回 Lesson23、韓国の文化③ 
事前学習 pp.178～181を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第１０回 Lesson24、まとめの演習問題 6 
事前学習 pp.182～185を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習する。 

第１１回 Lesson25、26 
事前学習 pp192～199を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第１２回 Lesson27、韓国の文化④ 
事前学習 pp.200～203を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 



 

 

第１３回 Lesson28、まとめの演習問題 7 
事前学習 pp.204～207を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習する。 

第１４回 Lesson29、30 
事前学習 pp.214～221を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した会話の内容を覚える。 

第１５回 全体のまとめ 
事前学習 課題レポートをまとめる 

事後学習 レポートを清書して提出する 

 



 

 

１．科目名（単位数） 感情・人格心理学／人格心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3333 

２．授業担当教員 若松 直樹 

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 
対人支援にかかわる心理学科目を踏まえることによって理解が促進されるでしょう。 

７．講義概要 

 人格心理学とは、個人の内側から人間の行動の法則をみようとするものである。なお人格とは、性格とほ

ぼ同じ意味で用いられるが、態度（認知・感情・行動）、興味、価値観並びに知的理解度などを含んだ全体的
な特徴を指す。ここでは人格と性格とを分けない考え方に立ち、さまざまな観点から人格の特徴を明らかに
していく。 

８．学習目標 

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

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

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

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

４．性格の形成のされ方が分かる。 

５．性格の正常・異常について様々な観点から理解できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 

①人格にかかわる自身の関心事や問題意識を示した上で、それ(ら)を教科書からの知見を用いながら説明や

解釈を展開しなさい。 

②上記の関心事や問題意識を解決･支援･発展などさせるための心理士としての関与について述べなさい。 

○レポートの執筆量や提出期限などはおって示します。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】大山泰弘『人格心理学』一財)放送大学教育振興会，2015 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．自己理解や他者理解を通して、人をみる目を養うことができているか。 

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

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加  総合点の３０％ 

２．課題レポート     総合点の３５％ 

３．テーマ毎の理解度   総合点の３５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

臨床や･対人支援の心理学を志向する皆さんにとって、人格や性格，感情の働きには大いに関心をもつ事柄の

はずです。人はそれぞれ多彩ですが、その人をその人らしくする基礎となる人格･性格･感情という概念につ

いて、学問的な共通概念を理解することは大切です。それらを踏まえ、自身の体験なども含め、それぞれが

もつ｢人柄や個性｣を重視しながら多様な人間理解に結びつけてください。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお知らせします。 

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･人格心理学とは？ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第２回 人格を理解する観点と理論 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第３回 人格を映し出す－心理査定 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第４回 人格理論の多様性 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第５回 人格と集団の心理 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第６回 人格のはじまり 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第７回 人格の育ち 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第８回 人格が閉じるとき 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第９回 人格とかたり(語り) 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１０回 人格が病み傷つくということ 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１１回 人格の探求と文化 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１２回 人格の変容と心理療法 事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 



 

 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１３回 物語にみる人格の変容 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１４回 人格と存在 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

第１５回 人格心理学の展望 
事前学習 教科書の事前確認から問題意識を創出する。 

事後学習 関心事項の情報を追加検索する。 

 



 

 

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 石川 英伸 

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 

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Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 チームティーチング 

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） 
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） 
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（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４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５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６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７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８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９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１０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１１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１２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１３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１４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１５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１６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１７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１８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１９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２０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２１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２２回 小論文対策（情報化の日常） 
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） 教養基礎演習ⅢB (4 単位)  

３．科目番号 GECD2205 

２．授業担当教員 庄司 養昌 

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（教員基礎演習ⅠB)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 
第 7 回終了後、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 

課題研究 

2 
第 13 回終了後、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 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡB (2 単位)  

３．科目番号 GELA1205 

２．授業担当教員 石山 哲也 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

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

ーマを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版（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・日本での暮らしの悩み

について話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業

の全体像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 

事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



 

 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興

味のあるテーマでレポートを作成する 

第１４回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース1～12から興味のある

テーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 
事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 



伊勢崎キャンパス 

 

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 

GELA2204 

GELA2304 

２．授業担当教員 チームティーチング 

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。 
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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 
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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 チームティーチング 

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。 
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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） 
健康・医療心理学／健康心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3337 

２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

防のために、どのような支援が可能か自分の考えを述べることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

今後の仕事や生活をしていく上で、心身の健康を保つための工夫についてまとめる。講義を踏まえて自身の

生活や行動を見直し、現状の課題と今後の対応について、論じること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】島井哲志・長田久雄・小玉正博（編）「健康・医療心理学入門 健康なこころ・身体・社会づくり」

有斐閣、2020。 

その他、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 

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

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

○評定の方法 

授業への積極的参加、日常の受講態度、課題レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度(授業態度、積極的参加)   総合点の３０％ 

２ 課題レポート                総合点の３０％ 

３ 期末レポート                総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

健康・医療心理学は、病気と健康を分けて考えず、心身ともに健康を保つための支援を行う実践的な学問で

す。3 年次の専門科目として、これまでの学習を踏まえて、より実践的な内容を扱います。 

普段の講義とは違う形式となりますが、充実した学びとなるように、分からないことは質問するなど積極的

に参加することを望みます。なお、ただ講義に参加するだけでは単位取得が難しいかもしれません。予めご

承知の上、履修してください。 

13．オフィスアワー 初回授業にて提示する。 

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：健康心理学とはなにか 
事前学習 第 1 章（p3～20）を読んでおく。 

事後学習 第 1 章をまとめる。 

第２回 健康リスクへのアプローチ 
事前学習 第 2 章（p21～38）を読んでおく。 

事後学習 第 2 章をまとめる。 

第３回 健康心理学と臨床心理学 
事前学習 第 3 章（p39～52）を読んでおく。 

事後学習 第 3 章をまとめる。 

第４回 ストレスとウェルビーイング 
事前学習 第 4 章（p53～72）を読んでおく。 

事後学習 第 4 章をまとめる。 

第５回 食生活とウェルビーイング 
事前学習 第 5 章（p73～88）を読んでおく。 

事後学習 第 5 章をまとめる。 

第６回 身体活動・睡眠とウェルビーイング 
事前学習 第 6 章（p89～106）を読んでおく。 

事後学習 第 6 章をまとめる。 

第７回 感情と健康リスク 
事前学習 第 7 章（p107～124）を読んでおく。 

事後学習 第 7 章をまとめる。 

第８回 行動と健康リスク 
事前学習 第 8 章（p125～144）を読んでおく。 

事後学習 第 8 章をまとめる。 

第９回 発達・加齢に伴う健康リスクと支援 
事前学習 第 9 章（p145～162）を読んでおく。 

事後学習 第 9 章をまとめる。 

第１０回 働く人の健康リスクと支援 
事前学習 第 10 章（p163～184）を読んでおく。 

事後学習 第 10 章をまとめる。 

第１１回 医療における行動と心理 
事前学習 第 11 章（p185～198）を読んでおく。 

事後学習 第 11 章をまとめる。 

第１２回 健康・医療心理学の臨床的展開 
事前学習 第 12 章（p199～220）を読んでおく。 

事後学習 第 12 章をまとめる。 

第１３回 医療におけるコミュニケーションと課題 
事前学習 第 13 章（p221～239）を読んでおく。 

事後学習 第 13 章をまとめる。 

第１４回 災害による健康リスクと支援 
事前学習 第 14 章（p241～262）を読んでおく。 

事後学習 第 14 章をまとめる。 



 

 

 

第１５回 医療制度と心理職の社会的役割 
事前学習 第 15 章（p263～280）を読んでおく。 

事後学習 第 15 章をまとめる。 

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 

２．授業担当教員 宮田 洋之 

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 秋期 

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 

課題 自分自身の1週間のライフスタイルを記録し、健康、運動について考える。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

適宜資料を配布する。 

【参考書】 

勝田茂監訳『身体活動・体力と健康』朝倉書店 

関根紀子『運動と健康』放送大学 

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 

食事・睡眠・身体活動など、受講生の日常生活もそのまま該当する内容を扱っていきます。人体の仕組みや

生理についてよく理解し、生活習慣の改善、運動スポーツの実践ができるようになってください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

「現代の健康に関する問題について」 

事前学習 
自身の子どもの頃の生活習慣および現在の生

活習慣について把握しておく。 

事後学習 
自身の生活習慣について、健康という観点から

評価し、問題点、改善点について記述する。 

第２回 「食事（朝食）に関する問題について」 

事前学習 自身の朝食摂取についてまとめておく。 

事後学習 
食習慣について、授業内容を参考に改善・維持

できるようにする。 

第３回 「睡眠に関する問題について」 

事前学習 自身の睡眠（時間や質）についてまとめておく。 

事後学習 
睡眠習慣にいて、授業内容を参考に改善・維持

できるようにする。 

第４回 「疾患に関する問題について」 

事前学習 疾患に関する情報を集め、予習しておく。 

事後学習 
疾患に関して、授業内容をまとめ、近年の傾向

を把握する。 

第５回 「体力に関する問題について」 

事前学習 
近年の子どもの体力の傾向および、自身の運動

習慣について把握しておく。 

事後学習 
体力が健康を支えている事を理解し、今後の身

体活動について改善、維持を意識する。 



 

 

第６回 「肥満に関する問題について」 

事前学習 肥満に関する情報を収集しておく。 

事後学習 

肥満が及ぼす影響の他、授業内で学んだその他

の要因についても復習し、今後健康に関して他

人に説明できるようにする。 

第７回 「こころに関する問題について」 

事前学習 こころの問題とは何か、情報を収集しておく。 

事後学習 
こころの問題について授業内容を復習し、理解

する。 

第８回 
【集中実技】① 

「ストレッチ、軽運動」 

事前学習 ストレッチについて情報を収集しておく。 

事後学習 
自分の運動感の視点と相対非し、自身の運動感

を確立する。 

第９回 
【集中実技】① 

「縄跳び運動」 

事前学習 
今まで行なったことのある縄跳び遊びの方法

を思い出す。 

事後学習 縄跳び運動の特性を理解する。 

第１０回 
【集中実技】② 

「生涯スポーツ」 

事前学習 生涯スポーツについて情報を収集しておく。 

事後学習 
生涯スポーツを通して、今後社会で活用できる

ことは何か考える。 

第１１回 
【集中実技】② 

「バランスボールを使った運動」 

事前学習 G ボールについて調べておく。 

事後学習 
授業の内容の一部を普段の生活に取り入れ実

施する。 

第１２回 
【集中実技】③ 

「体力の測定と評価」 

事前学習 
今まで行なったことのある体力・運動能力テス

トを思い出す。 

事後学習 
形態および機能の正しい測定方法を理解し現

場で実践できるようにする。 

第１３回 
【集中実技】③ 

「疲労回復法、疲労しにくいからだ作り」 

事前学習 
疲労を回復するための色々な方法を調べて授

業に望む。 

事後学習 
自分なりの疲労回復方法についてまとめ、実践

する。 

第１４回 「健康と運動」 

事前学習 
健康と運動の関連は何か、情報を収集してお

く。 

事後学習 
健康と運動の関連について理解し、実践するだ

けでなく、他社に伝えられるようにする。 

第１５回 「学習のまとめ」 

事前学習 
健康とは何か運動との関連は何か、これまでの

授業を振り返り、自分の考えをまとめておく。 

事後学習 
資料、講義内容を参考にし、これからの行動に

活かせるようにする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3101 

SCMP3101 

SBMP3301 

SPMP3301 

PSMP3401 

２．授業担当教員 上野 義光 

４．授業形態 講義・討議 ５．開講学期 春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含
めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 

２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート設題：「成年後見制度と日常生活自立支援事業についておよびその両制度の違いについて」 

3000字程度にまとめて、12月中旬までに提出。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編 

『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業を通じて、権利擁護の基本的な考え方、成年後見制度の概要、成年後見人の活動等を理解し、説明

できるようになっているか。 

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

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 日常生活に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として、鋭い人権感覚を身に付けて

おくことは大切です。年々、成年後見制度や日常生活自立支援事業の需要が増加しており、援助の専門職と

して法制度と実際の知識が必要です。法律は難解な用語が多いので分りやすく説明します。 

授業中の私語、携帯電話の使用は禁止します。学生としてのマナーを守ってください。 

13．オフィスアワー 休憩時間に相談に応じる（4号館 2階非常勤講師室）。 

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、相談援助活動にお

いて想定される法律問題 

事前学習 教科書第 1章第 1節（pp.2~6）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
相談援助活動における法律問題について、その内容をまとめ

る。 

第２回 

日本国憲法（近代憲法の基本原理、憲法

上の権利と基本的人権、自由権と社会

権）の理解 

事前学習 
教科書第 1 章第 2 節（pp.7~16）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
特に基本的人権、社会権に関する理解を深め、その内容をまと

める。 

第３回 
日本国憲法（外国人と法人の人権、統治

機構、地方自治、財政の原理等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 2節（pp.16~27）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 統治機構、地方自治、財政について、その内容をまとめる。 

第４回 

行政法（行政法とは何か、行政行為、行

政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠

償法等）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 3節（pp.28~47）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
行政行為、行政事件訴訟、行政不服申立制度、国家賠償法につ

いて、その内容をまとめる。 

第５回 
民法（総則・自己決定と代理、物権と債

権、契約と消費者保護）の理解 

事前学習 
教科書第 1章第 4節（pp.48~62）を熟読し、その要点をまとめ

る。 

事後学習 
民法総則、物権と債権、契約と消費者保護についての理解を深

め、その内容をまとめる。 

第６回 
民法（不法行為と損害賠償、親族法、相

続法）の理解 

事前学習 教科書第 1章（pp.62~78）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
不法行為と損害賠償、親族法、相続法について、その内容をま

とめる。 

第７回 
成年後見制度（成年後見・保佐・補助の

概要、申立の流れ）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.82~106）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度について理解し、その内容をまとめる。 

第８回 

成年後見制度（任意後見制度、成年後見

人等の義務と責任、成年後見制度の動

向）について 

事前学習 教科書第 2章（pp.107~127）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
任意後見制度、成年後見人等の義務と責任について理解し、そ

の内容をまとめる。 

第９回 

日常生活自立支援事業（日常生活自立支

援事業の概要、日常生活自立支援事業と

成年後見制度との連携）について 

事前学習 教科書第 3章（pp.130~138）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
日常生活自立支援事業について理解を深め、その内容をまとめ

る。 



 

 

第１０回 

成年後見制度利用支援事業（成年後見制

度利用支援事業の概要、その他の財政支

援の活用）について 

事前学習 教科書第 4章（pp.140~145）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 成年後見制度利用支援事業について、その内容をまとめる。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織・団体（家庭裁

判所・法務局・市町村の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.148~161）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
特に家庭裁判所,法務局の役割について理解を深め、その内容

をまとめる。 

第１２回 
権利擁護にかかわる組織・団体（社会福

祉協議会・児童相談所の役割）について 

事前学習 教科書第 5章（pp.162~171）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉協議会と児童相談所の役割について、その内容をまと

める。 

第１３回 

権利擁護にかかわる専門職（弁護士・司

法書士・公証人・医師の役割等）につい

て 

事前学習 教科書第 6章（pp.174~196）を熟読し、その要点をまとめる。 

事後学習 弁護士・司法書士等の役割について、その内容をまとめる。 

第１４回 成年後見活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 7章（pp.198～214）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

第１５回 権利擁護活動の実際（事例検討） 
事前学習 教科書第 8章（pp.216~243）を吟味し、その要点をまとめる。 

事後学習 グループで検討したことを、もう一度振り返ってみる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2単位） 

３．科目番号 SBMP2106 

２．授業担当教員 飯島 裕子 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助

に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く
社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用

の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層
対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

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

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

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

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

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

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

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

を持つ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内（2回に1回程度）のミニテストを実施する。 

欠席すると成績評価に大きく響くため、必ず出席すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

日本では子どもの７人に１人が貧困状態にあり、生活保護（＝公的扶助）受給者数は増加を続けています。

公的扶助制度について理解することは、現代日本を生きていく上で欠かせません。貧困の問題を“自分事”と

して考える積極的な姿勢が望まれます。なお、本科目は国家試験科目であり、社会福祉士・精神保健福祉士

を目指す人はしっかりした基礎知識を身につける必要があります。 

＜その他注意点＞私語は厳禁。携帯電話の操作もしないこと。授業が始まってからは、勝手に退室しないこ

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、公的扶助とは何か 

＜教科書：１章＞ 

事前学習 
教科書に軽く目を通し、全体像を把握してお

くこと。 

事後学習 

授業概要について理解し、わからないことが

ないか確認しておくこと。復習を兼ねて教科

書１章を読んでおくこと。 

第２回 
貧困・社会的排除  

＜教科書：２章＞ 

事前学習 
教科書２章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
貧困と社会的排除について説明できるよう

にすること。 

第３回 
生活保護の動向  

＜教科書：６章＞ 

事前学習 
教科書６章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の現況及び動向について説明でき

るようにすること。 

第４回 
生活保護制度とは何か（１）目的と原理、原則 

＜教科書：４章１節、２節＞ 

事前学習 
教科書４章１節、２節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の目的、原理、原則についてしっか

り理解し、説明できるようにすること。 

第５回 
生活保護制度とは何か（２）種類と内容等  

＜教科書：４章３節、４節＞ 

事前学習 
教科書４章３節、４節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活保護の種類と内容についてしっかりし

っかり理解し、説明できるようにすること。 

第６回 
生活保護制度とは何か（３）被保護者の権利と義務等 

＜教科書：第４章５節～８節＞ 

事前学習 
教科書第４章５節～８節を読み、分からない

言葉は調べておくこと。 

事後学習 
被保護者の権利と義務について説明できる

ようにすること。 



 

 

第７回 
生活保護制度とは何か（４）生活保護基準  

＜教科書：５章＞ 

事前学習 
教科書：５章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護基準及び生活扶助基準額について

理解し、説明できるようにすること。 

第８回 中間のまとめ 

事前学習 
これまでの学習を振り返り、わからない点を

まとめておくこと。 

事後学習 
生活保護の仕組みについてしっかりと理解

し、説明できるようになっておくこと。 

第９回 
公的扶助制度の歴史  

＜教科書：３章＞ 

事前学習 
教科書３章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
公的扶助制度の歴史について説明できるよ

うにすること。 

第１０回 
低所得者対策の概要（１）生活困窮者自立支援法  

＜教科書：７章１節～３節＞ 

事前学習 
教科書７章１節～３節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
生活困窮者自立支援法について説明できる

ようにすること。 

第１１回 
低所得者対策の概要（２）ホームレス対策  

＜教科書：７章４節、５節＞ 

事前学習 
教科書７章４節、５節を読み、分からない言

葉は調べておくこと。 

事後学習 
ホームレス問題について理解し、説明できる

ようにすること。 

第１２回 
生活保護の運営実施体制  

＜教科書：８章＞ 

事前学習 
教科書８章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
生活保護の運営実施体制についてしっかり

把握し、説明できるようにすること。 

第１３回 
低所得者に対する相談援助活動  

＜教科書：９章＞ 

事前学習 
教科書９章を読み、分からない言葉は調べて

おくこと。 

事後学習 
低所得者に対する相談援助活動について説

明できるようにすること。 

第１４回 
生活保護における自立支援とこれから  

＜教科書：１０章＞ 

事前学習 
教科書１０章を読み、分からない言葉は調べ

ておくこと。 

事後学習 
生活保護における自立について説明できる

ようにすること。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 
授業全体を通して不明な点、理解できていな

い点がないか確認しておく。 

事後学習 
期末テストに向け、これまで学習した内容を

しっかり復習すること。 

 

 



 

 

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 佐藤 篤司 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

る者をいいます。 

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 

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

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

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

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

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

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

生涯学習への準備、⑧他職種連携及び地域連携について学びます。 

８．学習目標 

①公認心理師の役割について理解し、説明できるようになる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解する。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につける。 

④情報の適切な取扱い方について理解する。 

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

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

になる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解する。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 野島 一彦【編・監修】『公認心理師の職責』遠見書房 

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。 

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

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

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

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

①授業の全体像 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細

を確認する。 

第２回 公認心理師の法的義務・倫理 

事前学習 
「公認心理師の法的義務・倫理」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 
「クライエント/患者らの安全の確保のため

に」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 情報の適切な取り扱いについて 

事前学習 
「情報の適切な取り扱いについて」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５回 
公認心理師の役割遂行に必要な注意事項 

（まとめ） 

事前学習 

これまでの４回の授業で学んだことから、公

認心理師の役割遂行に必要な注意事項をま

とめておく。 

事後学習 
授業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 保健医療分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
「保健医療分野における公認心理師の具体

的な業務」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７回 福祉分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
「福祉分野における公認心理師の具体的な

業務」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 教育分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
「教育分野における公認心理師の具体的な

業務」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９回 司法・犯罪分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
「司法・犯罪分野における公認心理師の具体

的な業務」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 産業・労働分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
「産業・労働分野における公認心理師の具体

的な業務」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 11 回 支援者としての自己課題発見・解決能力 

事前学習 
「支援者としての自己課題発見・解決能力」

について考えておく。 

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 生涯学習への準備 

事前学習 不断の研鑽がなぜ必要か考えてみる。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第 13 回 多職種連携・地域連携 

事前学習 
「多職種連携・地域連携」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 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 15 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） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1101 

SPMP1301 

PSMP1401 ２．授業担当教員 宮崎 栄二 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

対応が必要である。 

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

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

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

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

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

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

し続けるためには、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できること

を目指す。 

８．学習目標 

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

める。 

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

る。 

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

解決すべき課題を把握する。 

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

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

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

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

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

握する。 

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

年後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポート

課題 

・学生本人が居住している市町村を訪ねて、その市町村が発行している高齢者福祉、介護保険関連のパン

フレット、冊子等を収集し、その町独自のサービスなどを理解する。 

・同時に、それぞれの市町村の介護保険事業の実態（高齢者人口、要介護認定者数、施設利用者数等）を

調査する。 

・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】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

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

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と評

定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・高齢者になることは、誰にも避けることが出来ないことです。高齢化が著しく進む日本で、高齢者福祉・

介護福祉は大変大きな、深刻な課題です。十分に学習し、理解しなければなりません。 

・介護保険制度は主要な柱です。興味を持って学習してください。 

・介護保険制度は変化が急です。国家試験に対応するために新たな情報にも注意して下さい。 

・授業内容は、基本的に教科書に沿って進めていくので、必ず予習してきて下さい。 

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席は前から男女で座ること。 

④他の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 講義概要について説明 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 1 章 高齢者の生きがいと社会的参加につい

て、居場所を中心に理解する。 

事前学習 
教科書第 1 章 1 節を読み、高齢者の生きがいとは何

かについて調べる。 

事後学習 高齢者の社会参加への課題と対応策をまとめる。 

第２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 2 章 1 節 高齢化の現状をとおして、少子高齢

社会と社会的問題、少子高齢社会の実態とその要

因、地域間格差について理解する。 

事前学習 
教科書第 2 章 1 節を読み、自分の住んでいる市町村

の高齢化実態の概略を調べる。 

事後学習 
一人暮らし高齢者や高齢者夫婦の実態をまとめる。

（練習問題） 

第３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 3 章 日本の高齢者福祉の発展過程と諸外国の

高齢者福祉の発展過程を比較し違いを理解する。 

事前学習 
教科書第 3 章 1 節を読み、高齢者保健福祉制度の歩

みを、戦後の日本を中心に、概略を調べる。 

事後学習 
日本の平成年間に入っての、高齢者保健福祉制度理

念の変化についてまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 4 章 高齢者の加齢に伴う身体的、心理的、社

会的変化に対する理解を深める。ライフサイクル・

コースについて理解する。 

事前学習 
教科書第 4 章 2 節を読み、高齢者の有訴者率と受療

率を調べる。 

事後学習 
ライフサイクルとライフコースについてまとめる。

（練習問題） 

第５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 5 章 介護の概念、対象と、高齢者虐待につい

て、最近の動向を理解する。 

事前学習 教科書第 5章 1節を読み、介護の現状を調べる。 

事後学習 
高齢者虐待の現状を、「高齢社会白書」などを使って

まとめる。（練習問題） 

第６回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 6 章 認知症ケアを中心に、高齢者のケアを理

解する。 

事前学習 教科書第 6章 3節を読み、認知症について調べる。 

事後学習 
終末期ケアと高齢者の人権、家族の生活維持につい

てまとめる。（練習問題） 

第７回 
教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 7章 高齢者福祉に関わる法制度を理解する。 

事前学習 
教科書第 7 章 1 節を読み、老人福祉法成立の経緯に

ついて調べる。 

事後学習 
高齢者医療制度をめぐる動向と課題をまとめる。（練

習問題） 

第８回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 8 章 介護保険制度の全体像、制度成立の背景

について理解する。 

事前学習 
教科書第 8 章 1 節を読み、介護保険制度の概要を調

べる。 

事後学習 介護保険制度の今後の課題をまとめる。（練習問題） 

第９回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 9 章 介護保険制度における介護サービスにつ

いて理解する。 

事前学習 
教科書第 9 章 2 節を読み、介護保険居宅サービスの

概要を調べる。 

事後学習 

介護サービス実施における、介護サービス事業者、専

門職の連携（多職種連携）についてまとめる。（練習

問題） 

第１０回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 10章 介護保険 3施設を中心に、施設の役割と

他の専門機関を理解する。 

事前学習 
教科書第 10章 1節を読み、介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム）を調べる。 

事後学習 
地域包括支援センターについて、その役割や配置さ

れる専門職についてまとめる。（練習問題） 

第１１回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 11 章 高齢者福祉、介護保険制度における、

国、都道府県、市町村などの役割を理解する。 

事前学習 
教科書第 11 章 1 節を読み、介護保険制度における

国・都道府県の役割を調べる。 

事後学習 
介護保険制度における、市町村の役割をまとめる。

（練習問題） 

第１２回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 12 章 高齢者に対する相談援助の実際を理解

する。 

事前学習 
教科書第 12章 1節を読み、個別援助技術を念頭に、

高齢者の相談援助を、介護保険を中心に調べる。 

事後学習 

グループワークを念頭に、地域を活用した当事者グ

ループ結成などの事業について、メディアを利用し

てまとめる。（練習問題） 

第１３回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 13章 高齢者の住まい方について、自宅と老人

ホームなどを比較しながら理解する。 

事前学習 
教科書第 13章 1節を読み、有料老人ホームについて

調べる。 

事後学習 
サービス付高齢者住宅についてまとめる。（練習問

題） 

第１４回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 14 章 福祉用具と福祉住環境について理解す

る。 

事前学習 
教科書第 14 章 1 節を読み、福祉用具とは何か調べ

る。 

事後学習 
バリアフリー住宅について調べ、バリアが高齢者に

対しどの様な影響があるかまとめる。（練習問題） 

第１５回 

教科書『学びを追究する高齢者福祉』 

第 15章、高齢者支援の方法と実際について、介護

保険制度や介護の実際を通して理解する。（全体の

まとめ） 

事前学習 

教科書第 15章「事例研究 在宅福祉」を読み、要介

護・要支援高齢者が地域での生活を継続していくに

は、どう対応すればよいか調べる。 

事後学習 
介護保険制度について、自分の住んでいる市町村の

パンフレットなどで全体像を改めてまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、グループプレゼンテーション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

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

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○ほぼ毎回、課題を設定し、提出を求める。 

○期末レポートとして「国際社会の一員として考えること」というタイトルのレポートを作成する。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

【教科書】 

山本富美子編著『留学生・日本人学生のための一般教養書 国境を越えて［本文編］改訂版』新曜社、2007。 

【参考資料】適宜授業で配布する 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

1．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習は行うこと。 

2．授業で扱ったすべてのプリント類はいつでも参照できるようまとめ、期末までなくさないこと。 

3. スマートフォン・携帯電話の電源を切り授業に臨むこと。 

4. 授業中の私語は決してしないこと。 

5. 不明な点は、授業中または授業後に教員に質問すること。 

6. 授業に際しては、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。 

13．オフィスアワー 初回授業時に周知する 

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 

事前学習 教科書全体に目を通しておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第２回 国際社会における人口動態（第２課） 

事前学習 
教科書第 2 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第３回 
国際社会における人口動態に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第４回 戦後の社会構造の変容の国際比較（第３課） 

事前学習 
教科書第 3 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第５回 
戦後の社会構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第６回 戦後の経済構造の変容の国際比較（第４課） 

事前学習 
教科書第 4 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第７回 
戦後の経済構造の変容の国際比較に関するグループデ

ィスカッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

  



 

 

第８回 グローバル化と開発の功罪（第５課） 

事前学習 
教科書第 5 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第９回 
グローバル化と開発の功罪に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１０回 地球規模の環境問題と対策（第６課） 

事前学習 
教科書第 6 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１１回 
地球規模の環境問題と対策に関するグループディスカ

ッションとスピーチ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１２回 グローバル化時代の課題（第９課） 

事前学習 
教科書第 9 課を読み、不明な用語・疑問点等

を調べておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１３回 

グローバル化時代の課題に関するグループディスカッ

ションとスピーチ 

 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１４回 国際社会におけるＳＤＧSの課題（オリジナルテーマ） 

事前学習 
ＳＤＧS とは何か、ネット等で情報収集をし

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

第１５回 
ＳＤＧS に関するグループディスカッションとスピー

チ 

事前学習 
ディスカッションで発表する内容をまとめ

ておく 

事後学習 
授業の要点と自分で考えたことをノートに

まとめておく 

 


