
 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1111 

GECM1311 
２．授業担当教員 カテリーナ・ステブリュク 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

これからの国際社会に対応していくためには英語でのコミュニケーション能力が必要となってくる。一

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

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

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

ある、アメリカ文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Students will be asked to reflect on current themes in their portfolio. They may also include notes of 

unfamiliar words and phrases. 

A final report must be submitted (along with the portfolio) on the last day of class.  

Students are expected to participate in class. Participation includes being attentive and contributing 

during class discussions. 

All assignments are due on the day posted on the board. Late work will be docked points unless 

student has made prior arrangements. 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 Title: The USA 

Author: Alison Baxter 

Publisher: Oxford University Press 

【参考書】 

Title: American Life                 Title: English File Third Edition 

Author: Vicky Shipton               Author: Christina Latham-Koenig 

Publisher: Pearson Education        Publisher: Oxford University Press 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

できるようになったか。 

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

ったか。 

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

か。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

Welcome to American Culture and Language Class. The USA is a home of the movie industry, 

baseball, technology giants, and some of the world’s most famous civil rights leaders. There are 

American things around us all the time – food, music, books, and films. But what is the United 

States, and how did it become the country it is today? Why did it go to war against Britain – and then 

against itself? What is life like in America today? Come and find out about America’s history, its 

people, music, food, cities and its wild places. 

13．オフィスアワー 

To be announced on the first day in class.  

Remember that I am here to help your learning in any way I can. Please contact me as soon as 

possible when you have questions. E-mail: stkatery@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1 回 

Introduction of the course 

American Life: U.S. Facts  

Chapter 1: In the Beginning 

事前学習 
Introduction of the course 

Warm-up quiz 

事後学習 

Reading Chapter 1 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 2 回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 2: The Pilgrim Fathers  

事前学習 Review Chapter 1. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 2 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 3 回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 3: The War of 

Independence (1) 

事前学習 Review Chapter 2. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 3 

While reading activities 

Discussion 



 

 

 

第 4 回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 3: The War of 

Independence (2) 

Practical English 

事前学習 Review; speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 3 

After reading activities 

Discussion 

Conversation “Checking in” 

Role play 

第 5 回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 4: The Civil War (1) 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 4 

While reading activities 

Discussion 

第 6 回 

American Life: U.S. Facts 

Chapter 4: The Civil War (2) 

Practical English 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 4 

After reading activities 

Discussion 

Conversation “Buying coffee” 

Role play 

第 7 回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 5: The Wild West 

事前学習 Review Chapter 4. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 5 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 8 回 
American life: U.S. facts 

Chapter 6: Native Americans 

事前学習 Review. Speaking about U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 6 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 9 回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 7: New Americans 

事前学習 Review Chapter 6 and U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 7 

While reading and After reading activities 

Discussion 

第 10 回 
American Life: U.S. Facts 

Chapter 8: African Americans 

事前学習 Review Chapter 7 and U.S. facts 

事後学習 

Reading Chapter 8 

While reading and After reading activities 

Discussion. 

第 11 回 

Quiz  

American Life: U.S. Facts 

Practical English  

事前学習 
Review 

Written quiz. 

事後学習 
Conversation “Buying clothes” 

Role play 

第 12 回 Group Presentation by students 
事前学習 Speaking about U.S. facts 

事後学習 Presentation 

第 13 回 

Review of American Culture and 

Language 

(Extra presentation Day) 

Submission of finial report and 

portfolio 

事前学習 Prepare for submission of portfolio and final report 

事後学習 Review American Culture and Language you learned in class 

課題研究 

1 

Research theme: Review the contents of the first four lectures (1-4), then complete the ‘While reading activities and Written 

quiz’ exercises. While reading activities are on page 61 of the textbook ‘The USA”. Written quiz exercises will be distributed 

during the fourth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 2 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the forth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the fifth lecture. 

After Submission: The correct answers for the While reading activities and Written Quiz will be provided along with time for 

students to ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the sixth lecture. 

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on 

one. 

課題研究 

2 

Research theme: Review the contents of the second four lectures (5-8), then complete the ‘While reading activities and Written 

quiz’ exercises. While reading activities are on pages 61-62 of the textbook ‘The USA”. Written quiz exercises will be 

distributed during the eighth lecture. 

Writing Activity: The answers for the exercises will require a report 1 to 2 pages in length.  

Implementation Period: Implemented after the eighth lecture.  

Submission Deadline: Submit the report at the beginning of the ninth lecture. 

After Submission: The correct answers for the While reading activities and Written Quiz will be provided along with time for 

students to ask questions and exchange their opinions on the quiz. This will happen following the tenth lecture. 

If students continue to have questions about the corrections, etc., explanations will be provided during each lecture or one on 

one. 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECM1111 

GECM1311 
２．授業担当教員 黒岩 好子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 主体的に学習を行う上で基礎となる事前学習・事後学習を各自十分に行うこと。 

2. 長期休暇における課題は、授業で別途配布するアメリカ文化に関する教材を指示に従って履行する。A4用

紙に記入し第12回目の授業時に提出すること。 

3．期末レポートのテーマは、「授業を通して学んだアメリカ文化事情に対する感想と異文化適応について」

とする。A4用紙に1000字程度で記載し、第15回目の授業時に提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 William A. O’Donnell 他著『Life Across the Waves  楽しいアメリカ生活』成美堂、2016。 

      プリント教材も適宜使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 英語力やコミュニケーション力を高めるうえで重要なことは、勇気を持ってチャレンジしていく強い精神

です。受身的姿勢はリセットし、積極的かつ意欲的に授業に参加することを望みます。 

2. 各授業の予習・復習は必ずやること。その際、疑問に思ったことはそのままにせず解決に努めること。 

3. 小テストは全て受けること。また長期休暇における課題及び期末レポートの提出日は厳守すること。 

4. 「授業中の私語・居眠り・携帯/スマホの使用、頻繁な遅刻、教科書を忘れる」を禁ずる。それに反した 

場合は上記「11．成績評価規準の受講態度等」評価点の減点対象とする。 

5．クラス状況に応じて、授業内容や順番を調整・変更する場合がある。 

13．オフィスアワー 初回授業で周知する。 

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： 

シラバスの確認、授業概要、及び 

自己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、「はじめに」「目次」及び「授業で取り上げる Chapter

（章）」の内容に目を通しておく。 

事後学習 
本授業を受講するにあたっての留意点を振り返り、英語学習の目標

設定と自分に適した学習方法を確認する。 

第２回 第 1章： Making Friends  

事前学習 
１．第 1章(pp.1～5)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答し

ておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第３回 第 2章：Renting an Apartment 

事前学習 
１．第 2 章(pp.6～10)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第４回 
第 3 章： Setting up a Bank 

Account  

事前学習 
１．第 3章(pp.11～15)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第５回 

第 5章：Travelling in the United 

States 

小テスト#１ 
事前学習 

１．第 5章(pp.21～25)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。

３．小テスト＃１(第 1，2，3章及び配布プリント) の準備をする。 



 

 

 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第６回 第 9章：The Neighborhood Party  

事前学習 
１．第 9章(pp.41～45)のわからない英単語を調べ問題もすべて解答

しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第７回 第 10章：Ordering Pizza 

事前学習 
１．第 10 章(pp.46～50)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第８回 

第 11章：Holidays in the United 
States 

小テスト#２ 

事前学習 

１．第 11 章(pp.51～55)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。

３．小テスト＃２(第 5，9，10章及び配布プリント) の準備をする。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第９回 第 13章：Complaining  

事前学習 
１．第 13 章(pp.61～65)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第１０回 

第 14章：Farmers’Markets 
長期休暇課題について 

外国語活動の発表について 
 

事前学習 
１．第 14 章(pp.66～70)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。 ２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。 

第１１回 

第 16章：College Towns  

長期休暇課題の提出 

 

事前学習 

１．長期休暇課題レポート完了を確認する。２．第 16章(pp.76～80)

のわからない英単語を調べ問題もすべて解答しておく。  

３．本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。  

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。３．長期休暇課題レポート作成に着手する。 

第１２回 
第 17章：American History 

小テスト#３ 

事前学習 

１．第 17 章(pp.81～85)のわからない英単語を調べ問題もすべて解

答しておく。２. 本文 Reading と Dialog の概要を把握しておく。 

３．小テスト＃３(第 11，13，14, 16章及び配布プリント) の準備を

する。 

事後学習 

１．授業で取り扱った内容を再確認し、指摘された英文・慣用表現等

の記憶を定着させる。２. 本文 Reading と Dialogを精読し、音読

を繰り返す。３．外国語活動発表の準備をする。 

第１３回 

外国語活動の発表 

本授業のまとめ 

期末レポート提出 

事前学習 

１．期末レポート(9.-3 参照)を完了する。２．英語の原稿を見ずに

発表ができるようになるまで練習を重ねる。３．初回授業時に設定し

た自分の学習目標に対する達成度を査定してみる。 

事後学習 

１．自身の発表を振り返り、英語表現力を更に高めるための改善点を

考えてみる。２．本授業で使用した教科書、配布プリントおよびノー

トなどに再度目を通し、学びを確認するとともに自身の英語表現力

の更なる向上のために主体的学習の習慣化計画を立てる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ: 教科書第 20 章 (pp.96－100) の本文 Reading を和訳すると共に、付随する (pp.98－100) すべての

問題に解答しなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 

実施時期： 第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 6 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバックを第 7 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバックを通して学んだことを確認する。  

課題研究 

2 

課題研究テーマ: 別途配布する日米文化比較のいくつかの具体例から一つを選んで要約し、その内容について自身の考

えを述べなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 (1,000 字程度) 

実施時期： 第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 9 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバック・意見交換を第 11 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバックを通して学んだことを確認する。  

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

GECM1111 

GECM1121 

GECM1311 ２．授業担当教員 箕輪 理美 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

文化への理解にも重点を置く。 

８．学習目標 

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

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

3. 多文化としてのアメリカ文化について知的好奇心を高め理解すること 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 主体的に学修を行う上での基礎となるので、各自十分に事前学習・事後学習をしておくこと。 

2. 長期休暇における課題を課すので計画立てて実施すること。また、学期末に期末レポートを課す。それぞ 

れ詳細については授業中に指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】Jeffrey Miller, 萱忠義『Iconic America 知られざるアメリカの今』成美堂、2013年。  

【参考書】各自、英和辞書を必ず持参すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の規準（学習目標） 

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

るようになったか。 

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

か。 

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

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：30％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

異なる文化を生きる人々について学ぶことは、自らが持つ「常識」を相対化し、また、他者を理解し共感し

ようとする態度を育んでくれます。アメリカ社会や英語についての基礎的な理解力を深めるだけではなく、

ディスカッションやプレゼンテーションを通して、英語を使ってコミュニケーションを取ることの楽しさも

学んでいってほしいと考えています。 

 

受講する学生には積極的に授業に参加し、クラス全体の内容理解に貢献してくれることを期待します。 

13．オフィスアワー 初回の授業内で通知する。 

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 
Introduction: 授業概要、学習目標、学習方法、自

己紹介 

事前学習 
教科書を購入し、目次及び授業で取り上げる Unit

の内容に目を通しておく。 

事後学習 
自己紹介の良かった点・改善点をノートにまとめ、

後半第 8回の授業で役立つようにしておく。 

第２回 
Unit 1: College Sports: Multibillion Dollar 

Amateurs 

事前学習 
Unit 1 の本文（pp.1～2）を通読し、わからない単

語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第３回 Unit 3: The Dream of a Colorblind America 

事前学習 
Unit 3 の本文（pp.13～14）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第４回 Unit 4: America: A Bilingual Country? 

事前学習 
Unit 4 の本文（pp.19～20）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

  



 

 

 

第５回 
Unit 5: Steve Jobs’ Legacy 

小テスト① 

事前学習 

１．小テスト①（Unit 1, 3, 4）の準備をする。 

２．Unit 5 の本文（pp.25～26）を通読し、わから

ない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第６回 

Unit 8: New York City: Tragedy, Energy, and 

Optimism 

プレゼンテーション準備 

事前学習 
Unit 8 の本文（pp.43～44）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第７回 プレゼンテーション：他己紹介 

事前学習 
英語の原稿を見ずにプレゼンテーションができるよ

うになるまで練習を重ねる。 

事後学習 

１．自分のプレゼンテーションを振り返り良かった

点と改善点をノートに記録する。 

２. 上手いと思ったプレゼンテーションの共通点を

考えてみる。 

第８回 
Unit 9: Los Angeles: America’s Most Creative 

City 

事前学習 
Unit 9 の本文（pp.49～50）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第９回 

Unit 10: The Grand Canyon: Conservation vs. 

Development 

小テスト② 

事前学習 

１．小テスト②（Unit 5, 8, 9）の準備をする。 

２．Unit 10の本文（pp.55～56）を通読し、わから

ない単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１０回 Unit 11: Starbucks: The Third Place 

事前学習 
Unit 11の本文（pp.61～62）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１１回 
Unit 12: Hip Hop: From the Ghetto to the 

Mainstream 

事前学習 
Unit 12の本文（pp.67～68）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１２回 Unit 13: Amazon.com 

事前学習 
Unit 13の本文（pp.73～74）を通読し、わからない

単語をすべて調べておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を復習し、意味を確認しながら本

文を音読する。 

第１３回 
グループワーク：アメリカの政治文化 

小テスト③ 

事前学習 小テスト③（Unit 11-13）の準備をする。 

事後学習 授業で学んだ内容を復習する。 

課題研究 

1 

研究課題テーマ：Unit 2: The Rise of the Megachurches 

形式：事前に配布するプリントを参考に、Unit 2の本文（pp.7～8）を通読する。その後、内容の理解度を測るための

課題プリントに記述する。 

実施時期：長期休暇中に実施する。 

提出期限：課題プリントを長期休暇明けの最初の授業開始時に提出する。提出後、プリントを添削したものを返却し、

解説・質疑応答を行う。 

事後学習：授業での解説および配布された解説資料をもとに本文の内容を復習し、意味を確認しながら本文を音読する。 

課題研究

2 

研究課題テーマ：Unit 6: Disney and Marvel: The Little Mermaid Meets the Incredible Hulk 

形式：事前に配布するプリントを参考に、Unit 6の本文（pp.31～32）を通読する。その後、内容の理解度を測るため

の課題プリントに記述する。 

実施時期：長期休暇中に実施する。 

提出期限：課題プリントを長期休暇明けの最初の授業開始時に提出する。提出後、プリントを添削したものを返却し、

解説・質疑応答を行う。 

事後学習：授業での解説および配布された解説資料をもとに本文の内容を復習し、意味を確認しながら本文を音読する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 岡田 高明 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「簿記」の履修後が望ましい。 

７．講義概要 

簿記や会計学は、数学的で技術的な側面が強く、苦手意識を持つ学生も少なくない。そこで、この講座では、

会計を素材としたビジネス書や小説を題材に、数字に頼ることなく会計的思考法を学習することを試みる。

会計的思考は簿記上の仕訳を前提とするものではなく、ビジネスを行うすべての人に必要な思考法であり、

数字はその根拠を示すものとして用いられているに過ぎない。この講座を通じて、数字への苦手意識を持つ

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサインメントは課さない。授業内で長期休暇中の課題レポートを提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

朴大栄・小澤義昭、山田伊知郎『新版まなびの入門会計学（第 3版）』中央経済社、2018 年 

【参考書】 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門［第２版］』中央経済社、2019 年 

桜井久勝『会計学入門［第 5 版］日経文庫、2018 年 

山田真哉著『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』光文社新書、2013 年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．会計情報は、会社経営の成績表とも言えます。会計情報を読みこなすことは、会社の強みと弱みを把握し、

今後の経営改善に役立てる指標を明らかにして、事業経営を成功に導くための道しるべを作ることなのです。 

2．本学における双方向対話型授業の効果を最大限生かすためには、積極的に質問することが大切ですが、事

前に予習を行わなければ双方向対話型授業が成立しませんので、予習をしていることを前提に授業を行いま

す。予習してもわからないこともあるかと思いますが、分からないのは自分だけ、と思い込まずに、積極的

に質問し、復習することにより、理解を深めて下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・授業の進め方を説明する 
事前学習 教科書を必ず購入してから授業に参加する 

事後学習 授業の進め方を確認する 

第２回 第 1 章会計の役割 
事前学習 「第 1 章会計の役割」を読む 

事後学習 「第 1 章会計の役割」を整理する 

第３回 第 2 章会計制度の仕組 
事前学習 「第 2 章会計制度の仕組」を読んでくる 

事後学習 「第 2 章会計制度の仕組」を整理する 

第４回 第 3 章複式簿記の仕組 
事前学習 「第 3 章複式簿記の仕組」を読んでくる 

事後学習 「第 3 章複式簿記の仕組」を整理する 

第５回 第 4 章財務諸表を読む 
事前学習 「第 4 章財務諸表を読む」を読んでくる 

事後学習 「第 4 章財務諸表を読む」を整理する 

第６回 第 5 章流動資産 
事前学習 「第 5 章流動資産」を読んでくる 

事後学習 「第 5 章流動資産」を整理する 

第７回 第 6 章固定資産 
事前学習 「第 6 章固定資産」を読んでくる 

事後学習 「第 6 章固定資産」を整理する 

第８回 第 7 章純資産と負債 
事前学習 「第 7 章純資産と負債」を読んでくる 

事後学習 「第 7 章純資産と負債」を整理する 

第９回 第 8 章収益と費用 
事前学習 「第 8 章収益と費用」を読んでくる 

事後学習 「第 8 章収益と費用」を整理する 

第１０回 第 9 章キャッシュフローを読む 事前学習 「第 9 章キャッシュフローを読む」を読んで



 

 

くる 

事後学習 
「第 9 章キャッシュフローを読む」を整理す

る 

第１１回 第 10 章財務状態を読む 
事前学習 「第 10 章財務状態を読む」を読んでくる 

事後学習 「第 10 章財務状態を読む」を整理する 

第１２回 第 13 章経営管理への役立ち 
事前学習 

「第 13 章経営管理への役立ち」を読んでく

る 

事後学習 「第 13 章経営管理への役立ち」を整理する 

第１３回 第 14 章会計と職業 
事前学習 「第 14 章会計と職業」を読んでくる 

事後学習 「第 14 章会計と職業」を整理する 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp137〜150（「第 11 章収益性を読む」）を読み、企業の収益性を表す指標をリストアップ

し、それぞれの指標がどのような機能や性質を持つものであるか整理する。その上で、自己資本当

期純利益率（ROE）と投資指標のひとつである株価収益率（PER）との比較研究を行う。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業終了後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業後に教室で行う。 

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

課題研究 

2 

補講授業を実施する。 

授業内容：教科書 pp151〜168（「第 12 章原価構造を読む」）についてのアクティブラーニングを実施する。 

実施時期：第 8 回の授業日以降の補講日等実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：教科書で学習範囲を熟読し、特に、CVP 分析の有効性と問題点を整理しておく。 

事後学習：講義で学んだ事柄を整理しておく。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学習・言語心理学／学習心理学 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP2330 

SPMP2330 
２．授業担当教員 末永 叔子 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

学習とは、経験によって生じる行動の変化、と定義される。人間は、生まれてから死ぬまでの間に、さま

ざまなことを学習したり、忘れたりする。さらに、過去の学習を基盤として新しい学習を行うといったよう

に、日常生活においては常に学習をしている。本科目では、こうした学習の仕組みや働きに関する代表的な

学習理論について学んでいく。また、言語の習得における機序についても学ぶ。 

８．学習目標 

1.学習心理学の基礎的な理論や研究方法についての知識を習得する。 

2.学習心理学の知識が臨床、教育、福祉等の他分野でどのように生かされているのかを理解し、説明できる。 

3.身近な問題行動の理解や改善に、習得した学習心理学の知識や研究方法を活用することができる。 

1. 4.言語学習の機序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 

理解度確認のため小テストを実施します（小テストの内容は以下の授業内容の欄を参照）。事後復習を欠か

さないようにしてください。 

記憶の実験に関するレポート作成を課します。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特に指定しない。 

【参考書】 

実森正子・中島定彦『学習の心理—行動のメカニズムを探る』サイエンス社。 

山内光哉・春木豊（編著）『グラフィック学習心理学 行動と認知』サイエンス社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習心理学の基礎的な理論や研究方法について理解し、説明できること。 

・学習心理学の知識が他分野においてどのように生かされているかを理解し、説明できること。 

・身近な問題行動の理解や改善に学習心理学の知識をどのように生かすことができるか説明できること。 

・言語学習の機序について説明できること。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加度 15％、課題(テスト、レポート、発表など)85％とし、総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

「学習心理学」はなじみのない分野かもしれませんが、我々の日常生活に深く関係しています。人間行動の

理解に欠かせない「学習」という現象についての幅広い知識を身につけてください。 

 学生の理解度によってシラバスを変更する場合があります。疑問点やわからないことは積極的に質問して

ください。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

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 授業ガイダンス 

事前学習 シラバスをよく読み、これから学習する内容を把握する。 

事後学習 
心理学概論で学んだ「条件づけ」や学習・記憶に関することを復

習する。 

第２回 

古典的（レスポンデント）条件づけ

（１）： 

理論と現象の理解 

事前学習 
古典的条件づけに関する基本的な用語（条件刺激、無条件刺激な

ど）を復習し、講義に備える。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、理解不足が無いか確認し、専門用

語を覚える。 

第３回 

古典的（レスポンデント）条件づけ

（２）： 

臨床場面での応用 

事前学習 
日常生活での古典的条件づけの例を五つ考える、また、前回の授

業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、臨床場面でどのように古典的条件

づけが用いられているか理解する。 

第４回 
オペラント条件づけ（１）：理論と現

象の理解 

事前学習 
レスポンデント条件づけに関する基本的な用語を復習し、講義に

備える。また、前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、理解不足が無いか確認し、専門用

語を覚える。 

第５回 
オペラント条件づけ（２）：臨床場面

での応用 

事前学習 
日常生活でのオペラント条件づけの例を五つ考える。また、前回

の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、臨床場面でオペラント条件づけが

どのように用いられているかを理解する。 

第６回 
ここまでのまとめと小テスト（古典的

条件づけ、オペラント条件づけ） 

事前学習 
これまでの授業を振り返り、2種類の条件づけの理論や臨床応用

を復習し、小テストに備える。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第７回 技能学習 

事前学習 技能学習について調べ、講義に備える。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、技能学習とは何か、またその成立

の仕組みを理解する。 



 

 

第８回 社会的学習 

事前学習 
社会的学習について調べ、講義に備える。また、前回の授業で不

明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、社会的学習のパターンを理解す

る。 

第 9 回 言語学習 

事前学習 言語習得について調べ、講義に備える。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、言語習得の課程について理解す

る。 

第１0 回 記憶と学習 

事前学習 
ものを「覚える」とはどういうことか、「忘れる」とはどういう

ことかを考え、講義に備える。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、記憶の構造について理解する。「忘

れる」原因は何か、また「忘れる」ことの利点を理解する。 

第１1 回 記憶の実験体験 

事前学習 
前回の授業で指示した実験材料を作成し、実験に備える。また、

前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 実験内容を復習し、自分の記憶の特徴について考える。 

第１2 回 実験結果のまとめ 

事前学習 前回の授業で行った自分の実験データをまとめ、授業に備える。 

事後学習 われわれの記憶の特徴について考察を深める。 

第１3 回 総括 

事前学習 これまでの授業で学んだことをふまえ、レポートを作成する。 

事後学習 
授業を振り返り、学習がわれわれの生活にどのように関わってい

るか考察を深める。 

課題研究 

1 

第 2,3回の授業内容を踏まえ、古典的条件づけのメカニズムを利用した臨床技法を調べ、その手法をレポートにまとめ

る。第 4回の授業開始時に提出。不足点がある場合は再提出を課すことがある。 

事後学習：授業での情報共有を通じ、不足点があれば再度論文や文献を調べる。 

課題研究 

2 

第 4,5回の授業内容を踏まえ、オペラント条件づけメカニズムを利用した臨床技法を調べ、その手法をレポートにまと

める。第 6回授業開始時に提出。不足点がある場合は再提出を課すことがある。 

事後学習：授業での情報共有を通じ、不足点があれば再度論文や文献を調べる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 関係行政論（2 単位） 

３．科目番号 PSMP3354 

２．授業担当教員 佐藤 篤司 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
3年生以上 

７．講義概要 

心理に関する支援において関係する行政制度の把握は重要であり、今日、クライエントやその家族、関係

者の支援において必要性が高くなっている。心理に関する支援の保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・

労働等の諸領域における行政の仕組みや法律、倫理について取り上げ、それらの理解を深めると共に、事例

に関連したグループ討議を通して、心理に関する支援に関係する行政制度に応じた臨床感覚を養っていく。 

８．学習目標 

以下の6点を学習の目標とする。 

①心理に関する支援における保健医療分野に関係する制度、法律を理解する。 

②心理に関する支援における福祉分野に関係する制度、法律を理解する。 

③心理に関する支援における教育分野に関係する制度、法律を理解する。 

④心理に関する支援における司法・犯罪分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑤心理に関する支援における産業・労働分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑥心理に関する支援における倫理的対応を理解する。 

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】 

元永拓郎編「公認心理士の基礎と実践 23 関係行政論」遠見書房 2018 年。 

【参考書】 

佐藤進監修『心の専門家が出会う法律 第 3 版』誠心書房、2009 年。 

日本心理臨床学会倫理規定 2013 年。 

日本臨床心理士会倫理規定 2013 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理に関する支援において関係する行政制度と法律に関する基礎的、基本的事項を理解しているか。 

2.心理に関する支援の諸領域におけるこころの健康保持に関する課題を発見する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題レポート・試験等を総合して評価する。 

1.積極的態度（発言、討議、学習ノート等）総合点の 30％ 

2.課題レポート・試験等          総合点の 70％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

心理に関する支援における法と制度の背景となっている事件や災害、出来事に関心を持つと同時に、職能

団体の倫理規定の意味を理解できる心理に関する支援の感覚を養う土台にしてください。 

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 
医療領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
医療領域における心理に関する支援に関連す

る法律の概要について調べておく。 

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２回 
福祉領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
福祉領域における心理に関する支援に関連す

る法律の概要について調べておく。 

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 
児童の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 
児童の心理に関する支援に関連する法律の概

要について調べておく。 

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 
少年の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 少年事件の処理の流れについて調べておく。 

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 
学校における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 
学校における心理に関する支援に関連する法

律の概要について調べておく。 

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 
家庭における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 
事前学習 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（ＤＶ防止法）の概要について調

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 
産業領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 労働三法について調べておく。 

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 
高齢者福祉領域における心理に関する支援に関連する

法律の概要について学ぶ。 

事前学習 
高齢者福祉領域における心理に関する支援に

関連する法律の概要について調べておく。 

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 
犯罪被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
被害者支援としての心理に関する法律や制度

について調べておく。 

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 
災害被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
災害被害における心理に関する支援に関連す

る法律の概要について調べておく。 

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 心理に関する支援における倫理の概要について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における倫理の原則につい

て調べておく。 

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 
事例発表・出版等における倫理の概要について学ぶ。 

 

事前学習 研究倫理について調べておく。 

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１３回 
心理に関する支援における守秘義務に関する判決例等

について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における守秘義務等につい

て調べておく。 

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。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：授業で取り扱った法令についてレポートにまとめてください。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13 回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自

分で調べた分をまとめてください。 

事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。 

課題研究

2 

課題研究テーマ：授業で取り扱った倫理・守秘義務についてレポートにまとめてください。 

 レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13 回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自

分で調べた分をまとめてください。 

事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 韓国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 
３．科目番号 GECM1315 

２．授業担当教員 石山 哲也 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

２００２年ワールドカップ日韓共催以後、K-POP を始め、韓国ドラマやハングルに対する関心が急速に

高まっている。こうしたことを踏まえて、本学でも韓国の大学と協定を結び、また、韓国短期研修も実施

している。そのため、本講義ではハングルや韓国に関心がある初心者の学生を対象に基本的なハングルを

学びながら、韓国の文化や社会についても学習することを目的にする。講義内容は難しい文法よりは、分

かりやすい日常会話、すなわち実用会話を中心に学習する。また、韓国の文化や社会などについても学習

し、韓国社会の理解を高めることにする。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

１．韓国社会や文化に対して基本的なことを理解する。 

２．ハングルの文字を覚え、韓国語の読み、書きができる。 

３．簡単な日常会話ができる。 

４．韓国語で簡単な自己紹介ができる。 

５．韓国旅行のとき必要な基本的な言葉を覚える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題１：5回の授業までにハングルの文字を覚える。 

課題２：最終授業の時までに口頭および書面で韓国語の簡単な自己紹介ができるようにする。 

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。 

チョ・ヒチョル『１時間でハングルが読めるようになる本（ヒチョル式超速ハングル覚え方講義）』学研プ

ラス、2011。 

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．ハングルの文字を読み、書きができるのか 

2．簡単な会話ができるのか 

3．韓国の文化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：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．小テスト：３０％ 

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 
事前学習 

自分が韓国について知っていることは何か考えておく。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 
韓国語の特徴、基本母音字、基本子音字、

韓国文化① 

事前学習 pp.12～21を読んでハングルの特徴と構成を理解する 

事後学習 授業で学習したハングルについて記憶する 

第３回 合成子音字、終声子音字、連音化 
事前学習 pp.22～39を読んで理解する 

事後学習 合成子音字、終声子音字を記憶する 

第４回 数字、家族の呼び方 
事前学習 p.44、46、48、50、52、58を読んで理解する。 

事後学習 韓国語の数字（漢数字の 1～10）を記憶する。 

第５回 Lesson1、2 
事前学習 pp.60～67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６回 Lesson3、韓国の文化② 
事前学習 pp.68～71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７回 Lesson4、まとめの演習問題 1 
事前学習 pp.72～75を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習しておく 

第８回 Lesson5、6 
事前学習 pp.82～89を読んでおく。 

事後学習 授業で学習した言葉を覚える。 

第９回 Lesson7、韓国の文化③ 
事前学習 pp.90～93を読んでおく。 

事後学習 授業で学んだ会話の内容を覚える 



 

 

第１０回 Lesson8、まとめの演習問題 2 
事前学習 pp.94～97を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習しておく。 

第１１回 Lesson9、10 
事前学習 pp.104～111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１２回 Lesson11、韓国の文化④ 
事前学習 pp.112～115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１３回 Lesson12、まとめの演習問題 3 
事前学習 pp.116～119を読んでおく。 

事後学習 演習問題で間違えた箇所を復習しておく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第１回から第９回までの講義内容を踏まえて、「日本と韓国の文化」についてレポートにまとめる。 

実施時期：第９回の授業後に実施する。 

提出期限および提出方法：授業時間に別途指示する。 

事後学習：担当教員の添削指導等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：今学期学んだ表現を使って韓国語で自己紹介をする。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限および提出方法：授業時間に別途指示する。 

事後学習：担当教員の添削指導等を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 基礎演習Ⅰ （1 単位） 

３．科目番号 GEBS1108 

２．授業担当教員 末永 叔子 

４．授業形態 演習・ディスカッション・グループ発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 心理学とはどのような学問領域なのか、また、主な研究テーマや研究方法にはどのようなものがあるのか

について体験的に理解することを目標とする。 

 具体的には身近なテーマについて、質問紙法、実験法、観察法、事例研究といった心理学における代表的

な研究方法を用いた簡単な演習を通して、自分自身の心理的特徴について理解し、あわせて基礎的な知識や
技術を習得する。 

８．学習目標 

１．心理学という学問領域、主な研究テーマ、研究方法について説明することができる。 

２．データ（事実）に基づいて、理論的・批判的に考え、意見を述べることができる。 

３．心理学的なものの見方、考え方を日常生活で応用することができる。 

４．心理学を通して自己や他者、社会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 

適宜、資料集めや下調べ、発表準備を行う。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】調査実験 自分でできる心理学 

【参考書】必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はその都度指示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．心理学という学問領域、主な研究テーマ、研究方法について説明することができるか。 

２．データ（事実）に基づいて、理論的・批判的に考え、意見を述べることができるか。 

３．心理学的なものの見方、考え方を日常生活で応用することができるか。 

４．心理学を通して自己や他者、社会を理解することができるか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、テスト、レポート、発表等を総合して評価する。 

１．平常点(授業態度・授業への参加など） 30％ 

２．課題（テスト・レポート・発表など） 70％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

１． 授業に積極的に参加すること。 
２． 必ず教科書を持参すること（教科書に直接書き込みをするため、貸し借りは不可）。 
３．正当な理由なく、遅刻、欠席、早退をしないこと。 

４．授業の妨害行為および他者への迷惑行為（私語、居眠り、携帯・スマートフォンの使用、実習やディス
カッションへの不参加など）をしないこと。これらの不適切な行為がみられた場合は厳格に対処する。 
疑問がある場合は積極的に質問するなどして解決すること。 

13．オフィスアワー 最初のガイダンスで周知する。 

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 
ガイダンス：授業内容の案内。心理学という学問

についての説明 

事前学習 シラバスを通読し、疑問点があればまとめておく。 

事後学習 ガイダンス内容を踏まえ今後の授業に備える。 

第２回 心理学研究の方法：資料を集める 

事前学習 
図書館および情報処理室の利用可能時間、使用ルー

ルを調べる。 

事後学習 資料検索の方法を再確認する。 

第３回 
はじめに知っておくべきこと：心理学の研究対象
と様々な研究法 

事前学習 心理学について知っていることをまとめてくる。 

事後学習 
授業内容を振り返り、自分の持っていた心理学のイ

メージと学問としての心理学の差について考える。 

第４回 見る私と見られる私（１）：手法の理解と演習 

事前学習 教科書に基づき演習を実施する。 

事後学習 ワークシートをまとめる。 

第５回 見る私と見られる私（２）：自己の理解 

事前学習 前回の内容をもとに、心理学研究の方法を確認する。 

事後学習 演習を振り返り、自分自身の特徴を考える。 

第６回 見る私と見られる私（３）： 演習結果の発表  

事前学習 これまでの演習法をまとめ、発表形式にする。 

事後学習 発表を踏まえ、手法を再確認する。 

第７回 自分を知る（１）：手法の理解と演習 

事前学習 教科書に基づき演習を実施する。 

事後学習 ワークシートをまとめる。 

  



 

 

第 8回 自分を知る（2）： 演習結果の発表 

事前学習 これまでの演習法をまとめ、発表形式にする。 

事後学習 発表を踏まえ、手法を再確認する。 

第 9回 対人関係（１）：手法の理解と演習 

事前学習 教科書に基づき演習を実施する。 

事後学習 ワークシートをまとめる。 

第１0回 対人関係（２）：自己の理解 

事前学習 前回の内容をもとに、心理学研究の方法を確認する。 

事後学習 演習を振り返り、自分自身の特徴を考える。 

第１1回 対人関係（３）： 演習結果の発表 

事前学習 これまでの演習法をまとめ、発表形式にする。 

事後学習 発表を踏まえ、手法を再確認する。 

第１2回 学校から社会へ（１）：手法の理解と演習 

事前学習 教科書に基づき演習を実施する。 

事後学習 ワークシートをまとめる。 

第１3回 学校から社会へ（３）： 演習結果の発表 

事前学習 これまでの演習法をまとめ、発表形式にする。 

事後学習 発表を踏まえ、手法を再確認する。 

課題研究 

1 

第 7 回授業後に行う。教科書 B5, B6 を行い、配布資料に結果を記述する。第 8 回授業で各自の結果をグループで共有
し、考察を深める。 

事後学習：グループ活動を通じて自身と他者の違いを考える。 

課題研究 

2 

第 12 回授業後に行う。教科書 D8 および授業内で配布する課題を行い、配布資料に結果を記述する。第 13 回授業で各
自の結果をグループで共有し、考察を深める。 

事後学習：グループ活動を通じて自身と他者の違いを考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 基礎演習Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 GEBS2108 

２．授業担当教員 新井 洋輔 

４．授業形態 演習、発表、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
基礎演習Ⅰを履修済みであること 

７．講義概要 

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

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

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

観点から人間理解を深めることであったりする。 

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

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

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

８．学習目標 

１ 心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけていく。 

２ 心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学ぶ。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

資料収集に関するアサイメントが課される。各回の事前・事後学習を十分に達成してから講義に臨むこと。

本ページ末尾の「まとめる」「考察する」とは原則として400字程度とするが、異なる場合には個別に講義内

で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

大野木裕明・宮沢秀次・二宮克美（編）『調査実験 自分でできる心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】 

１．松井豊（著）『改訂新版 心理学論文の書き方－卒業論文や修士論文を書くためにー』河出書房新社。 

２．桑田てるみ（著）『学生のレポート・論文作成トレーニング』実教出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1)心理学的なものの見方や考え方を体験的に身に付けることができたか。 

2)心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学べたか。 

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

○評定の方法 

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

「基礎演習Ⅰ」の内容に継続した実習と、「心理学基礎実験」等の今後のカリキュラムにおけるレポート作

成に必要な知識・技術を身に付けるための内容とを含みます。１年次の「文章表現」や「心理学統計法」の

講義内容を復習してから臨んでください。なお、皆さんの理解度・達成度によって講義内容を変更する場合

があります。 

わからないことについては、質問を歓迎します。なお、演習の課題への取り組みを評価しますので、欠席・

遅刻・早退や、内容に関連しない私語、居眠り等は減点の対象となります。また、授業内での携帯電話の使

用は厳禁とします。 

初回授業で受講ルールの詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第１回の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー 
授業内で提示する。授業時間外での質問・相談を希望する場合は、yoarai@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

宛に、一週間前までに「授業名・クラス・学籍番号・質問の概要」を記載したメールで予約をとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
受講契約、オリエンテーション 

―研究レポートとは― 

事前学習 
本シラバスの内容を熟読し、本講義の学習内容および受講ルールを

把握しておく。 

事後学習 「感想文」と「学術レポート」の違いを明確にし、まとめる。 

第２回 
心理学のレポートとは 

心理学知見の収集方法 

事前学習 
一年次秋期の「心理統計法」「心理学概論」を復習し、レポート記載

ルールを確認しておく。 

事後学習 科学レポートについて誤った理解をしていた箇所を確認する。 

第３回 

研究レポートの書き方①： 

文献収集 

―資料の検索と根拠の提示― 

事前学習 
前回決定したテーマについて、心理学の文献を検索・収集して引用文

献一覧を作成する。 

事後学習 講義内容をもとに、引用文献一覧の修正を行う。 

第４回 

研究レポートの書き方②： 

研究史 

―引用と主張の違い― 

事前学習 引用と主張の違いや引用文献の記載法について整理しておく。 

事後学習 講義内容を踏まえ、引用文献をもとに研究史を執筆する。 

第５回 
研究レポートの書き方③：目的 

―資料の読み取りと主張点の記述― 

事前学習 先行研究の問題点を指摘して研究目的を執筆する。 

事後学習 講義内容を踏まえ、事前学習で執筆した研究目的を修正する。 

  



 

 

第６回 実習：論理的思考 

事前学習 教科書の p.65にある問題１と問題２に取り組む。 

事後学習 p.66を読んで、問題の意味を理解し、論理的思考について考察する。 

第７回 実習：直感的判断の誤り 

事前学習 教科書の p.69の二つの質問に答える。 

事後学習 
教科書の p.68 と pp.70-71 を読んで、日頃何気なく行っている判断

や推理について考察する。 

第８回 実習：性役割観 

事前学習 
教科書の p.15の「やりかた」を読んで表に記入し、自分の傾向につ

いて確認する。 

事後学習 
教科書の p.14 および pp.15-16 を再読し、ジェンダー・ステレオタ

イプについて理解する。 

第９回 実習：CAS尺度 

事前学習 教科書の p.19の CAS尺度項目に答える。 

事後学習 
普段の自分が取っている言動を振り返り、自分が持つ性別へのこだ

わりを客観的に考察する。 

第１０回 実習：傾聴 

事前学習 教科書の pp.74-77を熟読する。 

事後学習 
人が人の話を聞くことの意味について、出来うる限りの様々な観点

から考察する。 

第１１回 実習：セルフ・エフィカシー 

事前学習 
教科書の p.109 にある一般性セルフ・エフィカシ―尺度の各項目に

回答する。 

事後学習 
教科書の pp.108-111を熟読し、セルフ・エフィカシ―の程度と様々

な個人特性との関連について考察する。 

第１２回 実習：学校適応 

事前学習 
普段の自分の勉強の仕方を思い起こし、教科書の p.113 の学習適応

尺度により客観的に学習適応を測定する。 

事後学習 
教科書の pp.112-115を熟読し、これまでの自分の勉強の仕方を分析

して、今後取ることが出来る改善策を具体的に考える。 

第１３回 実習：LETS-2 

事前学習 教科書の p.129の課題を実施する。 

事後学習 講義の内容を踏まえて、自分の類型に関して考察する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第６回～第９回の内容を踏まえて、自身が日常的に行っている判断の誤りや認知処理のクセについて内

省し、例を挙げてまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 10 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：自身の挙げた例が、判断の誤りや認知処理のクセとしてどのように説明可能かを再度検討する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１２回までの内容を踏まえて、自身の自己効力感や適応感の源泉について内省し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：レポートの内容をもとに、今後自身がどのような知識・スキルを習得すべきか検討する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 基礎演習Ⅱ （1 単位） 

３．科目番号 GEBS2108 

２．授業担当教員 末永 叔子 

４．授業形態 演習、発表、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
基礎演習Ⅰを履修済みであること 

７．講義概要 

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

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

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

観点から人間理解を深めることであったりする。 

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

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

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

８．学習目標 

１ 心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけていく。 

２ 心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学ぶ。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義内容に応じたアサイメントが課される。各回の事前・事後学習を十分に達成してから講義に臨むこと。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

桑田てるみ（著）『学生のレポート・論文作成トレーニング』実教出版 

【参考書】 

松井豊（著）『改訂新版 心理学論文の書き方－卒業論文や修士論文を書くためにー』河出書房新社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)心理学的なものの見方や考え方を体験的に身につけることができたか。 

2)心理学の基本的なテーマについて基礎知識を学べたか。 

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

○評定の方法 

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

心理学論文の輪読を通じた心理学の基礎知識の習得と、「心理学実験」等の今後のカリキュラムにおけるレ

ポート作成に必要な知識・技術を身につけるための内容を含みます。１年次の「文章表現」や「心理学統計

法」の講義内容を復習してから臨んでください。なお、皆さんの理解度・達成度によって講義内容を変更す

る場合があります。 

わからないことについては、質問を歓迎します。なお、演習の課題への取り組みを評価しますので、欠席・

遅刻・早退や、内容に関連しない私語、居眠り等は減点の対象となります。また、授業内での携帯電話の使

用は厳禁とします。 

初回授業で受講ルールの詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第１回の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

―研究レポートとは― 

事前学習 
本シラバスの内容を熟読し、本講義の学習内容および受講ルールを

把握しておく。 

事後学習 「感想文」と「学術レポート」の違いを明確にし、まとめる。 

第２回 研究課題の発見 

事前学習 
第 1回授業で決めたテーマについて、教科書 pp.70-81のワークを行

う。 

事後学習 
グループ内での発表へのコメントを振り返り、調べるべき情報を整

理する。 

第３回 

研究レポートの書き方①：文献収

集の方法 

 

事前学習 
前回決定したテーマについて、文献を検索・収集して引用文献一覧

を作成する。 

事後学習 講義内容をもとに、引用文献一覧の修正を行う。 

第４回 
研究レポートの書き方②：引用と

主張の違い 

事前学習 教科書 pp.14-17を読んで、引用とは何かを理解する。 

事後学習 教科書 pp.54-65を行い、正しく引用する練習を行う。 

第５回 
研究レポートの書き方③：資料の

読み取りと主張点の記述 

事前学習 教科書 pp.46-49を行う。 

事後学習 講義内容を踏まえ、文献を要約する。 

第６回 批判的思考力を身につける 

事前学習 教科書 pp.50-53を行う。 

事後学習 講義内容を踏まえ、ワークを行う。 



 

 

第７回 表現力を身につける 

事前学習 
第 4 回の内容を振り返り、文献の内容をグループ内で発表する準備

を行う。 

事後学習 
教科書 pp.66-67を参考に、正しい論文の表現方法を用いて発表内容

を修正する。 

第８回 課題考察力を身につける 

事前学習 教科書 pp.98-101を熟読する。 

事後学習 グループワークの内容を整理する。 

第９回 グループ発表① 

事前学習 教科書 pp.102-105を熟読し、発表準備を行う。 

事後学習 発表および質疑応答の結果を踏まえて修正点を考える。 

第１０回 グループ内での文献紹介① 

事前学習 自分の研究テーマを決め、関係する文献を収集し、発表に備える。 

事後学習 
グループメンバーの発表から学んだことをまとめる。発表および質

疑応答を踏まえ、修正点を考える。 

第１１回 グループ内での文献紹介② 

事前学習 研究テーマに関する文献を熟読し、発表に備える。 

事後学習 
グループメンバーの発表から学んだことをまとめる。発表および質

疑応答を踏まえ、修正点を考える。 

第１２回 グループ内での文献紹介③ 

事前学習 研究テーマに関する文献を熟読し、発表に備える。 

事後学習 
グループメンバーの発表から学んだことをまとめる。発表および質

疑応答を踏まえ、修正点を考える。 

第１３回 まとめ 

事前学習 
これまでに収集した文献をもとに報告型レポートを作成する（教科

書 pp.24-35参照）。 

事後学習 発表および質疑応答を踏まえ、修正点を考える。 

課題研究

1 

第 7回授業後に行う。グループの研究テーマに関する論文または本を 2本以上（本の場合は 1冊でも可）読み、その内

容をレポート形式で記述する。第 8回授業で各自のレポートをグループ内で共有し、考察を深めるとともに、第 9回の

グループ発表の準備を行う。 

事後学習：他のグループメンバーの発表内容を復習する。グループメンバーから指摘されたことがあれば、再度論文を

読んで確認する。 

課題研究

2 

第 10 回授業後に行う。グループの研究テーマに関する論文または本を 2 本以上（本の場合は 1 冊でも可）読み、その

内容をレポート形式で記述する。第 11 回授業で各自のレポートをグループメンバーに紹介する。グループメンバーの

発表と自分の発表を振り返り、より良いプレゼンテーションの方法を考える。 

事後学習：他のグループメンバーの発表内容を復習する。グループメンバーから指摘されたことがあれば、再度論文を

読んで確認する。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (2 単位) 

３．科目番号 GECD3315 

２．授業担当教員 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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習ⅡＢと教養基礎演習ⅢＢの履修後が望ましい 

７．講義概要 

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

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

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

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

「就職活動の準備教育」としての総合的な日本語能力を身に付ける。 

８．学習目標 

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

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

3．日本の企業文化についての知識を学ぶ 

4．エントリーシート作成、履歴書作成、メール作成等、書く力を養う 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1． 指示した事前学習・事後学習を必ず行うこと 

2． 授業中に配付するプリント課題は必ず実施し、提出すること 

3． 課題などは各自ファイルをし、復習できるようにすること 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

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

で -』スリーエーネットワーク、2018。 

【参考書】 

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

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

3．日本の企業文化についての知識を学ぶことができたか 

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

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

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

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

1． 欠席、遅刻、早退などせず、事前学習をして積極的に授業に参加すること 

2． 宿題や提出物は必ず提出すること 

3． 授業のプリントはなくさないようにファイルすること 

4． 授業と関係のない私語はしないこと 

5． わからないことは、教員に質問・確認をすること 

6． 授業計画は、学習者の授業の様子を見て変更する場合もある 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通しこの授業の

全体像を把握する 

事後学習 
教科書内でわからなかったところを確認し

ておく 

第２回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

１課 インターンシップ情報を得る 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.1～7の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

２課 インターンシップに応募する 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.8～14の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 就活（就職活動）の準備 

ケーススタディ１ カラスの集団？ 就活ルックって？ 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.15の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 

Unit 2 インターンシップ 

３課 インターンシップに参加するー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.17～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.24～28の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

  



 

 

第７回 

Unit 2 インターンシップ 

４課 インターンシップに参加するー２ 

   封筒の書き方 

ケーススタディ２ 「ほうれんそう」って必要？ 

          ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.29～30の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第８回 

Unit 3 就職の面接 

５課 面接を受けるー１ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.31～35の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   会話・文法・ロールプレイ 

事前学習 教科書 pp.38～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   志望動機を書く 

事前学習 教科書 pp.41～42の内容確認 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 

Unit 3 就職の面接 

６課 面接を受けるー２ 

   返信メールを読む 

ケーススタディ３ 私の意見は正しいのに… 

         ディスカッション 

事前学習 教科書 pp.43～44の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

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

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

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

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第３回目の授業後に実施する。 

提出期限：第４回目の授業開始時に提出する。 

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

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

2 

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

作文  ：原稿用紙 1 枚（800 字程度） 

実施期間：第８回目の授業後に実施する。 

提出期限：第９回目の授業開始時に提出する。 

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

事後学習：作文と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）B  (4 単位) 

３．科目番号 GECD3115 

２．授業担当教員 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 （2 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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
教養基礎演習の履修を終えていることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

は、基礎力を高める SPI適性問題、人文科学・自然科学・社会科学の公務員関連問題などを解いて、考え方や解き方

のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力

を高めるために、社会で問題になっている点などを取り上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、

各人の小論文指導などを行い、社会現場で役立つ実践的な能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

本講義では、以下の目標を達成することが期待されている。 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられる。 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられる。 

⑤上記の①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

度のレポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

⑤上記①～④を兼ね備えた、総合的な教養と実践力を身に付けられたか 

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

また、3/4 以上の出席が確認できない場合には単位を認めないこととする。さらに、欠席は 1 回（90 分）につき 10

点を減点することとし、遅刻や早退はその時間分を減点する。ただし、特別な事情で欠席、遅刻、早退した場合には

考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

的に求められる諸能力を高め、キャリアの向上が図られるよう努力してほしい。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方）、就職・資格試験への

有効な対策方法の確認、教科書（ＳＰＩに関する知識、言

語分野の対策、非言語分野の対策、数表・図表） 

事前学習 教科書 pp.5～12 を読んでおく。 

事後学習 授業の復習（特に pp.14～19）をする。 

第２回 推理（論理）、推理（位置） 

事前学習 教科書 pp.20～29内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第３回 推理（順序）、推理（勝ち負け） 
事前学習 教科書 pp.30～37 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第４回 推理（命題）、順列・組合せ 

事前学習 教科書 pp.38～45 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第５回 確率、速さ 

事前学習 教科書 pp.46～57 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第６回 集合（ベン図）、料金の割引、割合 
事前学習 教科書 pp.58～69 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第７回 売買損益、グラフ（領域と不等式） 
事前学習 教科書 pp.70～79 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

  



 

 

第８回 グラフ（条件と領域）、経路と比率 
事前学習 教科書 pp.80～89 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第９回 分割払い、記号 
事前学習 教科書 pp.90～97 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１０回 ブラックボックス、フローチャート 
事前学習 教科書 pp.98～109 内にある例題を解く。  

事後学習 授業についての復習をする。 

第１１回 鶴亀算、仕事算、年齢算 
事前学習 教科書 pp.110～119 内にある例題を解く。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１２回 
同意語、反意語、語句→説明、説明→語句 

語句の用法、文章整序、２語の関係、長文読解 

事前学習 教科書 pp.122～168 に出てくる単語を調べる。 

事後学習 授業についての復習をする。 

第１３回 レポート課題テーマについてディスカッション及び発表 
事前学習 左記テーマに関して自分の意見を整理する。 

事後学習 授業についての復習をする。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ； Chapter３のＥＮＧ、Chapter４の構造的把握力検査（教科書 pp.168～186）の問題を解いて答え合わせ。 

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

実施時期；第 6 回の授業後に実施し、第 7 回の授業開始時に提出する。 

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅰ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD3114 

GECD3214 

GECD3314 ２．授業担当教員 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） キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （2 単位） 

３．科目番号 

 

 

 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 春期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

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

ビジネスで必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

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

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

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1. ビジネスコミュニケーションを円滑に行うためのコミュニケーション力を養うことができたか。 
2. ビジネスマナーの理解を深めることができたか。 
3. ディスカッション等の活動において、実際のビジネス場面で必要な適切な日本語の語彙力・文法力が身

についたか。 

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

     ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

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

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 まとめテストに備える 

事後学習 
まとめテストでわからなかったところを確

認しておく 

課題研究

１ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

２ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）B （4 単位） 

３．科目番号 

 

 

 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 春期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

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

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

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

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

ビジネスで必要な高度なコミュニケーション力を高めることを目標とする。 

８．学習目標 

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

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

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力をつける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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】 

・高見智子著『ビジネスケースで学ぶ日本語』ジャパンタイムズ 2014 

【参考書】 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

4．様々なビジネス場面における文化事情や社会状況を考察する力がついたか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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 ビジネスケース１ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.1～5の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第３回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.6～10の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第４回 

Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.11～17の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第５回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.20～21の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第６回 
Unit 1 ビジネスケース１ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.22～23の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第７回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.25～29の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 



 

 

第８回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.30～34の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第９回 

Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.35～41の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１０回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク１・２ 

事前学習 教科書 pp.44～45の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１１回 
Unit 2 ビジネスケース２ 

    ステージ４ タスク３ 

事前学習 教科書 pp.46～47の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

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

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第１３回 振り返りと中間テスト 

事前学習 中間テストに備える 

事後学習 
中間テストでわからなかったところを確認

しておく 

第１４回 
Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.49～53の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１５回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.54～58の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１６回 

Unit 3 ビジネスケース３ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.59～69の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１７回 
Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.71～75の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１８回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.76～80の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第１９回 

Unit 4 ビジネスケース４ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

    ステージ４ タスク２ 

事前学習 教科書 pp.81～91の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２０回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ１ 前作業（話し合いましょう） 

事前学習 教科書 pp.93～97の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２１回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物１ 

    読解・内容確認 

事前学習 教科書 pp.98～103の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２２回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ２ 読み物２ 

    文法 

    ステージ３ 練習 Ａ語彙 Ｂ文法 

事前学習 教科書 pp.104～109の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２３回 

Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ３ 練習 Ｃ表現練習 

    ステージ４ タスク１・２Ａ 

事前学習 教科書 pp.110～113の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２４回 
Unit 5 ビジネスケース５ 

    ステージ４ タスク２Ｂ・３ 

事前学習 教科書 pp.114～115の語彙を予習しておく 

事後学習 学習した内容の復習及び課題をする 

第２５回 Unit 3～5 復習 
事前学習 教科書 pp.49～115の復習 

事後学習 わからなかったところを確認しておく 

第２６回 振り返りとまとめテスト 

事前学習 日本語到達度チェックに備える 

事後学習 
日本語到達度チェックでわからなかったと

ころを確認しておく 

課題研究

１ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ７段落） 

実施期間：第４回目の授業後に実施する。 

提出期限：第５回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第７回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

  



 

 

課題研究

２ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ５段落） 

実施期間：第９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第１３回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

３ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１６回目の授業後に実施する。 

提出期限：第１７回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究

４ 

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

レポート形式：A4 用紙 1 枚（100～150 字程度ｘ６段落） 

実施期間：第１９回目の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回目の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答を第２５回目授業時に教室で行う。 

事後学習：要約作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （2 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 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 春期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでな
く、有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問

題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI 適性問題、人文科学・自然科学・
社会科学の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考
力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点

などを取上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場
で役立つ実践的な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

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

程度で述べる論作文試験を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『21 年度 最新最強の一般常識』成美堂出版、2019 年 

【参考書】適宜、紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

か 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

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

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

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

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

刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方、就職・資格試験対策

についてなど）、教科書（時事問題の傾向と対策、一般常

識問題の傾向と対策） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 国際情勢 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第４回 経済 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 産業 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 金融 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 科学・技術 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第８回 自然・環境 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 



 

第９回 社会・生活 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

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

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 国語・社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１２回 数学・物理化学 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１３回 レポート課題についてディスカッション及び発表 
事前学習 左記課題について自分の意見を整理する。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

課題研究 

1 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

課題研究 

2 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

期末試験 

 



 

１．科目名（単位数） キャリア開発演習Ⅱ（教養）A （4 単位） 

３．科目番号 

GECD4114 

GECD4214 

GECD4314 ２．授業担当教員 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 春期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

本講義では、主に公務員や会社員を目指す学生を対象としており、就職試験や資格試験のためだけでな
く、有能な社会人として必要な「教養」を身に付けるための一環として、効果的な勉強法を資料や演習問

題を使用しながら実践的に理解する。具体的には、基礎力を高める SPI 適性問題、人文科学・自然科学・
社会科学の公務員関連問題などを解いて、解き方のコツをマスターする。また、職場で必要とされる思考
力、文章作成能力、問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるために、社会で問題になっている点

などを取上げて、グループでのディスカッション、クラスでの発表、各人の小論文指導なども行い、現場
で役立つ実践的な能力を身に付ける。 

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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

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

作文を書く。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

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

 ※昨年度キャリア開発演習ⅠA を履修し購入した者はそのままである。 

C.『成功する！公務員の面接採用試験』成美堂出版、2019 年 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

②目標を達成するために、自主的に勉強して必要な知識を身に付けられたか 

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

か 

④人間として必要なマナー、常識、モラルを身に付けられたか 

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

○評定の方法 

・学生の参加意欲（態度、取り組み、発言、行動、気配りなど） 20％ 

・理解度（確認テスト、発表内容、資料等の作成など） 20％ 

・最終試験（総合評価が可能なレポート試験等） 60％ 

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

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

刻、早退した場合には考慮し、課題を与えるなどして対応する。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

13．オフィスアワー 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（授業の進め方など）、就職・資格試

験対策（勉強法、小論文の書き方、面接の基本的な準備に

ついて） 

事前学習 就職・進学への対策について考えてくる。 

事後学習 効果的な勉強法を再確認して実践する。 

第２回 政治① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第３回 政治② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

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

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第５回 経済① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第６回 経済② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第７回 社会 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 



 

第８回 文章理解 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第９回 数学① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１０回 物理① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１１回 物理② 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１２回 化学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１３回 化学② 
事前学習 今までの学習を復習してくる。 

事後学習 できなかった問題中心に復習する。 

第１４回 生物① 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 授業で扱った問題を解き直す等、復習する。 

第１５回 生物② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

第１６回 地学① 
事前学習 質問への自分なりの回答を作成する。 

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

第１７回 地学② 
事前学習 教科書の該当箇所を読み込んでくる。 

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

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

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

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

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

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

事後学習 自身の書いた文章を校正等し改善する。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

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

事後学習 授業での学びを踏まえ発言の修正をする。 

課題研究 

1 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

2 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として解き直すなどする。 

課題研究 

3 

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

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 



 

課題研究 

4 

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

り組むこと。 

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

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

事後学習；返却されたレポートを基に復習として書き直すなどする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育・学校心理学／教育心理学 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP3131 

PSMP3116 
２．授業担当教員 成本 忠正 

４．授業形態 講義および演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし。 

７．講義概要 

 教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すた

めのより良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学
習、人格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解
決のための諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それら

の知識をいかに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に
対する支援の在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１． 教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業で紹介された教育心理学研究で得られた知見について詳細にリサーチし、それが教育現場でどの

ように貢献しているのかについてレポートを作成する。 

２．各テーマの終了後に簡単な小テスト（15分程度）を実施する。 

３．グループディスカッションの結果・リサーチ研究を発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

１．工藤俊郎・高井直美・上田恵津子・菅原康二『基礎から学ぶ教育心理学』八千代出版、2004。 

２．適宜、関連テーマの資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

・ 基礎的な知識を習得てきたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．平常点(授業態度・授業への参加・諸活動）として 50％ 

２．まとめの課題（テスト・レポート・発表など活動）として 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．教育心理の考え方、視点を修得すると、人生のあらゆる場面においても応用可能と考えられます。そ

れを修得するため、まず他の学習者との相互学習を通して、授業で出された様々な課題に積極的に取

り組んでください。特にクラスへの貢献度を積極的に評価します。その一方、遅刻、欠席、早退、一

時の無断退室、代返、私語、居眠り、携帯いじり、演習やディスカッションへの不参加、その他授業

妨害や迷惑行為が減点の対象となりますので、注意してください。 

２．初回授業で受講ルールの詳細を説明するので、受講者は必ず初日の授業に出席してください。 

３．受講生の理解度や要望によりシラバス内容を調整する場合があります。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては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 
ガイダンス 

教育心理学とは何か 

事前学習 
教科書【教育心理学の成り立ち】を読み、教育

心理学とは何かを考える。 

事後学習 教育心理学の全体内容のイメージをつくる。 

第２回 教育心理学の歴史と研究法を知る 
事前学習 

教科書【教育心理学の成り立ち】を読み、教育

心理学の歴史と研究方法を読む。 

事後学習 教育心理学の意義について復習する。 

第３回 発達の基礎概念について理解する 
事前学習 

教科書【発達の基礎概念】を読み、人の発達特

徴を理解する。 

事後学習 発達に影響を与える要因について復習する。 

第４回 発達段階（理論とモデル）について理解する 

事前学習 
教科書【発達段階理論】を読み、各モデルの特

徴を理解する。 

事後学習 
認知・社会性・道徳の発達モデルの特徴および

相違について復習する。 

第５回 発達に関する研究成果を知る 
事前学習 

教科書【一般的発達区分】を読み、近年におけ

る研究成果を理解する。 

事後学習 知性・社会性に関する知見について復習する。 

第６回 動機に関する理論を理解する 
事前学習 

教科書【動機づけ】を読み、社会的動機づけを

理解する。 

事後学習 社会的動機づけの種類と特性を復習する。 

第７回 動機づけ（欲求）を理解する 
事前学習 

配布資料【動機づけ】を読み、摂食障害・欲求

不満・葛藤について理解する。 

事後学習 欲求のメカニズムを復習する。 

  



 

 

第８回 学習意欲について理解する 
事前学習 

教科書【学習意欲】を読み、どのような要因で

学習意欲が高まるのかを理解する。 

事後学習 教育場面における達成欲求について復習する。 

第９回 古典的条件づけ学習について理解する 

事前学習 
教科書【学習の理論】を読み、古典的条件づけ

学習のメカニズムを理解する。 

事後学習 
教育現場における古典的学習の効果について

復習する。 

第１０回 オペラント条件づけ学習について理解する 

事前学習 
教科書【学習の理論】を読み、オペラント条件

づけ学習のメカニズムを理解する。 

事後学習 
教育現場におけるオペラント学習の効果につ

いて復習する。 

第１１回 学習理論の応用を理解する 
事前学習 

配布資料【学習理論の応用】を読み、学習理論

の社会的貢献について理解する。 

事後学習 罰・学習性無力感をさらに深く理解する。 

第１２回 学習指導の理論を理解する 

事前学習 
配布資料【学習指導】を読み、学習意欲を妨げ

る要因について理解する。 

事後学習 
発達障害児・学習意欲が低い生徒に対する効果

的な方法について復習する。 

第１３回 知能（知能モデル）について理解する 
事前学習 

教科書【知能】を読み、複数の知能モデルが存

在することを理解する。 

事後学習 知能とは何かを考える。 

第１４回 教育評価について理解する 

事前学習 
教科書【評価】を読み、評価方法の種類とそれ

ぞれの特徴を理解する。 

事後学習 
各評価方法の種類および長所・短所について復

習する。 

第１５回 社会との関係（向社会的行動）を理解する 
事前学習 

配布資料【向社会的行動】を読み、この行動を

引き起こす要因を理解する。 

事後学習 向社会的行動の生起要因を復習する。 

第１６回 リサーチ発表準備 
事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第１７回 社会との関係（学級集団）を理解する 
事前学習 

配布資料【学級集団】を読み、社会性がどのよ

うに育まれるのかを理解する。 

事後学習 社会性を育てる学級集団の役割を復習する。 

第１８回 リサーチ発表準備 
事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第１９回 学校適応（不適応行動）を理解する 
事前学習 

配布資料【不適応行動】を読み、その特徴を理

解する。 

事後学習 その種類と行動傾向について復習する。 

第２０回 授業内容のまとめ 

事前学習 教育心理学研究の意義とは何かを考える。 

事後学習 
これまでの授業内容を自分なりにまとめ，教育

心理学の重要性を理解する。 

第２１回 リサーチ発表準備 
事前学習 各グループで発表内容について話し合う。 

事後学習 各グループで発表内容について話し合う。 

第２２回 リサーチ発表・質疑応答（3グループ） 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２３回 リサーチ発表・質疑応答（3グループ） 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２４回 リサーチ発表・質疑応答（3グループ） 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２５回 リサーチ発表・質疑応答（3グループ） 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

第２６回 リサーチ発表・質疑応答（3グループ） 
事前学習 発表グループは発表準備。 

事後学習 発表グループは発表内容を振り返る。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 3 回～5 回の授業で紹介した「実証研究の知見」や「発達理論」の理解が教育現場でどのように役

に立つのか自身の考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

  



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 6 回～第 8 回の「動機づけ」と「学習意欲」の内容を踏まえて、どのような授業方法が効果的であ
るのか自身の考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 9 回～第 11 回の「学習理論の基礎」と「学習理論の応用」の内容を踏まえて、効果的な学習指導

あるいは生活指導について自身の考えをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

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

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

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 14 回の「教育評価」の内容を踏まえて、教育評価の種類および利点・留意点についてレポートに

まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 14 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 15 回の授業開始時に提出する。 

  － 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育・学校心理学／教育心理学 （4 単位） 
３．科目番号 PSMP3116 

２．授業担当教員 河合 雅代 

４．授業形態 講義および演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 教育心理学とは子どもを教育していく上で必要となる人間科学の知識を提示し、子どもの成長を促すた

めのより良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学
習、人格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解
決のための諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それら

の知識をいかに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に
対する支援の在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 
２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 
３．子どもの発達と学習能力を高めるさまざまな要因について理解できるようになる。 
４．教育の目的から考える学校生活のあり方：理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 
５．教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．授業中に、小テストを行い、授業の振り返りのためのリアクションペーパーを提出していただきます。 

２．事前学習として、テキストの授業内容との関連部分を読んでおいてください。 

３．事後学習として、復習、資料・ノートのまとめを行ってください。 

４．グループ発表の準備をおこなってください。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達哉編著『教育心理学』丸善出版、2013 年。 

適宜、関連テーマの資料を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 
・ 教育学と心理学の関係、子どもの発達と学習能力について十分に理解できたか。 
・ 学習の場における諸問題についてはグループディスカッションに積極的に参加できたか。 
・ 基礎的な知識を習得てきたか。 
○評定の方法 
授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 
１．平常点(授業態度・授業への参加・諸活動）として 50％ 
２．まとめの課題（テスト・レポート・発表など活動）として 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

教育の目的を達成する為には､学習意欲を促す環境作りが重要です。その為にも､教室内ではマナーある

行動と円滑な人間関係の形成は欠かせません。よって次のことに注意して下さい。 

1．シラバスに示される学習範囲の事前学習は､講義内容を深く理解する意味でも重要です。 

2．授業中は講義に集中し、携帯等は電源を切りカバンの中に入れて下さい。 

3．提出物は期限までに必ず提出して下さい。期限を過ぎたものは、減点の対象となります。 

13．オフィスアワー 第 1 回講義日にお知らせします。 

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 導入：シラバスの説明と教科目標に関して 
事前学習 教育心理学についてイメージを描く 

事後学習 当初のイメージとの違いを考える 

第２回 教育心理学の課題 グループ発表の説明 
事前学習 テキスト第 1 章（pp.1～8）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第３回 発達と教育１ 発達とは 
事前学習 テキスト第 2 章（pp.9~26）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第４回 発達と教育２ 発達段階 
事前学習 

テキスト第 2 章（pp.9~26）に目を通す。発表

課題を考える。 

事後学習 講義内容を振り返る 

第５回 発達と教育３ 社会性 
事前学習 

テキスト第 2 章（pp.9~26）に目を通す。発表

課題を考える。 

事後学習 講義内容を振る 

第６回 青年期の発達と課題 
事前学習 青年期の心理的問題について考える 

事後学習 講義の内容を振り返る 

第７回 青年期の課題 自分探し 

事前学習 自らの特徴を考えてみる 

事後学習 
配布した資料を完成させ、課題研究１に取り組

む 

第８回 
虐待について 法律も含めて  

☆課題研究 1 提出 

事前学習 虐待に関するニュースを一つ探してくる 

事後学習 授業の内容を振り返る 

第９回 学習指導 課題研究１指導 
事前学習 テキスト第４章（pp.62~85）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第１０回 学習理論 
事前学習 テキスト第 6 章（pp.114~133）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第１１回 前半グループ発表 
事前学習 グループ発表準備 

事後学習 発表の良かった点を振り返る 



 

 

第１２回 前半グループ発表 
事前学習 グループ発表準備 

事後学習 発表の良かった点を振り返る 

第１３回 前半グループ発表 

事前学習 グループ発表準備 

事後学習 
発表の良かった点を振り返る。課題研究 2 を行

う 

第１４回 

特別支援教育と発達障害/適応の心理と教育 

自殺について   

☆課題研究２提出 

事前学習 

テキスト第 3 章 特別支援教育と発達障害第

(pp37~43),テキスト第 5 章適応の心理と教育

(pp86~91,108~113)を読む 

事後学習 発表の振り返る 

第１５回 発達障害について 事例から学ぶ 課題研究２指導 
事前学習 

テキスト第 3章 特別支援教育と発達障害第 7

章（pp.44~61）を読む 

事後学習 授業内容を振り返る 

第１６回 性別違和、性同一性障害 教育評価 
事前学習 

性別について考えてみる。テキスト第 10 章

（pp.202~225）を読む 

事後学習 授業内容を振り返る 

第１７回 不登校について 事例研究から学ぶ 学級の心理 
事前学習 

テキスト第 5 章 適応の心理と教育

（pp.103~107）テキスト第 9（pp.180~198）

を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第１８回 いじめ、身体疾患、精神疾患など 事例研究から学ぶ 
事前学習 

テキスト第 5 章 適応の心理と教育

（pp.92~109）を読む 

事後学習 授業内容を振り返る。課題研究 3に取り組む 

第１９回 

教員以外の支える人々―養護教諭、特別支援教育コ

ーディネーター、スクールカウンセラーなど 

☆課題研究 3 提出 

事前学習 学校の組織を考える 

事後学習 講義内容を振り返る 

第２０回 動機づけ 課題研究 3 指導 
事前学習 テキスト第 7 章（pp.134~156）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第２１回 授業法 
事前学習 テキスト第 8 章（pp.159~178）を読む 

事後学習 講義内容を振り返る 

第２２回 第 2 回グループ発表 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 発表の良かった点を振り返る 

第２３回 第 2 回グループ発表 
事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 発表の良かった点を振り返る 

第２４回 第 2 回グループ発表 

事前学習 グループ発表の準備 

事後学習 
発表の良かった点を振り返る。課題研究 4 に取
り組む 

第２５回 
学校における課題―学級崩壊など  

☆課題研究４提出 

事前学習 
学校の抱える問題について、身の回りのニュー

スなどを見ておく 

事後学習 講義内容を振り返る 

第２６回 総まとめ 質疑応答 課題研究 4指導  

事前学習 教育心理学とは何かを改めて考える 

事後学習 
講義を振り返り、教育心理学で学んだものをま
とめる 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、「発達心理で学んだ自分の特性」についてレポートにまと

めてください。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施施時期：第 7 回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 8 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に

教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜

指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだ、「自分の特性」を振り返ってください。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 11 回～第 13 回のグループ発表に関して、「グループ発表での自分の役割・貢献度」「内容のまと

め」「他のグループの良かった点」をレポートにまとめてください。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施施時期：第 13 回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 14 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 15 回授業終了

後に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け

適宜指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを振り返ってください。 

  



 

 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 14 回～第 18 回の講義内容を踏まえて、「いじめ、不登校、発達障害、性別違和などテーマを 
一つ選んで、調べたこと、考えたこと」をレポートにまとめてください。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施施時期：第 18 回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 19 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 20 回授業終了

後に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け

適宜指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを振り返ってください。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 22 回～第 24 回のグループ発表に関して、「グループ発表での自分の役割・貢献度」「内容のまと

め」「他のグループの良かった点」をレポートにまとめてください。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度） 
実施施時期：第 24 回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 25 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26 回授業終了

後に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け

適宜指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを振り返ってください。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
教養基礎演習Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GELA1104 

２．授業担当教員 アカデミック・アドバイザー 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

大学は専門的職業への学習・準備期間である。この 4 年間をうまくデザインして、自分の夢を実現すること
は、学生に課せられた課題である。それを援助するのが、この講座の目的である。そこで本科目は、この 4年
間の生活の仕方から始まり、授業の受け方や行事の意義並びに学ぶ仲間との交流の仕方を体得していく。最
終的には、卒業時の就職や進学に関する内容を学び、日々の勉学への意欲を高めていく。 

８．学習目標 

１．大学で共に学びあう仲間をつくる。 
２．時間の流れから将来計画をどのように考えていくべきかを理解し、将来の目標を明確に持つことができ

るようになる。 
３．より実際的な将来を切り開くため、自分の特性や家庭事情も含めて考えることができる。 
４．就職や進学のためにこの 4年間にどのような準備が必要か理解でき、行動に移すことができる。 
５．キャリアを人生のプロセスの中で考えられ、修正できる柔軟性を身につける。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

１．大学生としての学びは高校時代とは何が違うのか。－本学の授業に期待すること－ 
２．自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 
３．この半年間での私の進歩 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】 
『履修要項』『学生生活の手引き』 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・大学生活に慣れ、大学での学びで必要となる自律的な学習態度・方法を身につけたか。 
・大学４年間の学習計画を立て、卒業後の展望について考えることができたか。 
○評定の方法 
１．平常点(授業態度・発表・発言など)  50％ 
２．課題レポート 50％ 

12．受講生への 
メッセージ 

他の大学と異なり、本学の学生生活はかなり厳しいものがある。例えば、授業への出席やレポート、発表
が義務づけられ、かつディスカッションがふんだんに課せられるからである。そこで、入学後には、早速、
高校時代とは異なる大きな段差があることになる。そこで、それにつまずかないよう、かつ将来を見据えた
生活設計ができるよう本科目は設けられているので、必ず出席し、課題に取り組んでいただきたい。 

13．オフィスアワー 各アカデミック・アドバイザーの指示に従ってください。 
14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション(教員の自
己紹介/大学における履修方法
および成績評価について学ぶ） 

事前学習 春期オリエンテーションで分からなかったところを整理しておく。 

事後学習 履修方法や成績評価について分からなかったことを質問する。 

第２回 
仲間作り 
（これまでの友人関係や部活で
の活動等について語り合う） 

事前学習 
これまでの友人関係や部活での活動等について思い出し、整理してお
く。 

事後学習 同級生の話を聞き、自分との共通点や相違点についてまとめる。 

第３回 
コミュニケーション・スキル学
習 

事前学習 
自分が周りの友人や家族にどのようなコミュニケーションをしている
のかについて振り返り、整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことをまとめ、今後のコミュニケーションに活用する。 

第４回 
将来計画と今すべきこと・した
いことを考える 

事前学習 
大学に入学してからどのようなことをしてきたかについて振り返り、
整理しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、今すべきことを計画通り実行していく。 

第５回 職業について考える 
事前学習 自分が将来就きたい職業について考えを整理しておく。 

事後学習 
自分が将来就きたい職業に就くにはどうしたらよいかについて自ら調
べる。 

第６回 
各学部、学科における専門教育
への導入① 

事前学習 
自分が所属している学部学科ではどのような専門性を身に付けること
ができるのかについてシラバスや大学のホームページを見て、確認し
ておく。 

事後学習 
授業中に示された各学部学科の専門教育で必要な基礎知識について復
習する。 

第７回 
各学部、学科における専門教育
への導入② 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①での学習内容を復習してお
く。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入②での学習内容を復習する。 

第８回 本学の試験に備えてすべきこと 
事前学習 

自分が受講している授業のシラバスを確認し、各授業の成績評価の方
法を確認しておく。 

事後学習 授業で学んだことを活用し、テストやレポートに向けて学習する。 

第９回 
卒業生・先輩から学生生活、就
職について話をきく 

事前学習 卒業生や先輩に質問したいことを事前にまとめておく。 

事後学習 
卒業生や先輩から聞いた話をまとめ、今後の学生生活の中で活用して
いく。 

第１０回 体を鍛えて明日の自分を考える 
事前学習 大学に入り、どのような運動をしてきたかについて思い出しておく。 
事後学習 合同スポーツデイに向けて体力作りに励む。 

第１１回 
各学部、学科における専門教育
への導入③ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②での学習内容を復習して
おく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入③での学習内容を復習する。 

第１２回 
各学部、学科における専門教育
への導入④ 

事前学習 
各学部、学科における専門教育への導入①②③での学習内容を復習し
ておく。 

事後学習 各学部、学科における専門教育への導入④での学習内容を復習する。 

第１３回 この半年間で学んできたもの 
事前学習 これまでの学習内容について整理しておく。 

事後学習 
今後の学生生活を有意義に過ごすために教養基礎演習Ⅰの中で学んだ
ものを活用していく。 

  



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：自分が将来就きたい職業を考える。－その職業に就いた時、どんな人物像でありたいか－ 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第９回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１０回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、その後の

授業時間の前後に行うこと。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：この半年間での私の進歩 

レポート形式 Ａ４サイズ 1ページ以内（1200字以上） 

実施時期：第１２回の授業後に行うこと。 

提出時期：第１３回授業にて提出すること。提出後、添削指導を行い返却する。添削内容についての質問は、メールや

オフィスアワーにて受け付ける。 

 



 

 

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 
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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（2 単位） 再履修用 

３．科目番号 
GECD2204 

GELA2204 
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 春期 

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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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 
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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） 
経営学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1352 

２．授業担当教員 谷口 彰一 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

数社の経営実態に関する話をケーススタディーを通じて学ぶことによって、現実に起きている経営課題につ

いて考える。多くの経営課題は、経営学の理論を当てはめることによって解決できるが、教科書通りに問題

が起きることはめったにないので、経営の現場では、そこで何が起きているのかを見極める力が必要になる。

ケーススタディーは理論的に正しいか、ということよりも、そこで何が起きていたのか、を見極める力を身

に着ける方法論であると考えるべきであろう。この講義では、経営学を理論的に学ぶ前に、まず経営の現場

からモノを考える習慣をつけることに主眼を置き、議論を深めていく。 

８．学習目標 

１．経営学に関心を持てるようになる。 

２．ケーススタディーを通じて、何が問題となっているのかを発見できるようになる。 

３．ケーススタディーを通じて、問題となっている課題の解決策を考えられるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1000字程度のレポートを課す予定。 

詳細については授業内で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

加護野忠男、吉村典久『1からの経営学』中央経済社、2013 

【参考書】 

三井逸友、川名和美、谷口彰一、津島晃一、新井稲二『21世紀中小企業者の主体形成と継承』同友館、2019 

川名和美、竹元雅彦『社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ』中央経済社、2016 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．何が経営課題であるということに気付けているか。 

２．発見した経営課題は何が問題であるかを考えることができるか。 

３．発見した問題の解決策を考えることができるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
経営学のコア的科目であるので、深く学習されることを望みます。 

13．オフィスアワー 授業中に指示する。 

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 オリエンテーション・授業の進め方 
事前学習 教科書を用意する。 

事後学習 授業の進め方を確認する。 

第２回 企業経営の全体像 
事前学習 教科書の第 1章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営資源についてまとめる。 

第３回 
経営学とは 

（事例：ブロードリーチ・ヘルスケア社） 

事前学習 教科書の第 2章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営学の特徴についてまとめる。 

第４回 
企業と会社 

（事例：亀山社中） 

事前学習 教科書の第 3章を熟読しておくこと。 

事後学習 
株式会社の基本的な仕組みについてまとめ

る。 

第５回 
企業とインプット（金融資本・労働）市場との関わり 

（事例：パナソニック） 

事前学習 教科書の第 4章を熟読しておくこと。 

事後学習 
企業の資金調達及び雇用環境についてまと

める。 

第６回 
企業とアウトプット（製品・サービス）市場との関わり 

（事例：富士フィルムホールディングス） 

事前学習 教科書の第 5章を熟読しておくこと。 

事後学習 経営戦略の方法論について考えをまとめる。 

第７回 
競争戦略の基本的な考え方 

（事例：ソフトバンク） 

事前学習 教科書の第 6章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ポーターによる 5つの競争要因についてまと

める。 

第８回 
競争戦略のマネジメント 

（事例：ドトールコーヒー、スターバックス） 

事前学習 教科書の第 7章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ポーターの 3 つの基本戦略についてまとめ

る。 

第９回 
多角化戦略のマネジメント 

（事例：キャノン） 

事前学習 教科書の第 8章を熟読しておくこと。 

事後学習 企業における多角化戦略についてまとめる。 



 

 

第１０回 
国際化のマネジメント 

（事例：本田技研工業） 

事前学習 教科書の第 9章を熟読しておくこと。 

事後学習 
どのような経営資源が国境を越えていくの

か考え、まとめる。 

第１１回 
マクロ組織のマネジメント 

（事例：スリーエム社） 

事前学習 教科書の第 10章を熟読しておくこと。 

事後学習 企業の組織構造の選択についてまとめる。 

第１２回 
ミクロ組織のマネジメント 

（事例：未来工業） 

事前学習 教科書の第 11章を熟読しておくこと。 

事後学習 
企業文化とリーダーシップについてまとめ

る。 

第１３回 
ファミリービジネスのマネジメント 

（事例：竹中工務店） 

事前学習 教科書の第 13章を熟読しておくこと。 

事後学習 
ファミリービジネスと長寿企業についてま

とめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、出資を中心に株式会社を含めた様々な企業形態の特徴を整理

し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 9 回の講義内容を踏まえて、競争戦略の研究には 2 タイプあるがそれぞれについて説明

し、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
経済学（国際経済を含む） （2 単位） 

３．科目番号 
GELA2318 

GELA2339 
２．授業担当教員 李 青雅 

４．授業形態 講義、学生による発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

本科目は、経済が動く仕組みがよく理解できるように、必要とされる経済学（国際経済を含む）の基礎知

識を体系的に得ることを目的のひとつとする。 

さらに、そうした基礎知識を「生きた知識」として活用させ、世界や日本国内で起こっている各種の経済

問題やそこで活躍する企業や政府などについて理解することによって、分析するツールとして利用できるよ

うになることが最終的な目的となる。 

８．学習目標 

1. 経済現象の背後に貫徹する法則を説明できるようになる。 

2. 財政金融関係の基礎知識について学び、説明できるようになる。 

3. 国際経済・日本経済の歴史について、自らの意見をレポートにまとめ発表することができるようにな

る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

経済学の基礎知識を教科書から学ぶ方法として、受講者には個人又はグループ単位で教科書の担当部分を
まとめて、授業中に発表することを求めるので、その準備が必要となります。また、授業参加のためには発
表者以外の者についてもテキストを予め熟読しておくことが求められます。 

小テストはそれまでに学んだ知識について、言葉とその意味をどれだけ理解しているかという観点から出題
します。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】井堀利宏『コンパクト経済学（第 2版）』新世社、2017年。 

【参考書】伊藤元重『入門経済学（第 4版）』日本評論社、2015年。 
古澤泰治、塩路悦郎著『ベーシック経済学-次につながる基礎固め』有斐閣アルマ、2012年。 

     西村和雄、八木尚志著『経済学ベーシックゼミナール』実務教育出版、2008年。 等 

その他、経済学の入門書でしたらどのテキストでも問題ありません、自分に合う参考書を選んでください。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・経済現象や財政金融関係の基礎知識、企業経済・労働経済について学び、説明できるようになる。 

・世界経済や日本経済の歴史や現状について、自らの考えをレポート等にまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

授業態度および積極的参加度（授業への取り組み・発言）等   20% 

小テスト・発表  30％ 

期末試験・レポート  50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経済は常に動いています。受講者は、日ごろから経済関係の新聞記事や雑誌に目を通し、関心のある経済ニ
ュースなどについて、その意味を自分でよく考えておいてください。ただ話を聞くだけでなく、自ら問いか
ける姿勢が必要となります。受講生の高い問題意識と、積極的な参加を期待しています。 

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 イントロダクション 経済学とは（第 1章） 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 
何のために経済学を学ぶのかを考えておく

こと。 

第２回 第 2章 消費者の行動 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 効用の概念について理解しておくこと。 

第３回 第 3章 企業の行動 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 企業の役割について理解しておくこと。 

第４回 第 3章 企業の行動（続き） 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 企業の行動について理解しておくこと。 

第５回 第 4章 市場のメカニズム 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
完全競争市場の条件について理解しておく

こと。 

第６回 第 5章 市場の問題 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 市場の外部効果について理解しておくこと。 

第７回 第 5章 市場の問題（続き） 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 独占の効果について理解しておくこと。 

第８回 第 6章 政府 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 公共財について理解しておくこと。 

  



 

 

第９回 第 7章 金融 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 貨幣の役割について理解しておくこと。 

第１０回 第 8章 マクロ市場 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
GDP に含まれるものについて理解しておくこ

と。 

第１１回 第 9章 マクロ政策 

事前学習 
テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 
IS-LM モデルと経済政策の関連について理解

しておくこと。 

第１２回 第 9章 マクロ政策（続き） 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく

こと。 

事後学習 金融政策の手法について理解しておくこと。 

第１３回 第 10章 国際経済 
事前学習 

テキストの該当部分について熟読しておく
こと。 

事後学習 貿易のメリットについて理解しておくこと。 

課題研究 

1 

テーマ：第 5 回～第 6 回の講義内容を踏まえ、「新型コロナウィルスと市場の外部効果」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に行う。 

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

課題研究 

2 

テーマ：第 10 回～第 12 回の講義内容を踏まえ、「新型コロナウィルスと国の経済対策」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1600 字程度）  

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始前に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換をメールにて個別に対応する。 

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 現代社会と社会教育 （2 単位） 

３．科目番号 SPMP3445 

２．授業担当教員 川野 佐一郎 

４．授業形態 講義と討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

現代社会は変化の激しい時代である。国内だけでなく国際社会の変動が人々の生活や価値観に大きな影
響を与えている。そのため、今までになかった新たな課題が生じている。このような現状において、社会
教育は「人々の多様な学習要望を踏まえた生涯学習の振興」に努めるとともに、「地域の活性化や家庭の

教育力の向上」等の社会の要請に適切かつ迅速に対応する支援の遂行が求められている。そこで、本科目
では社会教育についての理解を深めるとともに、身近にある様々な現代的課題解決のための具体的な支援
方策について、事例研究やグループ討議を通して追究し、個別事業計画を立案する。 

８．学習目標 

次の目標を達成することを目的とする。 
①現代社会が抱える様々な課題、地域特有の課題の背景や特徴を理解することができるようになる。 
②社会教育とは何かを理解するとともに、現代社会の課題解決に向けた社会教育の役割について理解する
ことができるようになる。 

③社会教育の当面する課題と課題解決に向けた諸施策について理解し、説明できるようになる。 
④社会教育の推進者の役割や社会教育施設の現状と目的について理解することができるようになる。 
⑤身近な現代的課題に対応した具体的方策（個別事業計画）を立案することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

① 課題レポート作成のため、地域での社会教育実践や学習活動に参加してみる。 

② 授業内容に関わる調査研究及び資料収集を積極的に行う。 

③ 授業内容の理解・確認のため、学期末レポートを実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】辻 浩著『現代教育福祉論―子ども・若者の自立支援と地域づくりー』ミネルヴァ書房、2017。 

【参考書】社会教育推進全国協議会編『社会教育・生涯学習ハンドブック第９版』エイデル研究所、2017。 

丸山英樹・太田美幸編『ノンフォーマル教育の可能性』新評論、2013。 

【教材】 プリント資料（必要に応じ作成し、授業時に配布する） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する目標・内容・方法について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知識・

理解） 

２．現代的課題をふまえた社会教育のあり方について理解した上で、適切なテーマを設定し、学習講座等

を企画できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート・企画書作成等） 総合点の４０％ 

３．期末レポート                        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業内の相互学習を踏まえ、可能な限り、社会教育実践の現場に足を運び、住民・社会教育職員ととも

に学習を深めていく機会をつくるようアドバイスする。理論的な学習とともに、実際の活動から得られる

ヒントは貴重なものである。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間ほか 

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（授業の進め方の説明）、自己

紹介 

（おとなが学ぶ意味と学習活動への参加） 

事前学習 学校教育と社会教育の相違点や共通点について考える。 

事後学習 
おとなが学ぶ意味について整理し、その機会や参加動機を把

握する。 

第２回 社会教育職員の仕事・資格・資質・役割 
事前学習 

社会教育主事資格課程の受講動機や、授業への関心を整理す

る。pp.155～172 

事後学習 社会教育主事・社会教育職員の仕事や役割について理解する 

第３回 参加型学習の国際的動向 

事前学習 
国際的にもなぜ参加型学習が求められるのか調べる。pp.27

～41 

事後学習 
生涯学習社会の実現をめざす教育の国際的動向について整

理し、まとめる。 

第４回 日本の社会教育の歴史・法制度・政策展開 

事前学習 
日本の社会教育の歴史と相互学習、共同学習との関連を考え

る。pp.12～26 

事後学習 
社会教育における法制度、政策、理念、歴史的展開について

整理する。 

第 5 回 

地域社会教育の現代的課題と学習① 

（子ども・青少年の学びと社会教育の役

割） 

事前学習 
子どもの貧困、虐待など進む中で児童の権利擁護の視点から

考える。pp.42～60 

事後学習 
子ども・青少年はどのような教育環境におかれているか、社

会教育の視点からまとめる。 

第 6 回 
地域社会教育の現代的課題と学習② 

（障がい者社会教育の実践） 

事前学習 
障がい者社会教育の概念、現状、あるべき姿について調べる。

pp.61～77 

事後学習 
社会的排除されている人たちの学習権について共生の観点

から整理し、まとめる。 



 

 

第 7 回 
地域社会教育の現代的課題と学習③ 

（高齢者の学びと社会教育の役割） 

事前学習 
人は老いてもなぜ学びの機会を求めるのか、発達と成長とい

うことに関して調べる。pp.78～91 

事後学習 
高齢者の特性、経験から生涯を通して学び続ける学習関心に

ついて考える。 

第 8 回 
地域社会教育の現代的課題と学習④ 

 （コミュニティワークの教育的実践） 

事前学習 教育とコミュニティワークの相違点共通点について考える。 

事後学習 
地域福祉と地域社会教育、ともに専門職の学習支援から整理

し、まとめる。 

第 9 回 
地域社会教育の現代的課題と学習⑤ 

（地域づくり、地方創生と社会教育） 

事前学習 
今日の地域の活性化を図るため地域づくり、地域創生が言わ

れる。内容について調べる。 

事後学習 
産業や地域振興と市民活動を中心とした社会教育の連携が

どうあるべきかまとめる。 

第 10 回 
地域社会教育の現代的課題と学習⑥ 

（学校と地域社会の連携） 

事前学習 
学校と地域の連携は古くて新しい問題である。今日、地域の

実情、実態を調べる。pp.173～187 

事後学習 
国の政策として新たな連携策が求められている。その内容と

考え方を整理し、まとめる。 

第 11 回 
地域社会教育の現代的課題と学習⑦ 

（ＮＰＯ，ＮＧＯ，ボランティアとの協働） 

事前学習 
自主的な市民活動が各地で芽生えてきている。協働、共同、

協同の意味について調べる。pp.188～204 

事後学習 
市民活動の胎動とともに、新たな公共の責任、役割について

整理し、まとめる。 

第 12 回 
地域社会教育の現代的課題と学習⑨ 

（健康・スポーツ活動と社会教育） 

事前学習 
人びとの健康志向、スポーツへの関心はなぜ高まるのか調べ

る。 

事後学習 
健康・体力向上のみならず交流、仲間づくりに果たす社会体

育の意義をまとめる。pp.122～138 

第 13 回 

まとめとふり返り：専門職として取り組む

べきこと 

（要求課題と必要課題） 

事前学習 
改めて市民の学びを支援する専門職の資質、役割について考

える。 

事後学習 
学習者が求める要求課題と支援者が提示する必要課題の関

係などを整理し、まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回～第４回の授業内容を踏まえて、「日本の社会教育の特色は何か」を理解してレポートを作成す
る。 
実施時期：第４回の授業後に実施する。 
まとめ方：レポート（論点、要旨の書き方など）作成要領について説明する。 
実施時期：第４回の授業終了後、提出期限など説明する。(1000 字程度)。 

事後学習：レポート作成の論点整理と個別指導・質疑応答・意見交換をする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第１２回の授業内容を踏まえて、「現代社会の問題をどうとらえるか」また「地域社会教育に
与える影響」につい」を整理してレポートを作成する。 
実施時期：第１２回の授業後に実施する。 
まとめ方：レポート（論点、要旨の書き方など）作成要領について説明する。 
実施時期：第１２回の授業終了後、提出期限など説明する。(1000 字程度)。 

事後学習：レポート作成の論点整理と個別指導・質疑応答・意見交換をする。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
更生保護 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4101 

SCMP4301 

SBMP4301 

SPMP4301 
２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 
講義、集団討議、学生との応答、途中確認テスト・小テストの併用、

期末に試験を行う。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

犯罪や非行をした人の立ち直りを図り、再び犯罪や非行を起こさせないようにするには、その素質、環境

を考慮しつつ、その人に必要な各種の支援、福祉でいう自立支援が必要である。これらの支援は、警察、検

察、裁判、矯正の各段階で行われているが、本科目では、この内の社会の中での働きかけ（処遇）を中心と

する更生保護制度について、その概要、担い手、関係機関・団体との連携、また、心神喪失等の状態で重大

な犯罪を行った人の社会復帰の促進を目的とする医療観察制度の概要、さらには、更生保護制度の運用の実

際と今後の展望等について学習する。 

８． 学習目標 

１．福祉との関連において必要とされる更生保護制度の基礎的知識について理解し、説明することができる

ようになる。 

２．更生保護の組織を中心に，刑事司法・少年司法分野で犯罪前歴者等の支援活動に関与する組織，団体及

び専門職について理解し、説明することができるようになる。 

３．更生保護制度における関係機関・団体との連携のあり方について理解し、説明することができるように

なる。 

４．保護観察所が担う新たな役割として、福祉機関・団体などとの密接な連携の下に実施される被害者支援

や医療観察制度について理解し、説明することができるようになる。 

５．更生保護の運用の実際と今後の展望について考察し、自分の言葉で表明することができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、テ

キストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座 20 更生保護制度［第４版］』中央法規出版、
2017。 

【参考書】 
  藤本哲也・生島浩・辰野文理編著『よくわかる更生保護』ミネルヴァ書房、2016。 
松本勝編『更生保護入門 [第 4版]』成文堂、2015。 

法務省法務総合研究所『犯罪白書 令和元年版』昭和情報プロセス株式会社、2019。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１．授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２．期末試験        総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の２０％ 

４．日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 聞きなれない法律用語等が数多くあると思いますが、なるべくわかりやすく図表を用いて説明したいと思

いますので、わからない用語については積極的に質問して下さい。 

13．オフィスアワー 授業において周知する。 

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 
更生保護制度の概要Ⅰ  

（刑事司法の中の更生保護） 

事前学習 シラバス、教科書 pp.1～14を読んで授業に臨む。 

事後学習 
オリエンテーションで学んだことを整理するため、

再度、教科書の該当箇所を読み直す。 

第２回 更生保護制度の概要Ⅱ 仮釈放等 

事前学習 教科書 pp.15～22を読んで授業に臨む。 

事後学習 

仮釈放等について学んだことを整理するため、教科

書及び参考書の該当箇所を読み直し、質問等があれ

ばまとめる。 

第３回 更生保護制度の概要Ⅲ 保護観察 

事前学習 教科書 pp.23～36を読んで授業に臨む。 

事後学習 
保護観察の内容について復習し、重要箇所をまとめ

る。 

第４回 
更生保護制度の概要Ⅳ 生活環境の調整、更生緊急
保護 

事前学習 教科書 pp.37～49を読んで授業に臨む。 

事後学習 
生活環境の調整、更生緊急保護に関して、要点をまと

める。 

第５回 
更生保護制度の概要Ⅴ 更生保護における犯罪
被害者等の施策 

事前学習 教科書 pp.50～52を読んで授業に臨む。 

事後学習 犯罪被害者等に関する 4つの施策を中心にまとめる。 



 

 

第６回 更生保護制度の概要Ⅵ 恩赦、犯罪予防活動 

事前学習 
教科書 pp.53～60 を読んで授業に臨む。精読してお
く。 

事後学習 
恩赦の種類とその内容、犯罪予防活動の意義及び内

容について、要点をまとめる。 

第７回 更生保護制度の担い手Ⅰ 保護観察官、保護司 

事前学習 教科書 pp.61～67を読んで授業に臨む。 

事後学習 
保護観察官と保護司の各役割を整理し、両者がどの

ように協働しているかをまとめる。 

第８回 
更生保護制度の担い手Ⅱ 更生保護施設、民間協
力者  

事前学習 教科書 pp.68～76を読んで授業に臨む。 

事後学習 

更生保護施設の内容、更生保護女性会・BBS・協力雇

用主を中心とする民間協力者の役割についてまとめ

る。 

第９回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅰ  

裁判所、検察庁とのかかわり 

事前学習 教科書 pp.77～87を読んで授業に臨む。 

事後学習 
刑事司法制度の流れを念頭に置きながら、裁判所、検

察庁とのかかわりについて整理する。 

第１０回 
更生保護制度における関係機関・団体との連携Ⅱ  
矯正施設、児童相談所、公共職業安定所・自治体
等、民間団体とのかかわり 

事前学習 教科書 pp.88～101を読んで授業に臨む。 

事後学習 

施設内から社会内処遇へ移行する際に、どのような

関係機関や団体がかかわっているかを意識しなが

ら、要点をまとめる。 

第１１回 
医療観察制度の概要Ⅰ  
医療観察法に基づく処遇制度の創設、生活環境の
調査、生活環境の調整 

事前学習 教科書 pp.103～110を読んで授業に臨む。 

事後学習 
医療観察制度における処遇の流れをもとに、各段階

での内容を押さえる。 

第１２回 
医療観察制度の概要Ⅱ  

地域社会における処遇、関係機関との連携 

事前学習 教科書 pp.111～115を読んで授業に臨む。 

事後学習 

前回の流れを踏まえ、社会復帰調整官による精神保

健観察、関係機関との連携について整理し、まとめ

る。 

第１３回 まとめ 

事前学習 更生保護制度全体について、まとめておく。 

事後学習 総復習を行う。 

課題研究 

1 

 

課題研究テーマ：第２回～第６回の講義内容を踏まえて、「更生保護制度の内容（領域）」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第６回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第７回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第７回～第１０回の講義内容を踏まえて、「保護司の機能、更生保護施設の機能」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００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。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際関係論（国際法を含む） （2単位） 

３．科目番号 GELA3318 

２．授業担当教員 小野 智一 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目履修にあたっては事前に以下に挙げる科目の事前・事後履修を推奨します。履修可能な範囲で意欲
的に取り組んで下さい。 
事前・事後履修を推奨する科目：「政治学」「経済学」「国際社会と日本」「世界史」「日本史」 

７．講義概要 
本科目は、国際政治や国際経済に関する諸問題について理解を深めることを目的とする。また、人権、

国家主権や領土の問題など、国際法の考え方についても取り上げる。 

８．学習目標 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考すること

ができるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

リーディングアサイメントを課します。論述で解答する場合と確認テストにて解答を求める場合がありま
す。基本的に、2回以降はテキスト持参が必須になります。前回講義時に指定された範囲のテキストの読み
込みとともに、各講義回に設定された課題について自分なりの解答をもって講義に臨んでください。 
講義では上記をリーディングアサインメント（RA）と称して事前・事後学習課題を作成し、配付します。

授業内で解説することになりますが、事前に教科書を読んで課題を解答してください。なお、解説後は事
後学習ののちに教員に提出することとします。提出方法については授業内で案内します。配付を受けるま
では上記課題を意識してテキストの各章を読んでみましょう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
 北岡伸一『国連の政治力学―日本はどこにいるのか』中央公論新社、2007年。 
（以下、シラバス内ではこの文献をテキストと呼称する。） 

【参考書】 
1) 中西寛ほか『国際政治学』有斐閣、2013年。 
 本講義ではサブテキストとして紹介する。 
2) 田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』有斐閣ブックス、2004年。  
 国際政治、国際経済の分野の専門用語、トピック 163 項目を解説しています。「集団安全保障」「開発主
義」といった本科目でも取り扱う概念について更に理解を深めたいときに有益です。 

3）羽場久美子・増田正人編『21世紀国際社会への招待』有斐閣ブックス、2003年。 
 最新事情については参照できないが、1990 年代からの国際社会の変化について 22 のトピックで分かり
やすく解説している。 

4) 東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 
5) 原康著『岩波ジュニア新書 国際関係がわかる本』岩波書店、1999年。  

高橋和志ほか『岩波ジュニア新書 国際協力ってなんだろう』岩波書店、2010年。  
教科書の内容に難しさを覚えた学生は参照することをお勧めします。後者は教科書の第 6章～10章で取
り扱いのある、アジアの状況について中心的に取り上げております。 

ほか、高等学校歴史地理において使用した世界史資料集などが本科目の学習の手助けになる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1) 国際関係論における基本的な考え方、重要な概念について理解し説明できる。 

2) 国際社会における政治・経済動向について関心をもち、諸問題について多面的に検討し思考すること

ができるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

国際関係論が取り扱う領域は広範にわたります。原則、テキストのトピックについて学習を進めていく
ことになります。そのため、シラバスの授業内容に無いトピックで、学生側からの希望があれば、内容を
確認し、受講者とともに審議したうえで授業内容として取り上げるようにしていきます。 
本科目では、受講生に期待される学習態度として、以下の条件を設定しています。 

①授業に集中してください。（積極的に参加、質問し、課題を残さないこと。私語・居眠りの厳禁） 
②欠席、遅刻、早退については、事由を教員に書面をもって報告してください。（事後に提出してください。
事前は口頭報告するようにしてください）正当な理由であっても、必要な時間数に不足する場合は、不
合格となります。 

③明らかに受講態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も受講態度の改善が見られ
ないと判断された場合、課題提出状況の如何に関わらず単位の修得は認めません。 

④教員による解説中は携帯電話の電源を切ってください。電子辞書等の学習支援機器は授業内容に応じて
使用の許可を出すこととします。 

また、教員は次のことを実行します。 
①授業の目的・目標を明確に示し、授業の進行はシラバスに沿って行います。 
②受講生全員に聞こえる大きさの声で話をします。また、専門用語はわかりやすく説明します。 
③一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言・発表等）できる双方向対話型の学習環境を作ります。 

④遅刻・早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話（メール・通話）の使用その他、授業に臨む上で不適切
な態度が見受けられた場合は、厳格に対処します。 

本科目では、基礎的な学習習慣づくりにも取り組みます。講義時間内で作業指示がなされたときなどに他
者の学習を阻害する行為をした場合は減点対象とします。受講生各自が社会人として自立成長しようとい
う自覚を持って講義に参加することを期待します。 

13．オフィスアワー 講義前後の時間もしくは e-mailにて対応します。toono@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
（シラバスを必ず持参すること。コピーな
ども可。） 
国際関係論についての基礎知識 

事前学習 
テキストの目次を参考に国際関係論（国際政治学および国
際法について）が議論する観点を見ておくこと。 

事後学習 

本時の学習を振り返り学習内容の定着を図る。 
課題：リアリズムとリベラリズムとは何か。 

次時以降のリーディングアサインメント（RA）に取り組む。 

第２回 
世界の中の国連、国連の中の日本①…第 1章 
アメリカ・システムとは？ 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の現状について調べてみよう。 

第３回 
世界の中の国連、国連の中の日本②…第 1章 
国連分担金から考える各国の動き 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題北岡伸一『国連
の政治力学―日本はどこにいるのか』について質問事項と
してまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連の果たす役割について調べてみよう。 

第４回 国連総会のダイナミクス…第 2章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。  

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連における日本の役割について調べてみよう。 

第５回 

国際政治の歴史的視角① 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（１） 
ドイツ三十年戦争およびウェストファリア
体制の現代的評価 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：ドイツ三十年戦争の経過を教科書以外の参考文献も

活用して調べてみよう。 

第６回 

国際政治の歴史的視角２ 
近代ヨーロッパ主権国家体制と国際政治理
解（２） 
フランス・ドイツに見る「国民国家」形成の
過程 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：フランス・ドイツ国家の国民意識が形成される過程

には何があったのだろう。 

第７回 戦後日本外交と国連…第 3章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：「国連中心主義」について調べてみよう。 

第８回 外交という仕事…第 4章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題： 発展途上国への支援はどうあるべきか考えてみよ

う。 

第９回 国連代表部から見える世界…第 5章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：シェリング『行動の自由の逆説』とは何か調べてみ

よう。 

第１０回 安全保障理事会から見える世界…第 6章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：なぜ軍拡競争が起こるのか。囚人のジレンマの論理

を手がかりに考えてみよう。 

第１１回 PKOの実態…第 7章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：日本の PKO活動について調べてみよう。 

 

 

 



 

 

第１２回 安全保障理事会改革の意味…第 8章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国家と国際連合の関係について考えてみよう。 

第１３回 
国連の政治力学―なぜ改革は停滞するのか
…第 10章 

事前学習 
前時間に配付するアサインメントの各設題に自分なりの解
答をする。 

事後学習 

講義内で配付される振り返り資料を基に本時の学習を振り
返り学習内容の定着を図る。残された課題について質問事
項としてまとめ次時以降に教師より指導を受ける。 

課題：国連で影響力を発揮するには  

課題研究

１ 

テーマ：国民国家の成立について  
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：講義で紹介したフランス、ドイツにおける国民国家の成立過程について、いずれか 1国を事例としてま
とめること。講義内で資料を別途配布する予定。 
実施時期と提出期限：第 6回授業から第 11回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

課題研究

２ 

テーマ：歴史認識問題について 
レポート形式：A4用紙 1枚程度 
テーマの趣旨：テキスト第 9章で述べられる筆者の意見を読み、どのような意見を持ったかまとめること。テキストで
述べられる筆者の意見はあくまで意見であり、考え方として筆者と対立する意見を持つこともありうる。筆者に賛同す
る意見でも、筆者に反対する意見でも減点は行わない。自分の意見をまとめること。 
実施時期と提出期限：第 12回授業から第 14回授業時までに提出すること。 
事後学習：レポートへの助言・質疑を通して学習を振り返り学習内容の定着を図る。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 産業・組織心理学／組織心理学 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3352 

PSMP3331 
２．授業担当教員 新井 洋輔 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「社会心理学」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

産業・組織心理学は、現場で働く人々のニーズに研究知見が直結する応用的分野である。これはすなわ

ち、産業・組織心理学の研究知見が、組織を運営する人々や組織で働く人々、さらに社会人として大小の

組織に加入することになる学生にとっても、現場の状況理解や問題解決につながる有用な知見が蓄積され

ているということである。本授業では、組織の中で、個人がどう知覚し、どのように行動し、態度を形成

して、組織活動に参画していくのかについて理解する。さらにリーダーシップ行動や組織における意思決

定や消費者行動について学ぶ。こうした産業の中で効率を上げるための心理学だけでなく、メンタルヘル

スを向上させることで組織が活性化するという立場に立って、コミットメント、動機づけなどを含む職務

満足、さらにはキャリア発達の視点とキャリアカウンセリングについて理解する。そして、学んだ産業・

組織に関する知見に対して、どのような心理的な援助ができるかについて考究する。 

８．学習目標 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し職場における問題に対して必要な心

理的支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかに

ついて考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及び 

レポート課題 

１．授業時間外にもテーマに関する文献やデータを収集するなどの活動が求められる。 

２．事前・事後学習を必須とする。本稿に記載されている「まとめる」は、原則として400字とする。 

３．発表と期末レポートの準備・提出が求められる。 

４．レポートが要件を満たしていない場合、再提出が求められる。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

山口弘幸・金井篤子編『よくわかる産業・組織心理学』ミネルヴァ書房。 

【参考書】 

松井豊著『改訂新版 心理学論文の書き方－卒業論文や修士論文を書くためにー』河出書房新社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．組織活動や消費者行動と組織における人の行動について理解し、説明できる。 

２．組織の中で人の成長を促すもの、障害となるものについて理解し、職場における問題に対して必要な

心理的支援について考究できる。 

３．組織活動を通して、我々が成長し、幸せになるためには、どのような視点を持つことが必要なのかに

ついて考究し、就職する組織についての基準を自分なりに創造することができたか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２．レポート        総合点の３０％ 

３．期末試験        総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

組織心理学は、心理学の分野の中でも、蓄積されてきた研究知見を現実場面に応用している様子のわか

りやすい学問です。講義の内容から、今後の社会生活に活かせる視点を獲得できるよう、積極的に取り組

んでください。なお、受講者数や皆さんの理解度によっては、講義内容を変更する場合もあります。 

講義に関する疑問については、講義内での質問を歓迎します。講義内での議論への参加と課題への取り

組みを評価しますので、欠席・遅刻・早退は減点の対象となります。欠席の場合は、事前に連絡いただい

た場合のみ次回授業時に資料をお渡しします。 

初回授業で受講ルールの詳細を説明しますので、受講希望者は必ず第１回の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー 
授業内で提示する。授業時間外での質問・相談を希望する場合は、yoarai@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

宛に、一週間前までに「授業名・クラス・学籍番号・質問の概要」を記載したメールで予約をとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション・受講契約 

事前学習 
本シラバスの内容を熟読し、本講義の学習内容および受講ルールを把

握しておく。 

事後学習 
心理学知見の応用分野としての「組織」に発生する問題を四つの観点

からまとめる。 

第２回 組織の定義、組織研究の変遷① 

事前学習 
組織内に発生する問題・課題を 20挙げ、考えられる対策と併せてまと

めておく。 

事後学習 
ブレインストーミングおよびＫＪ法の結果を踏まえ、事前学習の内容

を整理する。 

第３回 組織の定義、組織研究の変遷② 

事前学習 
前回の講義内容を踏まえ、組織内に発生する問題と対策についてまと

めなおす。 

事後学習 
ブレインストーミングおよびＫＪ法の結果を踏まえ、事前学習の内容

を整理する。 

第４回 メンバーの加入：採用と面接① 

事前学習 
入社面接を受ける立場から想定できる課題と採用する側の視点に立っ

た課題と解決策を挙げてまとめたのちⅢ（pp.42～59）を熟読する。 

事後学習 
講義で扱った理論および適性テストの内容を踏まえて解決策を改善す

る。 



 

 

 

第５回 メンバーの加入：採用と面接② 

事前学習 前回の講義について疑問点をまとめ、Ⅲ（pp.42～59）を再読する。 

事後学習 
講義で扱った理論および適性テストの内容を踏まえて解決策を改善す

る。 

第６回 

個人から組織への関わり：モチ

ベーションとメンタルヘルス

① 

事前学習 
Ⅱ（pp.24～41）Ⅹ（pp.172～193）を熟読し、モチベーション維持とス

トレス対処の方略案をまとめる。 

事後学習 動機づけの理論およびストレスのモデルをもとに、解決策を改善する。 

第７回 

個人から組織への関わり：モチ

ベーションとメンタルヘルス

② 

事前学習 
前回の講義について疑問点をまとめ、Ⅱ（pp.24～41）Ⅹ（pp.172～193）

を再読する。 

事後学習 動機づけの理論およびストレスのモデルをもとに、解決策を改善する。 

第８回 
組織から個人への関わり：人事

評価 

事前学習 
Ⅳ（pp.60～75）を熟読し、人事評価をする側・される側の視点で課題

と解決策をまとめる。 

事後学習 
大学における各講義では、どの評価基準が採用されているか検討し、

まとめる。 

第９回 個人の成長：キャリア発達① 
事前学習 

自分の卒業後の職業と進路についてまとめたのち、Ⅴ(pp.76～97)を熟

読する。 

事後学習 ホランドのモデルを元に、自分のキャリアパスについて再考する。 

第１０回 個人の成長：キャリア発達② 
事前学習 前回の講義内容を踏まえ、職業と進路について再考する。 

事後学習 自分のキャリアパスについて再考し、レポートを完成させる。 

第１１回 
組織内の人間関係Ⅰ：職場のコ

ミュニケーション 

事前学習 
組織というフォーマル集団特有の対人関係の課題をまとめた後、Ⅵ

（pp.98～119）を熟読する。 

事後学習 
講義で扱った職場集団の特性を踏まえて、課題に対する解決策をまと

める。 

第１２回 
組織内の人間関係Ⅱ：リーダー

シップ 

事前学習 
これまでに経験した「上下関係」のある対人関係での問題をまとめた

のち、Ⅶ（pp.120～139）を熟読する。 

事後学習 
PＭ理論をはじめとしたリーダーシップ関連の理論がこれまでの上下

関係にどのように適用可能か検討し、レポートを作成する。 

第１３回 レポート発表 
事前学習 

第 12 回までに作成したレポートのうちいずれかを発表する準備をす

る。 

事後学習 フィードバックを踏まえて、レポートを修正する。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第１０回までの内容を踏まえて、自身のキャリアパスを内省し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第１０回の授業後に実施する。 

提出期限：第１１回の授業開始時に提出する。 

事後学習：自身のキャリアパスのために必要なことを行動レベルで列挙する。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：第１２回までの内容を踏まえて、リーダーシップの理論が適用可能な対人関係についてまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。 

事後学習：第１３回の発表におけるフィードバックの結果を踏まえて、レポートの論理構成を修正する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2302 

SPMP2302 

PSMP2402 ２．授業担当教員 青木 正 

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

学外調査 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

きる授業内容とする。 

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

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

「学外調査として、休校期間中に、自分が居住する地域（市区町村）の『子ども家庭』に関する問題や 

課題について調査し、分かったこと、理解したこと、発見したこと等を報告書にまとめる。」 

 

※レポートのタイトルは、自分で考えて表紙に記載すること。 

※レポートは、Ａ４サイズ横書きで３枚とする。 

※調査方法としては、可能な限り学校などの教育機関、児童館などの児童福祉施設、市（区）役所や町（村） 

役場、保健センターなどの機関訪問をする。又は、民生委員・児童委員など地域の「子ども家庭事情」 

に詳しい方から「子ども家庭」に関する話を聴くことが望ましい。子ども家庭福祉に関連する施策に関 

するチラシやパンフレットなども頂き、レポートに添付することが望ましい。 

※提出は、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】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

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

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

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

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

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、社会福祉士国家試験の出題科目であり、履修は受験資格取得において必須条件となっています。

また、資格取得を目指していない学生にとっても、社会福祉のおける中軸の一つをなす科目ですので、真

摯な気持ちで受講して下さい。また学習内容は、私達の日常生活、地域生活に直結しており、社会福祉を

学ぶ者にとっての一般常識的な内容も含まれています。一方で、専門的な固有性をもった内容も含まれて

いるため、積極的な授業への参加が求められます。全出席が基本ですので、体調管理に気を付けて授業に

臨んで下さい。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：授業の概要と進めかた 

事前学習 シラバスを熟読しておく。 

事後学習 
「子育て」と「子育ち」に対するイメージを言語化し、

書き出す。 

第２回 
子どもの権利と人権：今、世界で子どもに何が起き

ているのか 

事前学習 
「人身売買」「子ども兵士」「代理出産」という言葉に

ついて調べておく。 

事後学習 

「子どもの権利条約」を確認し、現代社会における国

や地域での子どもの置かれた立場の違いをまとめて

おく。 



 

 

第３回 
子どもの歴史①：世界史にみる子どもの生活状況

（虐殺・虐待・誘拐等） 

事前学習 

「エリザベス救貧法」「ワークハウス」「子どもの誕

生」「ナチ・ホロコースト」「人身売買」「子ども兵士」

等を調べる。 

事後学習 
「子ども」「青少年」「成人」の定義、世界史に見る子

どもが置かれた状況を考察する。 

第 4回 
子どもの歴史②：日本史にみる子どもの生活状況 

近代以降の子どもの置かれた社会的状況 

事前学習 明治以降の日本の子どもの生活を調べてみよう 

事後学習 昭和時代までの子どもの歴史を考察し、整理する。 

第 5回 現代社会と子ども・家庭 

事前学習 現代の子どもの生活の特徴をチェックする。 

事後学習 
現代までの子どもの置かれた歴史をまとめ、考察す

る 

第 6回 子ども福祉関連法・制度１ 
事前学習 

社会福祉小六法で児童福祉法の概要を読み、児童相

談所に関連する資料を検索しておく 

事後学習 「子どもの貧困」に関する資料を集めて読んでおく 

第 7回 
子ども福祉関連法・制度２ 

児童虐待防止法の変遷と課題 

事前学習 児童虐待について調べてみる 

事後学習 児童虐待防止法と児童福祉法の関連をまとめる 

第 8回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健１：子どもの貧困

の防止、ひとり親家庭の福祉 

事前学習 
子どもの貧困の防止、ひとり親家庭の福祉を読んで、

項目を理解しておく 

事後学習 
子どもの貧困の防止、ひとり親家庭の福祉について

まとめる 

第 9回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健２：保育、地域子

育て支援 

事前学習 保育、地域子育て支援を読んで、項目を理解しておく 

事後学習 保育、地域子育て支援についてまとめる 

第 10回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健３：障害・難病の

ある子どもと家族、非行児童・情緒障害児への支援 

事前学習 
障害・難病のある子どもと家族、非行児童・情緒障害

児への支援を読んで、項目を理解しておく 

事後学習 
障害・難病のある子どもと家族、非行児童・情緒障害

児への支援についてまとめる 

第 11回 
子ども家庭にかかわる福祉・保健４：児童虐待対策、

子どもと家庭にかかわる女性福祉 

事前学習 
児童虐待対策、子どもと家庭にかかわる女性福祉を

読んで、項目を理解しておく 

事後学習 
児童虐待対策、子どもと家庭にかかわる女性福祉に

ついてまとめる 

第 12回 援助活動の実際１ 
事前学習 就学前の子どもの養育制度の概要を調べておく 

事後学習 学生前の子どもの養育困難の支援と効果をまとめる 

第 13回 援助活動の実際２ 
事前学習 社会的養護について事前に自分で概要を調べておく 

事後学習 子ども家庭を対象としたサービスを整理する 

課題研究

1 

 

課題研究テーマ：「日本の古代、中世の子どもの生活」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（1,440字程度） 

実施時期：第 3回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 7回の講義開始時に提出する。 

事後学習：日本の近世以前の子どもの生活の様子を考察する。 

 

課題研究 

2 

 

課題研究テーマ：「子ども家庭福祉とは何か」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（1,440字程度） 

実施時期：第 11回の講義時に課題作成の方法について説明を行う。 

提出期限：第 12回の講義開始時に提出する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
司法・犯罪心理学／犯罪心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3332 

２．授業担当教員 久保 貴 

４．授業形態 
講義、集団討議、グループ研究・同結果のプレゼンテーション、学

生との応答。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

心理学入門／心理学概論などの心理学の基礎的な知識，及び統計学に関する基礎的な知識を有していること

が望ましい。 

７．講義概要 

心理学の立場に依拠しつつ、犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などか

ら探る。生物学的要因として主にロンブローゾの学説やホルモン・神経伝達物質、条件付けとの関連等につ

いて理解し、パーソナリティ要因としては行為障害や人格（パーソナリティ）障害、セルフコントロールと

の関連等について理解する。社会的要因としてはアノミー論や分化的接触理論、社会的絆理論、ラベリング

理論、競争の激化に伴う格差社会の進展やマスコミ報道が及ぼす影響等について考察する。また、具体的犯

罪内容については、暴力犯罪、性犯罪、ＤＶ・ストーキング・虐待、窃盗・強盗・放火などの類型に分けて理

解する。さらに、犯罪捜査や防犯、犯罪者や非行少年の矯正・保護といった処遇システムについても、心理

学のみならず、社会学、司法、精神医学などの立場からの理解を深めながら、犯罪心理学という学問あるい

は心理職がどのような役割を果たせるのか、その可能性について考察する。 

８．学習目標 

１．犯罪や非行の原因を生物学的要因、パーソナリティ要因、社会的要因などから説明することができるよ

うになる。 
２．犯罪の動機・原因を犯罪の類型と関連させながら理解し、説明することができるようになる。 
３．特に、最近の無差別殺人事件や通り魔殺人事件、あるいはストーカー殺人事件に象徴される現代型犯罪

の原因・背景について、受講生自らの事例研究・発表を通し、犯罪心理学の観点から理解し、説明する
ことができるようになる。 

４．犯罪・非行にかかる刑事司法機関、処遇機関の役割・機能について理解し､説明することができるように

なる。 
５．犯罪の未然防止や犯罪者の更生・社会復帰の可能性について理解し、説明することができるようになる。 
６．犯罪に関係する諸科学、諸理論について理解し、説明することができるようになる。 

７．犯罪や非行に関係する職場に就職するための専門的知識を身に付けることができるようになる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイメントとしては、講義前にはテキストの該当箇所を読み、講義後は知識の定着を図るため、再度、
テキストやレジュメに目を通す。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 越智啓太著『Progress & Application 犯罪心理学』サイエンス社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１．授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２．期末試験        総合点の４０％ 

３．課題レポート      総合点の２０％ 

４．日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．常に新聞・テレビ・ネット・雑誌などマスメデイアに関心を寄せ、社会事象である非行や犯罪問題につ

いて、その心理学的背景を考える習慣を身に付けるなど、積極的態度で受講されたい。 
２．授業に集中すること。私語、携帯・スマホ、ゲーム、飲食、中抜け、居眠りなど授業の支障となる行為を

するものは受講を遠慮願いたい。 

13．オフィスアワー 初回授業において周知する。 

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－犯罪とは何か、犯罪と刑罰の歴
史、凶悪犯罪は増えているか 

事前学習 
各受講生１例ずつ最近印象に残った犯罪に

ついて調べる。 

事後学習 
犯罪心理学が取り扱う対象についてまとめ

る。 

第２回 人はなぜ犯罪者になるのか－犯罪の生物学的原因論 

事前学習 
テキスト第１章（pp.1～22）を精読して講義
に臨む。 

事後学習 
犯罪の生物学的原因論について、学んだこと

をまとめる。 

第３回 人はなぜ犯罪者になるのか－犯罪の心理学的原因論 

事前学習 
テキスト第２章（pp.23～44）を精読して講義
に臨む。 

事後学習 
犯罪の心理学的原因論について、学んだこと

をまとめる。 

第４回 人はなぜ犯罪者になるのか－犯罪の社会学的原因論 

事前学習 
テキスト第３章（pp.45～62）を精読して講義

に臨む。 

事後学習 
犯罪の社会学的原因論について、学んだこと

をまとめる。 

第５回 
犯罪の種類と犯罪の心理（１）暴力犯罪（１）殺人、連

続殺人 

事前学習 
テキスト第４章のうち Pp.63～73を精読して
講義に臨む。 

事後学習 
暴力犯罪（殺人、連続殺人）について、学ん

だことをまとめる。 



 

 

第６回 
犯罪の種類と犯罪の心理（２）暴力犯罪（２）大量殺
人、テロリズム 

事前学習 
テキスト第４章のうち Pp.73～84を精読して
講義に臨む。 

事後学習 
暴力犯罪（大量殺人，テロリズム）について、

学んだことをまとめる。 

第７回 犯罪の種類と犯罪の心理（３）性犯罪（１）レイプ 

事前学習 
テキスト第５章のうち Pp.85～94を精読して

講義に臨む。 

事後学習 
性犯罪（レイプ）について、学んだことをま

とめる。 

第８回 
犯罪の種類と犯罪の心理（４）性犯罪（２）子どもに対

する性犯罪 

事前学習 
テキスト第５章のうち Pp.94～102 を精読し
て講義に臨む。 

事後学習 
性犯罪（子どもに対する性犯罪）について、

学んだことをまとめる。 

第９回 犯罪の種類と犯罪の心理（５）ＤＶ、ストーキング 

事前学習 
テキスト第６章のうち Pp.103～115を精読し
て講義に臨む。 

事後学習 
ＤＶ、ストーキングについて、学んだことを

まとめる。 

第１０回 犯罪の種類と犯罪の心理（６）子どもに対する虐待 

事前学習 
テキスト第６章のうち Pp.116～126を精読し

て講義に臨む。 

事後学習 
子どもに対する虐待について、学んだことを

まとめる。 

第１１回 犯罪の種類と犯罪の心理（７）窃盗、強盗 
事前学習 

テキスト第７章のうち Pp.127～140を精読し
て講義に臨む。 

事後学習 窃盗、強盗について、学んだことをまとめる。 

第１２回 
犯罪の種類と犯罪の心理（８）放火、ホワイトカラー犯
罪 

事前学習 
テキスト第７章のうち Pp.140～148を精読し

て講義に臨む。 

事後学習 
放火、ホワイトカラー犯罪について、学んだ

ことをまとめる。 

第１３回 防犯 
事前学習 

テキスト第９章（pp.173～192）を精読して講
義に臨む。 

事後学習 防犯について、学んだことをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第５回～第８回の講義内容を踏まえて、「暴力犯罪の特徴、性犯罪の特徴」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第８回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第９回～第１１回の講義内容を踏まえて、「子どもに対する虐待の特徴、窃盗の特徴」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式 ：Ａ４要旨１枚（１６００字以内） 

実施時期   ：第１１回の授業後に実施する。 

提出期限   ：第１２回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導を行う。 

事後学修   ：添削指導の内容を確認し、教科書等で補完する。 

期末試験 

 

 



 

 

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

３．科目番号 
PSMP3336 

EDPS3307 
２．授業担当教員 石 暁玲 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「発達心理学」・「臨床心理学」など心理や臨床系の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

家族心理学が終了した時点で下記の目標達成をすることが期待されます。 

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

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

家族理解のための理論やキー概念を説明する力、またはそれらを用いて家族実践へつなげる応用力を培うた

めに、課題の提出およびグループ・プレゼンテーションを求める。必要に応じて宿題も提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】平木典子 中釜洋子著『家族の心理―家族への理解を深めるために』サイエンス社。 

【参考書】授業中で随時紹介。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

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

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

自身の家族について理解を深めることも目指しているので、家族のことに真剣に向き合う姿勢が求められま

す。またグループ演習を取り入れて行うので、積極的な参加を期待しています。授業ルールや進め方は初回

授業で説明します。受講者は必ず初回授業に参加してください。 

13．オフィスアワー 第一回目授業中に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、家族とは 

事前学習 教科書を通読しておく。 

事後学習 家族のイメージを作る。 

第２回 健康な家族と家族機能 

事前学習 
前書き～p.26 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 家族機能と円環モデルを理解できるように復習しまとめる。 

第３回 家族システム理論 

事前学習 
pp.99～104 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族システム理論の概要、いくつかのキー概念を理解できる

ように復習しまとめる。 

第４回 家族システム論の観点からみた家族の発達 

事前学習 
pp.104～111を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたと

ころにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族の発達を理解し、ジェノグラムの書き方をできるように

する。 

第５回 家族作りの準備Ⅰ 青年期の発達 

事前学習 
pp.35～51を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 青年期の発達課題を理解できるようにする。 

第６回 家族作りの準備Ⅱ 恋愛と結婚 

事前学習 
pp.51～55、62～64 を読み、重要だと思うところ、疑問に

感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 親密性、結婚前の準備について理解する。 

第７回 夫婦の発達Ⅰ 新婚期の発達 

事前学習 
pp.57～62を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 新婚期の発達課題を理解する。 



 

 

第８回 夫婦の発達Ⅱ 夫婦関係の発達 

事前学習 
pp.64～76を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 夫婦間コミュニケーションの重要性について理解する。 

第９回 育児期の発達Ⅰ 親としての発達 

事前学習 
pp.79～84を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 「親になること」の意味と必要なスキルを理解する。 

第１０回 育児期の発達Ⅱ 育児期の家族発達の課題 

事前学習 
pp.86～94を読み、重要だと思うところ、疑問に感じたとこ

ろにマーカーを引いておく。 

事後学習 育児期の発達課題を理解する。 

第１１回 中年期・老年期の家族の発達 

事前学習 
pp.19,pp.94～96の関連部分を読み、重要だと思うところ、

疑問に感じたところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
親子関係の変化、子どもの巣立ち後の夫婦関係の再編成、家

族のケア機能を理解する。 

第１２回 家族臨床の実際 

事前学習 
pp.125～156 を読み、重要だと思うところ、疑問に感じた

ところにマーカーを引いておく。 

事後学習 
家族臨床とその概要を知る、家族療法の歴史・考え方、技法

を理解する。 

第１３回 全体のまとめ 

事前学習 いままでの内容を総復習し、まとめる。 

事後学習 現代家族の意味、家族の本質を考察する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ: 文化の中での家族の発達という視点から、一つの文献を調べ印刷する。それを熟読した上で文献の主

な内容をほかの人に説明できるようにまとめる。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期:第 7回の授業後に実施する。 

提出期限:第 8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ:これまで学んできた家族の各ライフ・ステージのうち、一つを取り上げてその段階で生じる課題と対応

についてまとめる。 

レポート形式:A4 用紙 1 枚(1,000 字程度) 

実施時期:第 11回の授業後に実施する。 

提出期限:第 12回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　社会福祉法人で心理職としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 社会・集団・家族心理学（社会・集団）／社会心理学 （4 単位） 
３．科目番号 PSMP3336 

２．授業担当教員 丹野 宏昭 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッション･フィールドワークを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

「心理学入門」、「心理学概論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

人は他者と関わり、集団に所属しながら生活している。そして人は、他者や集団や社会から様々な影響を

受けると同時に、自らも対人関係や集団に影響を及ぼしている。社会心理学は、社会学と心理学の境界領域

にあたる学問領域であり、人と他者・集団との関係の中で、人の態度や認知に表れるさまざまな変化を明ら

かにすることを主なねらいとしている。 
本科目では、社会心理学の主要な研究分野である自己、対人認知、対人関係、集団等の心理について、基

礎的な知見を学習するとともに、現代社会における諸現象について、社会心理学的視点から読み解いていく。 

８．学習目標 
1. 心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになる。 

2. 社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになる。 

3. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

事前に次週のトピックに関する問題を設ける。 

それについて検討しておくことをアサイメントとする。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】特に指定しない。 
【参考書】松井豊(監修)『対人関係を読み解く心理学 データ化が照らし出す社会現象』サイエンス社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになったか。 
2.社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになったか。 
3.日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになったか。 
○評定の方法 
学則で決められた単位取得の条件（3/4 以上の出席）を満たしていることを前提として、授業態度点（ディス

カッションへの参加状況、遅刻欠席居眠り私語の状況）30％、小テスト・課題レポート・期末テスト 70％の

合計得点により、成績を評価する。 
12．受講生への 

メッセージ 
講義の最初に小テストを頻繁に行うため、出席前に前回講義の復習をしておくことを推奨する。 

講義内容の詳細については初回講義にて説明するので、必ず出席すること。 

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 ガイダンス：社会心理学とは 
事前学習 心理学概論・入門の内容の復習 

事後学習 社会心理学の位置づけの確認 

第２回 社会心理学の研究方法と研究領域 
事前学習 心理学概論・入門の内容の復習 

事後学習 社会心理学の位置づけの確認 

第３回 集団と個人 

事前学習 身の回りの集団現象について想定 

事後学習 
再度、身の回り集団について、社会心理学的に考

察 

第４回 集団の種類と特性 
事前学習 想定した集団特性について整理 

事後学習 集団現象について再考し、小テストに備えること 

第５回 集団の中での課題遂行 
事前学習 所属する集団の役割について想定 

事後学習 所属集団の役割について、社会心理学的に再考察 

第６回 集団による問題解決 

事前学習 集団の問題発生時の解決方法を想定しておく 

事後学習 
集団内過程に関して再考し、小テストに備えるこ

と 

第７回 集団による意思決定 

事前学習 集団意思決定時の様子を想定 

事後学習 
実際に集団意思決定を実施したときの状況につい

て再考察 

第８回 集団の影響過程 

事前学習 所属集団が個人にどのような影響を与えているか
を想定 

事後学習 
集団内過程に関して再考し、小テストに備えるこ

と 

第９回 集団間葛藤 
事前学習 集団間で生じる葛藤状況について想定 

事後学習 実際の集団間葛藤時の対策を検討 

第１０回 集団に関するワーク 
事前学習 これまでの集団理論について復習しておくこと 

事後学習 集団と個人の関連について再考察する 

第１１回 対人関係の諸理論 

事前学習 身の回りの対人関係を想定して整理 

事後学習 
想定した対人関係について社会心理学的に再考察

する 

第１２回 発達にともなう親密関係の変化 

事前学習 これまでの人生における対人関係を振り返る 

事後学習 
人生における対人関係の変化を再考し、小テスト

に備える 



 

 

第１３回 親密化と段階理論 
事前学習 他者との関係形成について再考 

事後学習 親密化過程の社会心理学的理論について整理する 

第１４回 対人魅力 

事前学習 実際の社会で一般的な対人魅力のあり方について
想定 

事後学習 
親密関係の様相について再考し、小テストに備え

る 

第１５回 友人関係 

事前学習 身の回りの友人関係を想定して整理 

事後学習 
想定した友人関係について社会心理学的に再考察

する 

第１６回 恋愛関係 

事前学習 身の回りの恋愛関係を想定して整理 

事後学習 
想定した恋愛関係について社会心理学的に再考察
する 

第１７回 ソーシャルネットワーク 

事前学習 自分の所属するネットワークを想定する 

事後学習 
ネットワークの種類や役割について社会心理学的
に考察する 

第１８回 対人関係に関するワーク 
事前学習 これまでの対人関係理論について復習しておく 

事後学習 再度、対人関係理論を整理する 

第１９回 情報処理と認知 

事前学習 実際の社会的情報のあり方を想定する 

事後学習 
情報処理に関するメカニズムを社会心理学的に考
察する 

第２０回 社会的認知と説得 
事前学習 現実場面での説得手法をまとめる 

事後学習 説得技法の社会心理学的知見を再考する 

第２１回 マスコミュニケーション 
事前学習 マスコミの情報について、いくつか調べておく 

事後学習 マスコミの影響過程について再考しまとめる 

第２２回 流言 
事前学習 実際に生じた流言騒動について調べておく 

事後学習 流言の過程について再考しまとめる 

第２３回 組織とコミュニケーション 

事前学習 フォーマルな組織における特性について想定する 

事後学習 
組織内のコミュニケーション形態について社会心
理学的に考察する 

第２４回 リーダーシップ 

事前学習 リーダーシップの要素を想定する 

事後学習 
再度、社会心理学的知見にもとづき、リーダーシ
ップの要件を考察する 

第２５回 総括 集団と個人 
事前学習 これまでの講義内容を復習しておく 

事後学習 期末テストに備える 

第２６回 総括 社会と個人 
事前学習 これまでの講義内容を復習しておく 

事後学習 期末テストに備える 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第 3 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、「集団心理学」の研究についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 
実施時期：夏期休校前を予定している。 
提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第 11 回～第 14 回の講義内容を踏まえて、「対人関係の親密化」の論文についてレポートにまとめ

なさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 
実施時期：夏期休校期間を予定している。 
提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
3 

課題研究テーマ：第 15 回～第 18 回の講義内容を踏まえて、「集団心理学」の論文についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 
実施時期：夏季休校期間を予定している 
提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
4 

課題研究テーマ：これまでの講義内容を踏まえて、「現実社会と心理学の関連」についてレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度） 
実施時期：第 24 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 25 回の授業開始時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

期末試験 
 



 

 

１．科目名（単位数） 社会・集団・家族心理学（社会・集団）／社会心理学（4 単位） 

３．科目番号 
SPMP2113 

PSMP2113 
２．授業担当教員 新井 洋輔 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッション･フィールドワークを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」「心理学概論」を履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

人は他者と関わり、集団に所属しながら生活している。そして人は、他者や集団や社会から様々な影響

を受けると同時に、自らも対人関係や集団に影響を及ぼしている。社会心理学は、社会学と心理学の境界

領域にあたる学問領域であり、人と他者・集団との関係の中で、人の態度や認知に表れるさまざまな変化

を明らかにすることを主なねらいとしている。 

本科目では、社会心理学の主要な研究分野である自己、対人認知、対人関係、集団等の心理について、

基礎的な知見を学習するとともに、現代社会における諸現象について、社会心理学的視点から読み解いて

いく。 

８．学習目標 

1. 心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになる。 

2. 社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになる。 

3. 日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及び 

レポート課題 

予習課題や探求的な課題に積極的に取り組み、主体的な学習によって理解を確かにすると共に問題解決

力を培うように努めること。詳細は講義の中で指示する。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】吉田俊和・元吉忠寛『体験で学ぶ社会心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】山田一成・結城雅樹・北村英哉『よくわかる社会心理学』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学における社会心理学の位置づけについて理解し、説明することができるようになったか。 

2.社会心理学における主要トピックスの要点を理解し、説明することができるようになったか。 

3.日常生活や社会現象について、社会心理学で提唱されている理論を用いて考察できるようになったか。 

○評定の方法 

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

スカッションへの参加状況、遅刻欠席居眠り私語の状況）30％、小テスト・課題レポート・期末テスト 70％

の合計得点により、成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義の受講に関する取り決めを行いますので、第一回の講義には必ず出席してください。 

社会心理学は、これまでに蓄積されてきた研究知見を、日常生活や社会活動に直接応用しやすい分野で

す。講義の内容から、自分自身や周囲の人々を理解し、今後の社会生活や問題解決の糸口を探す視点を獲

得できるよう、積極的に取り組んでください。 

内容に関する疑問については、質問を歓迎します。わからない点は放置せず、積極的に質問してくださ

い。皆さんの理解度やワークの進捗状況に応じて、講義内容を変更する場合もあります。教科書のワーク

と受講態度・毎回の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、欠席・遅刻・早退、教科書の不携帯は減点の対象となります。 

13．オフィスアワー 
授業内で提示する。授業時間外での質問・相談を希望する場合は、yoarai@ed.tokyo-fukushi.ac.jp宛に、

一週間前までに「授業名・クラス・学籍番号・質問の概要」を記載したメールで予約をとること。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス：社会心理学とは 
事前学習 心理学概論・入門の内容の復習。 

事後学習 社会心理学の位置づけの確認。 

第２回 社会心理学の研究方法と研究領域 
事前学習 心理学概論・入門の内容の復習。 

事後学習 社会心理学の位置づけの確認。 

第３回 自己 
事前学習 自己概念に関する心理学入門の復習。 

事後学習 20答法に関する内観と考察。 

第４回 自己 
事前学習 

他者と関わるときの自分のクセについて考えてお

く。 

事後学習 自己呈示と印象形成についてまとめる。 

第５回 対人認知 
事前学習 

初対面場面で自分は他者のどの側面に注目しやす
いか考えておく。 

事後学習 印象形成研究の知見をまとめる。 

第６回 ステレオタイプ１：ジェンダーステレオタイプ 
事前学習 

「ＡＢ型の人」「弁護士」に対して持っている
イメージを文章化しておく。 

事後学習 自分のジェンダーステレオタイプを内観。 

第７回 ステレオタイプ２：職業ステレオタイプ 
事前学習 職業ステレオタイプに関するワークの準備。 

事後学習 職業ステレオタイプの強い職業について考察。 

第８回 ステレオタイプ３：維持メカニズム 
事前学習 血液型ステレオタイプについて内観。 

事後学習 維持メカニズムについて整理。 

第９回 判断と意思決定１：フレーミング効果 
事前学習 教科書p.35のワークに取り組む。 

事後学習 自作したフレーミング問題の精度を上げる。 

  



 

 

第１０回 判断と意思決定２：アンカリング効果 
事前学習 意思決定の操作について考察。 

事後学習 セールスにおけるアンカリングについて考察。 

第１１回 原因帰属 
事前学習 原因を推論するクセについて考察。 

事後学習 ANOVA モデルについて整理。 

第１２回 自己奉仕的バイアス 
事前学習 教科書p.22の課題に取り組む。 

事後学習 自分の自己高揚・防衛的バイアスについて考察。 

第１３回 人間関係１：対人魅力 
事前学習 心理学入門における対人魅力と親密化を復習。 

事後学習 態度の類似性の効果について整理。 

第１４回 人間関係２：親密化過程と対人葛藤 
事前学習 意見の対立時の自分の行動傾向を内観。 

事後学習 対人葛藤方略のモデルに基づいて再考。 

第１５回 ストレスコーピング 
事前学習 自分のストレス対処方略を列挙。 

事後学習 自分のストレス対処について社会心理学的に考察。 

第１６回 ソーシャル・サポート 
事前学習 自分の利用できるソーシャル・サポートを列挙。 

事後学習 社会的排斥の影響について考察。 

第１７回 自尊心と幸福感１ 
事前学習 直近の社会的排斥・拒絶の経験を想起。 

事後学習 p.81のワークを完成させる。 

第１８回 自尊心と幸福感２ 
事前学習 状態自尊感情と受容・称賛の関係を整理。 

事後学習 講義内のワークを踏まえて状態自尊感情を測定。 

第１９回 対人コミュニケーション 
事前学習 自分が人の話を聞くときの心がけをまとめる。 

事後学習 聴くスキルを踏まえて予習内容を再考。 

第２０回 ノンバーバル・コミュニケーション 
事前学習 p.117の課題に取り組んでおく。 

事後学習 課題２の問題を新たに作成して実践する。 

第２１回 同調 
事前学習 人に合わせなければならない場面について想定。 

事後学習 同調に影響する要因について考察。 

第２２回 権威への服従 
事前学習 p.85の実験で、どこまで押されたかを想定。 

事後学習 ビデオ内容を踏まえて結果を予想。 

第２３回 フォールス・コンセンサス 
事前学習 p.90の結果を予想する。 

事後学習 想定と実際の結果について考察する。 

第２４回 責任の分散と傍観者効果 
事前学習 p.106の事件に類似した日本の事件を調べる。 

事後学習 自分が支援要請する際の方略を考察。 

第２５回 集団アイデンティティ 
事前学習 20答法における集団への言及を整理。 

事後学習 自分の集団アイデンティティについて考察。 

第２６回 リーダーシップ 
事前学習 「良いリーダーの条件」をまとめておく。 

事後学習 PM 理論に基づいて考察。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第４回までの内容を踏まえて、自身の自己概念や自尊心の源泉がどこにあるかを考察し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第４回の授業後に実施する。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

事後学習：自尊心が向上する活動（あくまで自分で行える活動）があるとすれば何かを検討する。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第５回～８回の内容を踏まえて、自身のステレオタイプのうち強固なものを内省し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

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：ステレオタイプ的処理を回避するための方略を検討する。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第１９回第２０回の内容を踏まえて、自身の対人コミュニケーションのクセを内省し、まとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第２０回の授業後に実施する。 

提出期限：第２１回の授業開始時に提出する。 

事後学習：自身の対人コミュニケーションの特徴を整理し、苦手な点を向上するための方略を吟味する。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第２１回～第２４回までの内容を踏まえて、集団内での適切な行動選択に必要な要素をまとめる。 

レポート形式：Ａ４用紙１枚（1440 字程度） 

実施時期：第２４回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。 

事後学習：自身のレポートの内容と集団心理の知見における効果の“影響の強さ”を吟味し、有効性を再検討する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1113 

GELA1334 

GELA1313 ２．授業担当教員 若狭 清紀 

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 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ
ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中

で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう

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

要となるのである。 

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

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

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

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

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

 毎回の授業の学習の記録を、指定する書式で提出してもらう。 

 夏休みまたは冬休み前に、「自分の生活史、生活経験に関して、いくつかのテーマを設定して、教科書の

記述と関連させながら社会学的に考察しなさい。」という設題のレポートを提出してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

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

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

社会学が扱う「社会」は、常に変化している。授業の中でも最新の動向を紹介するが、ぜひ日頃から新聞

や雑誌を読む習慣をつけてほしい。 

授業中は私語をしない、携帯電話を鳴らさないなどの基本的なマナーを守るように努めてもらいたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション：社会とは何か、社会学と

は何か 

事前学習 
シラバスに目を通しておき、授業時に持って来ること。

教科書 pp.2～3の 21行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第２回 
社会システム ～社会システムとは、社会シス

テムの構造と機能、規範 

事前学習 
教科書 p.14 の 3段落目まで、pp.16 の最終段落～17の

５段落目、pp.19 の 2段落目～20の１行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第３回 社会変動 ～社会変動とは何か、近代化 
事前学習 教科書 pp.58～62の 5行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第４回 人口変動とその影響 ～少子化、高齢化 
事前学習 

教科書 pp.76～80 の 2 段落目、pp.82 の 3 段落目～83

の 8行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第５回 
生活の捉え方 ～ライフサイクル、ライフコー

ス、生活の質 

事前学習 
教科書 pp.95 の 3段落目～96 の 2 段落目、pp.99 の下

から 9行目～104を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第６回 家族（１） ～家族と世帯 
事前学習 教科書 pp.105～108の 4段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第７回 家族（２） ～家族の機能、家族の変容 
事前学習 

教科書 pp.108 の最終行～109、pp.112 の 4段落目～116

の 4段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第８回 地域 ～地域・コミュニティの概念、都市化 
事前学習 

教科書 pp.120～124の２段落目、pp.126の最終行～127

の 3段落目を読む 

事後学習 学習記録への記入 

第９回 
社会関係 ～社会的行為、社会的役割、社会的

ジレンマ 

事前学習 

教科書 pp.145の下から 8行目～146、pp.151～152の 3行

目、pp.153の最終行～155の 4の前、p.176の下から 6行

目まで、p.183の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

  



 

 

第１０回 社会集団と組織 ～集団の概念・類型、官僚制 
事前学習 

教科書 pp.164の下から 2行目～169の 4段落目、pp.170

の最終段落～171の 2段落目、pp.172 の最終段落～173

の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～中間集団の解

体、社会関係資本 

事前学習 
教科書 pp.187～188の下から６行目、pp.189 の下から

4行目～191の 1行目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１２回 
社会病理と逸脱 ～文化学習理論、社会緊張理

論、機会構造論、ラベリング理論 

事前学習 教科書 pp.200～207の２段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

第１３回 社会問題① ～貧困、ワーキングプア 
事前学習 

教科書 pp.211～215 の 4 行目、pp.53 の最終段落～54

の 2段落目を読む。 

事後学習 学習記録への記入 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書 pp.215 の 2 段落目～220 の 3 段落目を読み、「非行・いじめ・ハラスメント・ひきこもり」に

ついて、教科書の内容と自分が考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000 字程度） 

実施時期：授業開始後に決定する。 

提出期限：夏休み前の最終授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：教科書 pp. 220 の４段落目～224を読み、「ＤＶ・児童虐待・高齢者虐待」について、教科書の内容と

自分が考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（1,000 字程度） 

実施時期：授業開始後に決定する。 

提出期限：夏休み前の最終授業時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13 回授業終了後に教室で

行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
社会教育課題研究 （4単位） 

３．科目番号 SSMP4304 

２．授業担当教員 川野 佐一郎 

４．授業形態 
学生各人が研究課題を設定し、グループ討議等により調査研究を 

行いながら論文をまとめる。 
５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生涯学習時代を迎え、学校以外の場である家庭や職場、地域等において様々な学習活動が展開されている。

これらの学習活動への支援は、社会教育としてとらえられる。 

ところで、学生は３年次にソーシャルワーク実習、精神保健福祉援助実習、保育実習）を行っている。こ

れら実習先等の施設においても人々は学習活動を展開しており、この学習活動も社会教育の範疇にある。ま

た、現代社会の諸問題に向き合い、持続可能な社会づくりを志向する社会教育実践は、実習で経験してきた

ソーシャルワーク等に関連するテーマはもとより、その領域は多岐にわたる。授業では、そうした自らの体

験と各地の実践事例を意識し、受講者主体の社会教育講座を実際に企画運営する技能を修得し、学習活動支

援（社会教育）上の問題・課題を研究・討議し、社会教育推進方策を策定する。 

８．学習目標 

次の目標の達成に努める。 

① 学校以外のあらゆる場で展開されている様々な学習活動についての知識を身につける。 

② その学習活動を支援するのが社会教育であることを理解し、説明することができる。 

③ 特に実習先等の施設における人々の学習支援活動（社会教育）の状況を把握するとともに、学習活動

支援の問題・課題を的確にとらえ説明することができる。 

④ その問題・課題について研究・協議し、社会教育推進方策を策定することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

① わが国社会教育の歴史を時代区分とともに的確にとらえ、その変遷について理解する。 

② 社会教育事業の企画・立案・運営・実施・評価に関わる基礎的・技術的な方法を取得する。 

③ 各自の問題関心・学習課題に即して地域社会での社会教育実践をいかに効率よく進めるか、グループワ
ークによって身につける。 

10．教科書・参考
書・教材 

【教科書】千野陽一監修『現代日本の社会教育』エイデル研究所、2015。 

【参考書】廣瀬隆人ほか著『生涯学習支援のための参加型学習のすすめ方』ぎょうせい、2004。 

片野親義『公民館職員の仕事－地域の未来づくりと公民館の役割』（ひとなる書房）2015。 

【教材】プリント資料（必要に応じ作成し授業時に配布）。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会教育に関する理念・社会的役割について理解し、具体的に説明できる力を身につけたか。（知識・理

解） 

２．社会教育に関する現代的課題について自ら主体的に研究し、対象者に合わせて、適切なテーマを設定し

た上で学習講座等を企画・開催できる力を身につけたか。（思考力・判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢                    総合点の３０％ 

２．授業内での課題提出（課題レポート・企画書作成等）      総合点の４０％ 

３．期末レポート（研究成果発表含む）              総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業内の相互学習を踏まえ、可能な限り、社会教育実践の現場に足を運び、住民・社会教育職員とともに
学習を深めていく機会をつくるようアドバイスする。理論的な学習とともに、実際の社会教育活動から得ら

れる多くのヒントは貴重なものである。即戦力として必要な知識と技術的な力量を高めてほしい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間ほか 

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（授業のねらいと進め方につい
て） 
―学習者の学習動機、要求課題と必要課題― 

事前学習 シラバスの内容について理解する。 

事後学習 
学習者が発する要求課題と学習支援者による必要課題を整
理する。 

第 2回 
社会教育の理念と法制度 
―社会教育の枠組み、領域の基本的理解― 

事前学習 社会教育法の成立過程と目的を調べる。 

事後学習 社会教育の理念を背景とする法制度を整理し、まとめる。 

第 3回 
市民の自主的な学習活動の促進 
―自己教育、相互教育としての社会教育― 

事前学習 学校教育との相違点を調べる。 

事後学習 おとなが学ぶ意味について、その特質をとらえ理解する。 

第 4回 ノンフォーマル教育の可能性 

事前学習 地域における多様な学びの場・機会を考える。 

事後学習 ノンフォーマル教育とは何か、その特色について理解する。 

第 5回 社会教育施設の現状と課題 

事前学習 
社会教育施設の置かれた現状をとらえ、機能とあり方につ
いて調べる。 

事後学習 
市民の自主的な学びの場である社会教育施設の役割は何か
を考える。 

第 6回 社会教育主事など学習支援者の専門性 

事前学習 
社会教育における専門職の持つべき資質、能力について調
べる。 

事後学習 
学習支援者に期待されている専門性とは何かについて整理
し、まとめる。 

  



 

 

 

第 7回 
わが国社会教育の歴史研究（１） 
―『現代日本の社会教育』第１章― 

事前学習 
第 1章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.23～45  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 8回 
わが国社会教育の歴史研究（２） 
―『現代日本の社会教育』第２章― 

事前学習 
第２章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.47～76  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 9回 
わが国社会教育の歴史研究（３） 
―『現代日本の社会教育』第３章― 

事前学習 
第３章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.77～106  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 10回 
わが国社会教育の歴史研究（４） 
―『現代日本の社会教育』第４章― 

事前学習 
第４章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.107～140  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 11回 
わが国社会教育の歴史研究（５） 
―『現代日本の社会教育』第５章― 

事前学習 
第５章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.141～173 

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 12回 
わが国社会教育の歴史研究（６） 
―『現代日本の社会教育』第６章― 

事前学習 
第６章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.175～207  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 13回 
わが国社会教育の歴史研究（７） 
―『現代日本の社会教育』第７章― 

事前学習 
第７章の主要な視点はなにか、特に重要な記述について調
べる。pp.209～268  

事後学習 時代的な背景と歴史的な経過について整理し、まとめる。 

第 14回 
学習支援と参加型学習 
―調査、実習における研究・発表の方法、内
容を決定― 

事前学習 
各地の社会教育現場を訪問して調査、実習するポイントに
ついて理解する。 

事後学習 
調査、実習した成果をどのようにまとめるか理解したうえ
で、自らのテーマ・課題を設定し、28～29 回目に研究成果
を発表する。 

第 15回 
文献研究『参加型学習のすすめ方』（１） 
―学習プログラムのデザイン― 

事前学習 
参加型学習のすすめ方、とりわけ学習プログラムの作成に
ついて調査する。pp.4～43  

事後学習 
実際に学習プログラムをどのように作成するか、その原則
について整理し、まとめる。 

第 16回 
文献研究『参加型学習のすすめ方』（２） 
―参加型学習の手法― 

事前学習 
参加型学習のすすめ方、とりわけ多様な手法について調査
する。pp.46～91  

事後学習 
多種多様にある参加型学習の手法について整理し、まとめ
る。 

第 17回 
文献研究『参加型学習のすすめ方』（３） 
―参加型から参画型へ― 

事前学習 
参加型学習から積極的な企画立案を促す参画型について調
べる。pp.94～112 

事後学習 参加型から参画型への意義について理解し、まとめる。 

第 18回 
社会教育事業Ⅰ「学習プログラムの実際①」 
―グループワーク：学習プログラムの企画・
立案・実施・評価― 

事前学習 
具体的な社会教育事業として学習プログラムの作成に向け
てグループワークを実施する。 

事後学習 
学習者の学習動機に基づいた学習プログラム作成の要点に
ついて理解する。 

第 19回 
社会教育事業Ⅰ「学習プログラムの実際②」 
―グループワーク：学習プログラムの企画・
立案・実施・評価― 

事前学習 
具体的な社会教育事業として学習プログラムの作成に向け
てグループワークを実施する。 

事後学習 
学習者の学習動機に基づいた学習プログラム作成の要点に
ついて理解する。 

第 20回 
社会教育事業Ⅰ「学習プログラムの実際③」 
―グループ発表：学習プログラムの成果― 

事前学習 
具体的な社会教育事業として学習プログラムの成果をグル
ープ発表する。 

事後学習 
学習者の学習動機に基づいた学習プログラム作成の成果を
グループ発表する 

第 21回 
社会教育事業Ⅱ「ワークショップの実際①」 
―ワークショップの実施、展開― 

事前学習 
学習者の合意を得ながら社会教育事業を進めるためのワー
クショップを実施する。 

事後学習 
学習者の合意を得て社会教育事業を進めるためのワークシ
ョップの要点について理解する。 

第 22回 
社会教育事業Ⅱ「ワークショップの実際②」 
―ワークショップの実施、展開― 

事前学習 
学習者の合意を得ながら社会教育事業を進めるためのワー
クショップを実施する。 

事後学習 
学習者の合意を得て社会教育事業を進めるためのワークシ
ョップの要点について理解する。 

第 23回 
社会教育事業Ⅱ「ワークショップの実際③」 
―グループ発表：ワークショップの成果― 

事前学習 
学習者の合意を得て社会教育事業を進めるためのワークシ
ョップの成果をグループ発表する。 

事後学習 
学習者の合意を得て社会教育事業を進めるためのワークシ
ョップの研究成果を発表する。 

第 24回 
社会教育事業Ⅲ「ディベートの実際①」 
―ディベートの実施、展開― 
 

事前学習 
学習者の立場を尊重し理解を得る手法としてディベートを
実施する。 

事後学習 
学習者の立場を尊重し理解を得る手法としてディベートの
要点をまとめる。 

第 25回 
社会教育事業Ⅲ「ディベートの実際③」 
―グループ発表：ディベートの実施、展開― 
 

事前学習 
学習者の立場を尊重し理解を得る手法としてディベートの
成果をグループ発表する。 

事後学習 
学習者の立場を尊重し理解を得る手法としてディベートの
成果を発表する。 

  



 

 

第 26回 
学習支援と参加型学習 
―調査、実習した研究成果の発表― 
 

事前学習 
各地の社会教育現場を訪問して調査、実習した研究成果を
整理し、まとめる。 

事後学習 
各地の社会教育現場を訪問して調査、実習した研究成果を
まとめ発表する。 

課題研究
１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「社会教育施設で働く専門職員等、学習支援者の役割」につい
て、実際に見学するための下調べや準備をする。 
実施時期：第 6回の授業後に実施する。 
見学先の下調べ：居住する近くの社会教育施設について下調べをしてメール等で報告・相談にのる。 
実施時期：第 6回の授業終了後、各自計画をたてる。 
事後学習：レポート作成の論点整理と個別指導・質疑応答・意見交換をする。 

課題研究
２ 

課題研究テーマ：課題研究１のテーマに基づき、施設見学後のレポートを作成する。 
レポート形式：A4 用紙 2枚程度（2000字程度）。 
提出期限：第 6回の授業後に説明する。 
事後学習：レポートの内容について添削指導・質疑応答・意見交換をする。 

課題研究 
3 

課題研究テーマ：第 20 回～第 28 回の授業内容を踏まえて、「社会教育事業の実際」として行った学習プログラム、ワ
ークショップ、ディベートについてまとめる。 
実施時期：第 28回の授業後に実施する。 
まとめ方：レポート（授業報告、ふり返りなど）作成要領について説明する。 
実施時期：第 28回の授業終了後、提出期限など説明する。 
事後学習：レポート作成の論点整理と個別指導・質疑応答・意見交換をする。 

課題研究 
4 

課題研究テーマ：課題研究 3のテーマに基づき、実際に行なった事業について振り返りのためのレポートを作成する。
2 
レポート形式：A4 用紙 2枚程度（2000字程度）。 
提出期限：第 28回の授業後に説明する。 
事後学習：レポートの内容について添削指導・質疑応答・意見交換をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉運営管理論 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP4102 

SCMP4302 

SBMP4102 

PSMP4402 
２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

・福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、 

自治会など）について理解する。 
・福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。 
・福祉サービスの経営と管理運営について理解する。 

８．学習目標 

・福祉サービスにおける組織と経営の概要について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスに係る組織や団体の役割や税制等について理解し、説明することができる。 
・福祉サービスの組織、経営、集団の力学、リーダーシップ等に関する基礎理論について理解し、説明す

ることができる。 
・福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理、人事・労務管理、会計・財務管理、情報管理）につい
て理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

A4用紙1枚、1000～1500字程度のものを1回課す予定。内容については授業内で周知する。 

（前年度例：社会福祉法人経営の現状と課題について。） 

参考図書を含め、関係図書を数多く読むこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座 第 11巻 福祉サービスの組織と経営』、中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来的には、自らが福祉サービス経営・管理を行うという感覚で授業に臨んでください。 

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 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 1章第 1・2

節オリエンテーション（シラバスの説明・講義の進

め方等）、最近の福祉サービスの動向について学ぶ。 

事前学習 
社会福祉法、教科書第 1章第 1・2節を読み、福祉

サービスの概念を調べる。 

事後学習 
「市場」と「準市場（社会市場）」をまとめる。福祉サ

ービス提供主体者の経営倫理をまとめる。 

第２回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 2章第 1・2

節福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人制

度）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 2章第 1・2節を読み、法人とは何か、法

人の統治（ガバナンス）、法令遵守とは何かを調べ

る。 

事後学習 
社会福法人の定義、社会福祉法人に求められる役

割など、基本的性格をまとめる。（練習問題） 

第３回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 2章第 3・4

節福祉サービスに係る組織や団体（特定非営利活動

法人制度、その他の団体）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 2章第 3・4節を読み、特定非営利活動促

進法、ＮＰＯ法人の定義と活動の範囲について調

べる。 

事後学習 
特定非営利活動法人の課題について、教科書ｐ52

を参考にしてまとめる。（練習問題） 

第４回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 1・2

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（経営

に関する基礎理論）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 3章第 1・2節を読み、戦略と戦術につい

て基礎概念を調べる。 

事後学習 

福祉サービスにおける経営戦略策定についてまと

める。コトラーの戦略についてまとめる。（練習問

題） 

第５回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 3・4

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（組織

に関する基礎理論・管理運営に関する基礎理論）に

ついて学ぶ。 

事前学習 

教科書第 3 章第 3 節を読み、コンティンジェンシ

ー理論を調べ、福祉サービス組織の概念について

考える。 

事後学習 
福祉サービスにおける管理の手法についてまとめ

る。（ＰＤＣＡサイクル）（練習問題） 

第６回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 3章第 5・6

節福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論（リー

ダーシップに関する基礎理論等）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 3章第 5・6節を読み、バーナードの公式

組織の理論について調べる。 

事後学習 
福祉サービス組織におけるリーダーシップのあり

方についてまとめる。（練習問題） 



 

 

第７回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 1節 

福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理（サ

ービスマネジメント）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4 章第 1 節を読み、サービスマネジメン

トの対象領域について調べる。 

事後学習 
サービスの品質の規定要素としての三つのＰにつ

いてまとめる。（練習問題） 

第８回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 2節 

福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理（サ

ービスの質の評価）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4章第 2節を読み、「福祉サービスの質の

向上に関する基本指針」ついて調べる。 

事後学習 
福祉サービス第三者評価の今後の課題についてま

とめる。（練習問題） 

第９回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 4章第 3・4

節福祉サービスの管理運営の方法①サービス管理

（苦情対応、リスクマネジメントの方法等）につい

て学ぶ。 

事前学習 
教科書第 4章第 3・4節を読み、リスクマネジメン

トについて調べる。 

事後学習 
ハインリッヒの法則・リーズンの軌道モデルにつ

いてまとめる。（練習問題） 

第１０回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 5章第 1節 

福祉サービスの管理運営の方法②人事管理と労務

管理（人事管理）について学ぶ。 

事前学習 

教科書第 5章第 1節を読み、マズローの五段階論・

マクレガーのＸ理論とＹ理論について調べる。（練

習問題） 

事後学習 
人材の評価（人事考課）についてまとめる。（練習

問題） 

第１１回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 5章第 2節 

福祉サービスの管理運営の方法②人事管理と労務

管理（労務管理・人材育成）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 5章第 2節を読み、労務管理とは何か、そ

の概要について調べる。 

事後学習 
平成 19 年の社会福祉事業における、「新人材確保

指針」についてまとめる。（練習問題） 

第１２回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 6章 

福祉サービスの管理運営の方法③会計管理と財務

管理（社会福祉法人の経営と財務管理）について学

ぶ。 

事前学習 
教科書第 6章を読み、ランニングコスト・イニシャ

ルコストについて調べる。 

事後学習 
社会福祉法人の財務管理の特殊性についてまとめ

る。（練習問題） 

第１３回 

教科書『福祉サービスの組織と経営』第 7章 1～7節

福祉サービスの管理運営の方法④情報管理と戦略

的広報（高度情報社会の進展と福祉サービス・個人

情報保護と情報開示）について学ぶ。 

事前学習 
教科書第 7章 1～7節を読み、高度情報社会の問題

点・個人情報の定義について調べる。 

事後学習 

公益通報者保護法について、制度創設の背景、目

的、事業者ガイドラインについてまとめる。（練習

問題） 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第4回～第5回の講義内容を踏まえて、「組織構造と組織原則」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第5回の授業後に実施する。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第9 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第7回～第9回の講義内容を踏まえて、「福祉サービスのリスクとリスクマネジメント」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第5回の授業後に実施する。 

提出期限：第6回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第8回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
GECD3221 

GECD3421 
２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として地域や施設で福祉の向上のために

活躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、過去問題を使

用した演習を徹底して行います。その中で、試験に合格するための知識を定着させ、合格へと導いていき

ます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 

（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 

（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基

礎的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となる

ものですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見

直し、同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験（共通科目・専門科目）では、本番の試験の合格基準に従って、 

① 全体の60％以上の得点がある。 

② 全ての科目で得点がある（0点科目がない）。ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務付けます。） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】『社会福祉士国家試験過去問解説集 2021』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

･毎回の授業で実施する確認小テスト 50％ 

･学期末試験（共通科目・専門科目） 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 

（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい
て理解する）【福祉行財政と福祉計画①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【人体の構造と機能及び疾病】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１２回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１３回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究

1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を

赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかってい

ます。本講義を受講する学生は、1問 1問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更することが

あります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム】【現代社会と福祉①】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 【現代社会と福祉②】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度】【人体の構造

と機能及び疾病】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【心理学理論と心理的支援】【障害者に対する支援と障

害者自立支援制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 【保健医療サービス】【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【社会調査の基礎】【相談援助の基盤と専門職】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 【相談援助の理論と方法】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【福祉サービスの組織と経営】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【高齢者に対する支援と介護保険制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【就労支援サービス】【更生保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究
１ 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 

２ 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECD4221 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ますます複雑、多様化する福祉ニーズに対応し、福祉の専門家として施設や地域で福祉の向上のために活
躍するためには、まず社会福祉士の資格を取得することが求められます。この講義では、社会福祉士養成演
習Ⅰで身に着けた基本的知識の定着を図るとともに、実際の試験に対応できる応用力を身につけていきます。

過去の試験において出題が多くみられる項目を中心について問題演習を行い、最新の福祉の動向も踏まえな
がら、社会福祉士国家試験合格に必要な力を養成していきます。 

８．学習目標 

 社会福祉士の国家試験に合格するためには、次のような基準を満たすことが必要になります。 
（Ⅰ）問題の総得点の6割程度以上の得点があること。 
（Ⅱ）受験で課されるすべての科目において得点があること（1科目でも0点を取ると不合格になる） 

これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎
的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストは皆さんの学習の形成的評価となるもの
ですから、確実に得点できるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して見直し、

同じ間違いを繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 
『2020社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。（3年生の養成演習Ⅰで購入したテキストです。3年次に

養成演習Ⅰを受講していなかった学生は、事前に購入しておくこと） 
『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2021』、中央法規。（秋期の開始時に購入します） 
【参考文献】 

『2021 社会福祉士国家試験過去問題集』中央法規。 
『社会福祉士国家試験模擬問題集 2021』中央法規。 
『社会福祉士・精神保健福祉士受験ワークブック 共通科目編 2021』中央法規。 

『社会福祉士受験ワークブック 専門科目編 2021』中央法規。  
『社会福祉士の合格教科書 2021』医学評論社。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかっていま

す。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでくださ

い。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【社会理論と社会システム①】【現代社会と福祉①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【地域福祉の理論と方法①】【福祉行財政と福祉計画

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【社会保障①】【低所得者に対する支援と生活保護制度

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 
【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【権利擁護と成年後見制度①】【社会調査の基礎①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【相談援助の基盤と専門職①】【相談援助の理論と方法

①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 
【福祉サービスの組織と経営①】【児童や家庭に対する

支援と児童・家庭福祉制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 



 

 

第９回 
【高齢者に対する支援と介護保険制度①】【就労支援サ

ービス①】【更生保護制度①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【社会理論と社会システム②】【現代社会と福祉③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【現代社会と福祉④】【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【福祉行財政と福祉計画②】【社会保障②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度②】【人体の構

造と機能及び疾病②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【心理学理論と心理的支援②】【障害者に対する支援と

障害者自立支援制度②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 【保健医療サービス②】【権利擁護と成年後見制度②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【社会調査の基礎②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 
相談援助の基盤と専門職②】【相談援助の理論と方法

③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 【相談援助の理論と方法④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【高齢者に対する支援と介護保険制度③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 
【児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度③】

【福祉サービスの組織と経営②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【就労支援サービス②】【更生保護制度②】【専門科目

復習模試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門)：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究 1 

「基盤と専門職」「理論と方法」における事例問題文の内、重要な箇所やポイントとなる一文、等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 2 

第 31 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉入門 （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS1101 

GELA1301 
２．授業担当教員 宮崎 栄二 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

近年急速に進展する少子高齢化など社会構造の変化に伴い、わが国はますます福祉重視型の社会をめざ
している。本科目では、こうした社会の中で必要な社会福祉とは何か、また様々な福祉領域で必要な知識や
実践方法にはどのようなものがあるのかなどについて、基本的な学びを深める。さらにこれまでの福祉理念

の変遷を概観し、急速に変化していく現代社会にあって、これからの福祉のあり方についても考察する。 

８．学習目標 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができる。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができる。 

３．各自の国の状況も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

A4用紙1枚、1000～1500字程度のものを1回課す予定。内容については授業内で周知する。 
（前年度例：社会福祉の基本概念・領域について） 
参考図書を含め、関係図書を数多く読むこと。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第 11版）』ミネルヴァ書房。 
【参考書】基礎からの社会福祉編集委員会編『社会福祉概論（第 2版）』ミネルヴァ書房。 
【教 材】必要に応じて資料を配布。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の基準 

１．社会福祉とは何か、なぜ学ぶのかについて理解し、考察することができるか。 

２．様々な領域の状況(問題や政策、制度、サービス等)について理解し、考察することができるか。 

３．各自の国や地域の状況比較も踏まえ、今後の課題やあり方について考察することができるか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加(提出物等含む) 30％ 

２．課題レポート 30％ 

３．期末試験 40％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この科目は、社会福祉実践への入口でもある。少子・高齢社会にあって、自らがどう福祉と関わっていく
かを考えるよい機会にすることが要求される。授業では積極的な意見発表を期待するとともに、教科書等を
含めて関連する書物を数多く読み込んでいただきたい。 
 
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。 

 ④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（講義の概要・授業
の進め方）、最近の話題から 

事前学習 
現代社会にあって、社会福祉が市民（自分を含め）一人ひとり
にとって、日常生活上どの様な関わりを持っているか調べる。 

事後学習 
社会福祉の枠組みと、今日、話題となっている生活保護の給付
実態等を通して、「自立」と「支え合い」をまとめる。 

第２回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅰ 
社会福祉の基礎概念について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅰ章を読み、社会福祉の援助における価値を調べる。 

事後学習 社会福祉の専門性と、バイスティックの 7原則をまとめる。 

第３回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅱ 
社会福祉をとりまく状況について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅱ章を読み、少子化について調べる。 

事後学習 高齢化社会と介護問題についてまとめる。 

第４回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅲ 
社会福祉の歴史と展開について学ぶ 

事前学習 
教科書第Ⅲ章を読み、福祉国家の成立と主な社会福祉実践家を
調べる。 

事後学習 社会福祉基礎構造改革についてまとめる。 

第５回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅳ・Ⅴ 
社会福祉の仕組みと運営、社会福祉の機
関と施設について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅳ・Ⅴ章を読み、社会福祉行政の仕組み機関を調べる。 

事後学習 福祉事務所・社会福祉法人についてまとめる。 

第６回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅵ 
社会福祉の援助と方法について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅵ章を読み、ソーシャルワーカーについて調べる。 

事後学習 ソーシャルワークの展開過程についてまとめる。 

第７回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅶ 
社会保障・公的扶助について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅶ章を読み、社会保障の機能について調べる。 

事後学習 生活保護の原理と原則をまとめる。 

第８回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅷ 
子ども家庭福祉について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅷ章を読み、子ども家庭福祉の考え方を調べる。 

事後学習 児童虐待についてまとめる。 

第９回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅸ 
高齢者福祉について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅸ章を読み、高齢者福祉の理念を調べる。 

事後学習 介護保険制度の概要をまとめる。 

第１０回 
教科書『よくわかる社会福祉』Ⅹ 
障害者福祉について学ぶ 

事前学習 教科書第Ⅹ章を読み、障害者福祉の基本理念を調べる。 

事後学習 障害者の権利保障とアドボカシーについてまとめる。 

  



 

 

第１１回 
教科書『よくわかる社会福祉』ⅩⅠ 
地域福祉について学ぶ 

事前学習 
教科書第Ⅺ章を読み、地域社会におけるコミュニティーとはな
にかについて調べる。 

事後学習 ソーシャルインクルージョンについてまとめる。 

第１２回 
教科書『よくわかる社会福祉』ⅩⅡ・ⅩⅢ 

これからの社会福祉の課題及び社会福
祉を支える人たちについて学ぶ 

事前学習 
教科書第Ⅻ・ⅩⅢを読み、社会福祉の課題・社会福祉専門職の
現状と課題について調べる。 

事後学習 社会福祉士及び福祉情報システムについてまとめる。 

第１３回 
全体のまとめ（最近の話題から） 
社会福祉の現代的課題－自己決定と自
己責任－について学ぶ 

事前学習 社会的自由とはなにかについて調べる。 

事後学習 
自己決定・自己責任についてまとめる。 
社会福祉の観点から、今後の学習での自己課題等をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第1回～第4回の講義内容を踏まえて、「社会福祉の対象とニーズ」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第4回の授業後に実施する。 

提出期限：第5回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第6回～第7回の講義内容を踏まえて、「人間の生活への視点と援助観の変化」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,000 字程度） 

実施時期：第7回の授業後に実施する。 

提出期限：第8回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第10回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会保障論 （4単位） 

３．科目番号 

SBMP2105 

SPMP2105 

PSMP2405 ２．授業担当教員 本沢 一善 

４．授業形態 講義、学生発表、グループディスカッション、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

本科目は、年金、医療など 5つの保険は社会保険として中核をなすが、他に、公的扶助（生活保護など）、

社会福祉などの科目も含み、膨大なものである点を十分自覚して履修してほしい。 

７．講義概要 

本科目では、社会保障を構成している年金、医療、介護、雇用、労災保険を中心に、各制度の沿革にま

でさかのぼり、理論的に解説する。そのことにより社会福祉の現場で働く場合に必要となる社会保障に関

する専門的かつ正確な知識を体得する。 

社会保障の理念や範囲、期待する社会保障の機能などは国によって異なっており、その相違が主に市場

経済の構造や社会的慣行にあるとすれば、今後、わが国が豊かな社会保障を構築するためにどのような条

件整備を進めていくべきかを探っていく必要がある。 

シラバスに即して進行するので、学生は事前事後の家庭学習と組み合わせて、毎週確実に単元の内容を

習得していくことになる。主体的自発的学習促進の観点から、授業時にはグループ討議や発表を組み入れ

る。 

８．学習目標 

1社会保障制度の体系、機能について理解し、説明できるようになる。 

2社会保障給付に関する費用の使途と財源について理解し、説明できるようになる。 

3少子高齢化の状況と労働力問題について理解し、説明できるようになる。 

4社会保障制度の沿革と今後の方向性について理解し、説明できるようになる。 

5５種類の社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

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・返却をする。 

授業進行のなかで120分以上をとり項目を選ぶグループ学習を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

喜多村悦史（科目責任者）作成のオリジナル教科書。今回から出版社の協力を得られる見込みであり、現

在（11月 11日）は現行の最終確認と署名等の最終確認をしている状況。通信課程を含め、2020年度から

使用。 

 

【参考書】 

『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』『教職科目要説（初等教育編・中等教育編）』． 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

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

上記 1および 2を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・復習をし、疑問を次回に質問し、次回の予定の項目につき、一覧しておくこと。 

・授業態度の悪い学生（おしゃべり、授業をぬけ出る、教科書持参せずなど）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 

【社会保障制度の概要、社会手当制度】 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

学習の確認 

事前学習 
教科書第 1回部分を精読し、原則 A4用紙（表）
にまとめ、提出する。 

事後学習 
第 1 回部分をまとめ（不明な部分は次回に質問）

A4（裏）で、提出。 

第２回 

【社会保障制度の概要、社会手当制度】 

社会保障の体系、機能、方法 

公的扶助と社会手当 

学習の確認 

事前学習 第 2回部分を精読し、用紙（表）にまとめる。 

事後学習 第 2回部分をまとめ、用紙（裏）、提出。 

第３回 

【社会保障制度の運営と財源】 

社会保障の実施体制 

社会保障の財政 

学習の確認 

事前学習 第 3回部分を精読し、用紙（表）にまとめる。 

事後学習 第 3回部分をまとめ、用紙（裏）、提出。 

第４回 

【社会保障制度の運営と財源】 

社会保障の実施体制 

社会保障の財政 

学習の確認 

事前学習 第 4回部分を精読し用紙にまとめる。 

事後学習 第 4回部分を精読し用紙にまとめ提出。 

第５回 

【少子高齢社会と社会保障】 

人口問題 

労働環境の変化 

学習の確認 

事前学習 第 5回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 5回部分をまとめ、提出。 

  



 

 

 

第６回 

【少子高齢社会と社会保障】 

人口問題 

労働環境の変化 

学習の確認 

事前学習 第 6回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 6回部分をまとめ、提出。 

第７回 

【社会保障制度の発達】 

国際的な社会保障の流れ 

日本の社会保障の発展 

学習の確認 

事前学習 第 7回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 7回部分をまとめ、提出。 

第８回 

【社会保障制度の発達】 

国際的な社会保障の流れ 

日本の社会保障の発展 

学習の確認 

事前学習 第 8回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 8回部分をまとめ、提出。 

第９回 

【年金保険制度の概要と沿革】 

年金保険制度の概要 

年金保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 9回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 9回部分をまとめ、提出。 

第１０回 

【年金保険制度の概要と沿革】 

年金保険制度の概要 

年金保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 10回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 10回部分をまとめ、提出。 

第１１回 

【国民年金（基礎年金）制度】 

国民年金制度 

国民年金基金 

学習の確認 

事前学習 第 11回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 11回部分をまとめ、提出。 

第１２回 

【国民年金（基礎年金）制度】 

国民年金制度 

国民年金基金 

学習の確認 

事前学習 第 12回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 12回部分をまとめ、提出。 

第１３回 

【厚生年金保険制度】 

厚生年金保険 

共済年金 

学習の確認 

事前学習 第 13回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 13回部分をまとめ、提出。 

第１４回 

【厚生年金保険制度】 

厚生年金保険 

共済年金 

学習の確認 

事前学習 第 14回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 14回部分をまとめ、提出。 

第１５回 

【医療保険制度の概要と沿革】 

医療保険制度の概要 

医療保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 15回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 15回部分をまとめ、提出。 

第１６回 

【医療保険制度の概要と沿革】 

医療保険制度の概要 

医療保険制度の沿革 

学習の確認 

事前学習 第 16回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 16回部分をまとめ、提出。 

第１７回 

【健康保険制度】 

健康保険の概要 

健康保険の給付 

学習の確認 

事前学習 第 17回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 17回部分をまとめ、提出。 

第１８回 

【健康保険制度】 

健康保険の概要 

健康保険の給付 

学習の確認 

事前学習 第 18回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 18回部分をまとめ、提出。 

第１９回 

【国民健康保険制度・高齢者医療制度】 

国民健康保険の概要 

高齢者医療制度 

その他の公的医療保険制度 

学習の確認 

事前学習 第 19回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 19回部分をまとめ、提出。 

第２０回 

【国民健康保険制度・高齢者医療制度】 

国民健康保険の概要 

高齢者医療制度 

その他の公的医療保険制度 

学習の確認 

事前学習 第 20回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 20回部分をまとめ、提出。 

第２１回 

【介護保険制度】 

介護保険制度の概要 

介護保険の改正 

学習の確認 

事前学習 第 21回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 21回部分をまとめ、提出。 

  



 

 

第２２回 

【介護保険制度】 

介護保険制度の概要 

介護保険の改正 

学習の確認 

事前学習 第 22回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 22回部分をまとめ、提出。 

第２3回 

【諸外国の社会保障制度】 

社会保障の類型 

主要国の年金制度 

主要国の医療保障 

社会保障の国際化 

学習の確認 

事前学習 第 23回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 23回部分をまとめ、提出。 

第２4回 

【諸外国の社会保障制度】 

社会保障の類型 

主要国の年金制度 

主要国の医療保障 

社会保障の国際化 

学習の確認 

事前学習 第 24回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 24回部分をまとめ、提出。 

第２5回 

【保険の意義、企業年金と社会保障の直近の動き】 

民間保険と社会保障 

企業年金 

社会保障をめぐる直近のトピックス 

学習の確認 

【授業評価】 

事前学習 第 25回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 25回部分をまとめ、提出。 

第 26回 

【保険の意義、企業年金と社会保障の直近の動き】 

民間保険と社会保障 

企業年金 

社会保障をめぐる直近のトピックス 

学習の確認 

【授業評価】 

事前学習 第 26回部分を精読しまとめる。 

事後学習 第 26回部分をまとめ、提出。 

課題研究 

1 

課題内容：雇用継続給付について述べよ（手書き、1500字程度） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う。 

課題研究 

2 

課題内容：高齢求職者給付について述べ、感想も述べよ（手書き、2000字程度） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

課題研究 

3 

課題内容：労災保険について述べよ（手書き、1500字） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

課題研究 

4 

課題内容：労災保険について関するところを述べよ（手書き、1500字） 

提出期限：授業内で提示する 

実施時期：授業内で伝達する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
就労支援 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3402 

２．授業担当教員 小金澤 嘉 

４．授業形態 講義・ディスカッション等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士が行う相談援助業務の一部として位置づけられる就労支援は、福祉サービスの利用者として位
置づけられてきた人々が広い意味での「就労」を通して自立や社会参加を実現していくための支援として重
要性を増している。 

この授業では、テキストを使用して就労支援に係る関係法規や制度、就労支援に関わる組織・団体や専門
職についての知識を習得する。 

就労支援に関する基本的な内容を理解したうえで、就労支援が実際にどのように行われているのかを具体

的な事例をもとに学習し、応用力を養っていく。 

８．学習目標 

1. 就労支援が求められる背景について理解し、説明することができる。 

2. 労働施策の概要について理解し、説明することができる。 

3. 就労支援制度について理解し、説明することができる。 

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

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

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

とめることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート1）障害者への就労支援の事例を一つ選び、専門機関が行う就労支援サービスの実際を2500字程度

で述べなさい。 

ポイント：制度・サービスを覚えるだけでなく、クライエントのニーズに対して社会資源を使った支援方法

を理解し説明する。 

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 

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

この他、必要に応じて参考資料等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

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

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

 クライエントを支援する上で社会資源の理解は必須になります。その上で、クライエントの就労ニーズを

把握し、エンパワーしながら社会資源を利用することが求められます。「知っている」だけでなく「使える」

までイメージ出来るようになりましょう。 

 また、社会情勢に合わせて就労環境は変化し、就労ニーズも変化します。現在の就労環境を関連づけなが

ら理解しましょう。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業全体の流れ 就労をどう考えるか 

働く事の意味と社会福祉士の役割 

事前学習 「働くこと」からイメージすることを考える。 

事後学習 就労の意味についてまとめる。 

第２回 

障害者の就労支援（1） 障害者の就労とその現状 

障害者自立支援法や障害者雇用促進法による支援の

現状 

事前学習 障害者雇用促進法についてまとめておく。 

事後学習 障害者の就労状況についてまとめる。 

第３回 
障害者の就労支援（2） 就労支援機関と制度（障害

者雇用施策）、障害者就労支援におけるサービス体系 

事前学習 障害者総合支援法におけるサービスを調べる。 

事後学習 障害者就労支援の概要についてまとめる。 

第４回 
障害者の就労支援（3） 就労支援機関と制度 

障害者自立支援法における障害者の就労支援制度 

事前学習 就労移行支援、就労継続支援について調べる。 

事後学習 就労移行支援、就労継続支援についてまとめる。 

第５回 
障害者の就労支援（4） 障害者雇用政策における就

労支援、専門職の役割 

事前学習 
機関・施設に配置されている専門職について調べ

る。 

事後学習 専門職の役割についてまとめる。 

第６回 
障害者の就労支援（5） 民間の取り組み 

差別禁止法と雇用率制度 

事前学習 差別禁止法について調べる。 

事後学習 
差別禁止法と雇用率制度の長所と短所について

まとめる。 

第７回 
障害者の就労支援についてまとめ、説明する 

障害者の就労支援の実際（事例を基に理解する） 

事前学習 
障害者の就労支援についてまとめ、説明できるよ

うにする。 

事後学習 事例から気づいたことをまとめる。 

第８回 
労働を取り巻く状況 

労働市場の変化 

事前学習 大学新卒の就職率を調べる。 

事後学習 ワーク・ライフ・バランスについてまとめる。 

  



 

 

第９回 
労働政策の概要 

労働に関する法規の動向、労働に関する公的保険 

事前学習 労働法規に関する法律を調べる。 

事後学習 労働法規の内容をまとめる。 

第１０回 

労働市場の変化、ワーク・ライフ・バランス、労働法

規・労働に関する公的保険についてまとめ、説明す

る、事例を基に労働紛争の実際を考える 

事前学習 
労働法規についてまとめ、説明できるようにす

る。 

事後学習 労働者を守るための制度についてまとめる。 

第１１回 
生活保護制度における就労支援（1） 

低所得者への就労支援の現状・就労支援機関と制度 

事前学習 
生活保護受給者、母子家庭の現状について調べ

る。 

事後学習 低所得者の就労支援制度についてまとめる。 

第１２回 
生活保護制度における就労支援（2） 

専門職・団体の役割とその連携、今後の展望 

事前学習 
福祉事務所・ハローワークの役割について調べ

る。 

事後学習 低所得者の就労支援の課題についてまとめる。 

第１３回 

低所得者に対する就労支援の制度についてまとめ、

説明する、低所得者に対する就労支援を事例を使い

考察する 

事前学習 
低所得者に対する就労支援制度についてまとめ、

説明できるようにする。 

事後学習 考察についてまとめる。 

事後学習  

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 5章（P158～163）を読み「連携の過程」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 7回授業後に実施する 

提出期限：第 9回の授業開始時 

事後学習：就労支援のおける連携の重要性と具体的な方法を理解し、要点をまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 5章（P164～166）を読み「ネットワークに関する社会的資源」についてまとめなさい 

レポート形式：A4用紙 1枚 

実施時期：第 9回授業後に実施する 

提出期限：第 11回の授業開始時 

事後学習：就労支援における施設・機関・専門職似ていて理解し、まとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅰ （4 単位） 

３．科目番号 GEBS1104 

２．授業担当教員 清水 文也 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

コンピュータの基本操作・基礎知識について学ぶ。図表を含む文章の作成・表計算等ソフトウェアの基礎

知識やネットワークの考え方、ブラウザや電子メールソフトの使い方の習得を目的とする。具体的には、国

内外のホームページを閲覧したり、電子メールを使用し、情報の収集・加工をするなどコンピュータ・コミ

ュニケーションの能力向上を図る。 

８．学習目標 

 パーソナルコンピュータを使用した、文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本操作を学習すると

共に、コンピュータネットワークを利用した、コミュニケーションや情報収集について学び、実践できるよ

うになる。また、コンピュータを利用する上での技術的なトラブル解決に役立つ、OSやハードウェアに関す

る基礎的な知識を身につけることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・各回の演習課題が時間内に終わらなかった場合は宿題となり、提出期限は次回の授業開始前までとする 

・タイピング課題として、合計入力文字数 9,800文字以上（28回×350文字）を期限までにクリアすること 
・「情報リテラシー」に必要な知識を問う確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 
・「Word」,「Excel」の重点部分の理解度確認テストを実施。8 割以上の正答率を目指すこと 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】杉本 くみ子 (著)『 30時間アカデミック情報リテラシー Office2016 』実教出版、2016。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.パーソナルコンピュータを使用した文書作成、表計算、プレゼンテーションなどの基本知識・操作を身に

付けているか。 

2.コンピュータネットワークを利用したコミュニケーションや情報収集について理解し、実践できるか。 

3.コンピュータを利用する上での技術的なトラブルに役立つ、OS やハードウェアに関する基礎的な知識が

身についているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加、受講態度 30％ 

2.授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目は、春期で各ソフトウェアの基本操作を習得し、秋期では、その基盤技術を活かした応用・実践問題 
にチャレンジするという構成になっています。また、終盤には総合的な情報リテラシー課題として、量的研

究の一連の流れであるアカデミックスキルを習得します。コンピュータや高機能なソフトウェアの操作は、
一度や二度触ったくらいでは習得することができません。記憶の定着には、事前・事後学習での繰り返しト
レーニングが必要不可欠です。これは、キーボード入力で、正確に速く文字入力したい場合でも同じことが

言えます。「できない」「難しい」「わからない」と言う前に、事前・事後学習をしっかり実施してください。 
また、授業を履修する上での重要なことは、第１回目で話しますので、必ず出席するようにしてください。
課題提出に関しては、すべて容易にコピーできる電子ファイルによる提出です。よって、他者のファイルを

コピーしたり、コピーさせてあげたりした場合は、学業上の重大な不正行為とみなしますので、絶対にやら
ないようにしてください。 
※本科目は通年科目ですので、秋期になったとしても履修変更はできません。 

※事前に「Microsoftアカウント」と「Googleアカウント」を取得しておいてください。 

13．オフィスアワー 初回時に通知します。 

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 

文字・文章入力演習 
 ・受講上の注意事項、成績評価基準など 
 ・キーボードによる文字入力と変換演習 

事前学習 キーボード入力の基本を調べておく 

事後学習 タイピングの練習を何度も実施しておく 

第２回 

Windows 基本操作演習 
 ・OS操作及びフォルダーとファイル操作 

 ・学内メール送受信演習とメールマナー 
 ・情報リテラシー理解度確認テスト 

事前学習 教科書 pp.4～17を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第３回 

文書作成 - 基礎演習(1) 
 ・文書の作成と文字修飾 
 ・OneDrive活用と Wordアプリでファイル編集 

事前学習 
・Microsoft アカウントを取得しておく 

・教科書 pp.18～38を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第４回 
文書作成 - 基礎演習(2) 
表の挿入と編集 

事前学習 教科書 pp.39～50を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第５回 
文書作成 - 基礎演習(3) 
様々な書式設定 

事前学習 教科書 pp.51～59を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第６回 
文書作成 - 基礎演習(4) 
画像と図形の挿入 

事前学習 教科書 pp.60～71を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第７回 
文書作成 - 基礎演習(5) 
レポート編集用機能 

事前学習 教科書 pp.72～87を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第８回 
プレゼンテーション - 基礎演習(1) 
研究発表に必要な機能 

事前学習 教科書 pp.178～191を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第９回 
プレゼンテーション - 基礎演習(2) 
プレゼンに必要な機能 

事前学習 教科書 pp.192～220を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 



 

 

 

第１０回 
表計算 - 基礎演習(1)  

 Excel操作と「参照」「数式」「関数」の基本 

事前学習 教科書 pp.88～119を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１１回 
表計算 - 基礎演習(2) 
相対参照と絶対参照 

事前学習 教科書 pp.122～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１２回 
表計算 - 基礎演習(3) 
数式と複合関数 

事前学習 教科書 pp.133～143を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１３回 
表計算 - 基礎演習(4) 
グラフ・複合グラフ作成 

事前学習 教科書 pp.148～155を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１４回 
表計算 - 基礎演習(5) 
シート間参照とは 

事前学習 教科書 pp.133～147を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１５回 
表計算 - 基礎演習(6) 
データベース機能と Office間連携 

事前学習 教科書 pp.160～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１６回 
文書作成 - 実践課題(1) 
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１７回 
文書作成 - 実践課題(2)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１８回 
文書作成 - 実践課題(3)  
Word最終課題「案内書」作成 

事前学習 教科書 pp.18～87を復習しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第１９回 
表計算 - 実践課題(1) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２０回 
表計算 - 実践課題(2) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２１回 
表計算 - 実践課題(3) 
Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２２回 
表計算 - 実践課題(4) 
 Excel最終課題「管理表」作成 

事前学習 教科書 pp.88～165を読んでおく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２３回 

情報リテラシー総合演習 
 ・定量データ調査分析プロセス演習 
 ・Google Forms によるアンケート作成 

 ・Google Drive によるクラウド活用 
 ・QRコード付き「アンケート依頼書」作成 
 ・Excel による統計分析（カイ二乗検定） 

 ・レポート「考察」の重要性を理解 

事前学習 Googleアカウントを取得しておく 

事後学習 演習内容について復習しておく 

第２４回 
情報リテラシー総合課題(1)  

 研究分析テーマ選定とアンケート作成 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 アンケートを採取しておく 

第２５回 
情報リテラシー総合課題(2)  

 クロス集計とカイ二乗検定分析 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察を考えておく 

第２６回 
情報リテラシー総合課題(3)  

 検定結果をもとに「考察」する 

事前学習 定量データ分析について調べておく 

事後学習 考察部分を完成させる 

第２７回 
情報リテラシー総合課題(4)  

 グループ内発表と相互評価を実施 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

第２８回 
情報リテラシー総合課題(5)  

 グループ内選抜者の研究発表 

事前学習 各自発表のリハーサルを実施しておく 

事後学習 発表後の反省点を発見し、改善しておく 

課題研究 

1 

課題テーマ ：Word 理解度確認課題 

       第 2 回～第 7 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 7 回に配布する。 

実施時期  ：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 8 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：Word 理解度確認課題を復習しておく 

課題研究 

2 

課題テーマ ：Excel 理解度確認課題 

       第 10 回～第 15 回の講義内容を踏まえて、課題を完成させる。 

課題ファイル：第 15 回に配布する。 

実施時期  ：第 15 回の授業後に実施する。 

提出期限  ：第 16 回の授業開始時に提出する。 

       提出後、課題内容について質疑応答・意見交換を教室で行う。 

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

事後学習  ：Excel 理解度確認課題を復習しておく 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅱ （4 単位） 
３．科目番号 

GECM2304 
GECM2104 

２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

情報処理演習 I の内容は、情報の利用者側（受け手）の観点の内容が主であったが、本講義では、情報

の作成、加工、発信に関する内容を取り扱う。 
マルチメディア情報の作成や、Web 技術等は、現代社会の様々な局面で必要とされており、かつ、一部

の専門家が、これを担うのではなく、広く一般の人々が行うようになってきている。講義では、実習等を

通して、情報発信者、あるいはコンテンツの作成者としての基礎的な素養を身に付ける。 

８．学習目標 

情報の発信者、作成者として必要な基礎技能を習得すると共に、社会の情報化の進展に伴って様々な問

題が顕在化している現状に鑑み、技術的側面だけでなく、情報そのものや情報機器、コンピュータネット

ワークを取り扱う際にどの様な姿勢で臨むべきかに関しても学習し、説明できるようになる事を目標とす

る。 
９．アサイメント 
（宿題）及びレポー

ト課題 

授業のレベルを満たすSiteを作成できる知識・技能を各自が習得するため，以下の課題に取り組む。 

課題１（春期期末課題） SEOに則ったSiteを，HTMLとCSSにより構築し運用する。 

課題２（秋期期末課題） JavaScript言語のプログラミングを習得し，自Siteに適用する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内で，教材を提示する（複数の最新書籍の指定では高額になるため）。 

【参考書】必要に応じて授業内で参考書を紹介する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

1.Web を使った情報発信者としての基礎的な技術を身に付けているか。 

2.情報そのものや情報機器・ネットワークを扱うことの有効性やリスクについて理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、課題等を総合して評価する] 

1.授業への積極的参加 30％ 

2.課題や日常の学習状況 70％ 

12．受講生への 
メッセージ 

先に学習した情報処理演習Ⅰを進めて、Ⅱではクリエイターとして Web ページの制作やプログラミング

に取り組むことになる。ICT の情報をただ受動的に取得するだけにとどまらず、自分が情報を生産する経

験をすることは、世の中にあふれる情報に対する自分の姿勢を能動的に変えていくことにもつながる。 

授業に対しては、学んだ文法や利用法を再生するだけの学習ではなく、学んだことを工夫・発展させ、

自分の作品としての Web ページ・プログラムを完成させてほしい。 

1.学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

2.正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

3.私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS 等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

4.記名済の USB を必ず持参すること。毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

13．オフィスアワー Office-Hour は第 1 回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mail で Appointment をとること。 

14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

【ICT モラル】 

著作権・肖像権・パブリシティー権 

無料ホームページサービスへの申請 

事前学習 シラバス・著作権を調べる。 

事後学習 プロバイダへの申請をする。 

第２回 
Ez-html の使用方法，head と body の記述，CSS と html

の記述方法，#タグ，色の記述，メモの仕方 

事前学習 春期期末課題作品のイメージを持つ。 

事後学習 
春期期末課題作品の構想を決定する。Ez-html

の操作の復習をする。 

第３回 

【ベースのページの作成】 
①ヘッダー部分の作成 
Site 名の記述，パンくずリストの作成，トップのリン

クメニュー，H1 タグの記述 

事前学習 Site の基本構造を調べる。 

事後学習 ヘッダー部分やパンくずリストを修正する。 

第４回 
Google Add Words の使用方法，keywords の決定，title

の記述 
事前学習 Meta タグについて調べる。 
事後学習 keywords・title について復習をする。 

第５回 
②サイドメニュー部分の作成 

リストの記述 
事前学習 リストのタグを調べる。 
事後学習 サイドメニュー部分を修正する。 

第６回 
③メイン部分の作成 

囲み，margin と padding，文章の記述 
事前学習 文書領域について調べる。 
事後学習 文書領域のサイズや配置を修正する。 

第７回 
画像の修正 

写真やイラストの挿入 
事前学習 画像の拡張子について調べる。 
事後学習 画像を修正・挿入してみる。 

第８回 
④フッター部分の作成 

常時掲載項目の記述 
事前学習 footer について調べる。 
事後学習 不足している素材を集める。 

第９回 
ベースのページの完成 

レイアウト・色彩デザインの最終仕上げ 
事前学習 色彩デザインについて調べる。 
事後学習 ベースのページを完璧に仕上げる。 

第１０回 
【サイトの構築と運用】 

CSS の追い出し，ページの複数化 
事前学習 Site の構造について調べる。 
事後学習 Site のファイル・フォルダ構成を修正する。 



 
 

 

第１１回 
Site 全体の構造化 

作業しやすいサイトの構造化 
事前学習 他のページの作成を進める。 
事後学習 Site のフォルダ構造を修正する。 

第１２回 
複数ページの作成 

サイトの複数ページの改訂 

事前学習 複数ページの作成を進める。 
事後学習 複数ページの完成度を高める。 

第１３回 
作品の発表会を実施する。お互いの作品の評価し合い、

自分の作品の改良にもつなげていく。 
事前学習 春期提出作品を完成させる。 
事後学習 自分の作品を改良する。 

第１４回 
Google Webmasters tools について 

作品の確認と春期作品の提出 
事前学習 Google Webmasters tools について調べる。 
事後学習 春期作品を修正してアップロードする。 

第１５回 
【SEO 対策による改善】 

LPO の適用 
事前学習 LPO について調べる。 
事後学習 秋季期末課題の構想を練る。 

第１６回 
2 つの Site map の作成 

XML-Sitemaps Generator について 
事前学習 Site map について調べる。 
事後学習 XML-Sitemaps Generator の操作の復習をする。 

第１７回 
アクセス解析ツール 

Google Analytics の使用について 
事前学習 アクセス解析ツールについて調べる。 
事後学習 Google Analytics の操作の復習をする。 

第１８回 
外部対策とサテライトブログ 

サテライトブログの作成 
事前学習 外部対策について調べる。 
事後学習 作成したサテライトブログを修正してみる。 

第１９回 
【動的ページの作成】 

JavaScript について 

ソースの基本的な記述 

事前学習 JavaScript について調べる。 

事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２０回 
JavaScript について 

メモの活用 
事前学習 JavaScript のソースについて調べる。 
事後学習 自分の Site への適用の構想を練る。 

第２１回 
HTML に働く JavaScript について 

デバックの作法 
事前学習 HTML に働く JavaScript について調べる。 
事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２２回 
HTML に働く JavaScript について 

イベントハンドラと function 
事前学習 HTML に働く JavaScript について調べる。 
事後学習 自分の Site への適用の構想を練る。 

第２３回 
CSS に働く JavaScript について 

if を使ったイベントの仕分け 
事前学習 CSS に働く JavaScript について調べる。 
事後学習 入力したソースを修正・復習する。 

第２４回 
CSS に働く JavaScript について 

タブ式ページの完成 
事前学習 CSS に働く JavaScript について調べる。 
事後学習 自分の Site への適用の構想を練る。 

第２５回 
【WEB を活用した問題発見・問題解決能力】 

JavaScript の自サイトへの移植 

バナー作成とアップ 

事前学習 JavaScript の適用について調べる。 

事後学習 該当回のページを自 Site に移植・修正する。 

第２６回 
他の JavaScript を適用してみる 

ファビコンの作成とアップ 
事前学習 Web 検索により他の JavaScript を調べる。 
事後学習 自分の Site へ適用する。 

第２７回 
他の JavaScript の適用を完成させる 

アクセス解析・Meta タグ・サイトマップの確認 
事前学習 Web 検索により他の JavaScript を調べる。 
事後学習 自分の Site への適用を完了させる。 

第２８回 講義のまとめ・秋期最終作品の提出 
事前学習 講義終了後のサイト発展の構想を練る。 
事後学習 講義全体の復習・秋期最終作品のアップロード 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：HTML,画像を用いた HTML ページを完成させる。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の HTML 作品を提出する。 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第８回の開始時に提出する。提出後、疑問点・改良点などについての質疑応答を、第９回の授業内容と合わ

せて実施する。 

事後学習：質疑応答で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：HTML,CSS を用いた段組みのある Web ページをメインページ＋サブ５ページ以上作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに、自分のフォルダーをつくり、そこに自分の作品を提出する。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の開始時に提出する。提出後、１３回の授業内容にそって、お互いの作品を評価し合う。 

事後学習：作品発表会で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 情報処理演習Ⅲ （4 単位） 
３．科目番号 GECM3304 

２．授業担当教員 丹 洋一 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

この講義では、「情報処理演習Ⅰ」や「情報処理演習Ⅱ」で学んだ基礎知識や技術を基にして、さらに発

展的な内容を具体的な事例を用いて学習する。事例と演習により、これまでに学んだ情報処理をどのよう

な場面で活用できるのかを学ぶ。そのため、コンピュータを使った数値計算にとどまらず、さらに大きな枠

組みで情報処理について考えていく。具体的には、プログラミング言語として VBA 言語を取り上げ、プロ

グラミングを構成する基本要素を、演習を行いながら学んでいく。また、データ分析に関しても扱い、調査

や実験の結果を導くために必要な技法を学ぶ。 

８．学習目標 

 情報処理において、コンピュータを使うための知識や技術は重要である。しかし、コンピュータは何かの

目的を達成するための道具であるという一面もある。そこで本講義では、履修者自らがコンピュータを使

いこなすための具体的な方法を調べて、どのようにしたらその目的を達成できるのかを考える。そのよう

な考え方や姿勢を習得し、操作できるようになることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー

ト課題 

課題1 VBAとExcelを連携させた有用なプログラム (春期)   

課題2 フォーム、関数を用いた有用なプログラムとそれに関するレポート (秋期) 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

近田伸矢・早坂清志，『10 日でおぼえる Excel VBA 入門教室 Excel2013/2010/2007/2003 対応』翔泳社。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．Excel などを用いたデータ分析の内容について理解できているか。 

２．VBA の基本的な事項を理解し、自分でプログラムを作成できるか。 

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

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業において課されるレポートや課題 30％ 

３．最終課題 40％ 

12．受講生への 
メッセージ 

問題発見・問題解決能力等の高度な思考が求められている現在，有能な社会人に必須となる基礎は，「他

者に比べ数倍も正確で高速な事務作業能力」である。手作業では不可能な「数倍も正確で高速な事務作業能

力」は，PC と OA による事務作業自動処理であるため，VBA のプログラミング能力習得によって実現できる。 

本講義を履修することにより，異次元の事務作業能力を習得する契機をつかむことができる。 

１．学生証を必ず持参し，授業中は机上に提示しておくこと。（出席点検・加減点に使用するため。） 

２．正当な理由がある欠席・遅刻・早退は，理由を書面にて提出すること。 

３．私語・携帯による通信機能（電話・メール・SNS 等）の使用・居眠り・飲食等を禁止する。 

４．記名済の USB を必ず持参すること。毎回の事前学習点検に備え，予習・復習を確実に習慣化すること。 

13．オフィスアワー Office-Hour は第 1 回に提示する。予約済時間で無駄足にならぬよう，E-mail で Appointment をとること。 

14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション，講義でのルール，端末使用の厳

守事項，環境整備，著作権等の確認 

事前学習 
教科書を購入し，ORIENTATION pp.1～12 を読

んで，大切なポイントにアンダーラインを引

く。 

事後学習 シラバスを確認し，学習の先見をする。 

第２回 環境整備とマクロの記録 
事前学習 

教科書の LESSON 01 pp.13～19 を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第３回 マクロの中身の確認 
事前学習 

教科書のLESSON 02 pp.20～29を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第４回 記録したマクロの編集 
事前学習 

教科書のLESSON 03 pp.30～39を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

 
事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第５回 プログラミングの基本 
事前学習 

教科書のLESSON 04 pp.40～51を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 



 
 

 

第６回 条件分岐と繰り返し処理 
事前学習 

教科書のLESSON 05 pp.52～66を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第７回 基本的なセルの選択方法 
事前学習 

教科書のLESSON 06 pp.67～77を読んで，大切なポ

イントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第８回 
選択範囲を基準にセルを選択する 

空白セルや数値のセルのみを選択する 

事前学習 
教科書のLESSON 07・08 pp.78～93を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第９回 
計算結果や数式をセルに入力する 

セルを装飾する 

事前学習 
教科書のLESSON 09・10 pp.94～109を読んで，大切

なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１０回 
セル範囲をコピーする 

ワークシートのコピーと表示・非表示の設定 

事前学習 
教科書のLESSON 11・12 pp.110～125を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１１回 
ワークシートを連続印刷する 

ブックを開く・閉じる 

事前学習 
教科書のLESSON 13・14 pp.126～139を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１２回 
特定のフォルダー内のブックをすべて開く 

イベントプロシージャ―で動作に対して処理を実行す

る 

事前学習 
教科書のLESSON 15・16 pp.140～153を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１３回 プログラム発表会（課題１） 
事前学習 発表会とプログラム作品提出の準備をする。 

事後学習 前期の学習での自己課題の改善策をまとめる。 

第１４回 
イベントプロシージャを使って宝さがしゲームを作成

する 

ユーザーから情報を受け取る 

事前学習 
教科書のLESSON 17・18 pp.154～170を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１５回 
データを並べ替える 

フィルターで必要な情報を抜き出す 

事前学習 
教科書のLESSON 19・20 pp.171～187を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１６回 
複雑な検索システムを構築する 

CSV 形式のファイルを読み込む 

事前学習 
教科書のLESSON 21・22 pp.188～203を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１７回 
テキストファイルのデータを読み込んで加工する 

範囲を指定してグラフを描画する 

事前学習 
教科書のLESSON 23・24 pp.204～221を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１８回 
グラフをコピーして並べる 

セルの値に応じて図形を変化させる 

事前学習 
教科書のLESSON 25・26 pp.222～232を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第１９回 
エラー時に処理を継続する 

処理を高速化する 

事前学習 
教科書の LESSON 27・28 pp.233～246 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２０回 
フローチャートを書いて計画を立てる 

フローチャートを元にマクロを作成する 

事前学習 
教科書のLESSON 29・30 pp.247～261を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２１回 
複数のブックを集約させる① 

複数のブックを集約させる② 

事前学習 
教科書のLESSON 31・32 pp.262～273を読んで，大

切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 



 

 

第２２回 
データが自動更新されるブックを作成する① 

データが自動更新させるブックを作成する② 

事前学習 
教科書の LESSON 33・34 pp.274～284 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２３回 
ユーザー定義関数を作成する 

起動時にパスワード入力が必要なブックを作成する 

事前学習 
教科書の LESSON 35・36 pp.285～299 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２４回 
大量の CSV 形式のファイルをまとめる 

EXCEL で Word の文書を編集する 

事前学習 
教科書の LESSON 37・38 pp.300～317 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２５回 
Word 文書を一括修正する 

Word 用差し込み 

Word 用差し込み印刷プログラムを作成する 

事前学習 
教科書の LESSON 39・40 pp.318～339 を読ん

で，大切なポイントにアンダーラインを引く。 

事後学習 該当項の理解の深化とスキル向上を図る。 

第２６回 自分のプログラムの作成・修正 
事前学習 プログラムの原案を作成する。 

事後学習 プログラムの作成を進める。 

第２７回 自分のプログラムの改善・動作確認 
事前学習 プログラムの改善を考える。 

事後学習 プログラグラムを完成させる。 

第２８回 プログラム発表会(課題 2)・学習のまとめ 
事前学習 発表会と作品・レポート提出の準備をする。 

事後学習 
自己の課題を明らかにし，さらに学習を進め

る。 
課題研究 

1 
課題研究：指定された、くり返処理・条件分岐・計算を使う VBA マクロ課題を作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに自分のフォルダーを作り、そこに自分の課題を保存する。 

実施時期：第６回の授業後に実施する。 

提出期限：第７回の授業開始時に提出する。提出後、質疑応答を第７回の授業内容と合わせて実施する。 

事後学習：質疑応答で学んだことを元に、動作しない課題について修正し、再提出する。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：学んだことをもとに、自分で考えた有用な VBA マクロを作成する。 

提出形式：サーバーの提出フォルダーに自分のフォルダーを作り、そこに自分の課題を保存する。 

実施時期：第１２回の授業後に実施する。 

提出期限：第１３回の授業開始時に提出する。提出後、１３回の授業内容にそって、お互いの作品を評価し合う。 

事後学習：作品発表会で学んことを元に、自分の作品を修正して、再提出する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

１．科目名（単位数） 神経・生理心理学／生理心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3335 

２．授業担当教員 末永 叔子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

生理心理学とは、生体の生理的反応と心的過程との対応関係について研究する分野である。心的反応によ
って生じる生理的変化は、脳内活動によって制御されている。本講義では脳の構造と働きについて体制的な
知識を身につけるとともに、知覚、記憶、感情といった心的過程と脳の生理的反応の関係について学ぶ。さ
らに、精神疾患や高次脳機能障害との関連についても学び、「心」の問題と脳の活動について理解を深める。 

８．学習目標 

・脳の構造と働きについて基本的な知識を身につける。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているのか学ぶ。 
・上記の応用として、臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動について説明出来るようになる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

理解度確認のため、小テストを課します。 
事後学習を忘れずに行ってください。 
まとめとして、授業で学んだテーマのうち、一つを選んでレポートを作成します。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
特に指定しない。 
【参考書】 
ピネル『バイオサイコロジー』西村書店。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・脳の構造や働きについて基本的な知識を身につけ、説明できること。 

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

・臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動の関係について説明できること。 

○評定の方法 

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

12．受講生への 
メッセージ 

 本授業では、こころの働きを脳の神経活動の側面から理解することを目的としています。少し視点を変え
て心理現象を見ることで自己理解、他者理解を深めることを期待します。なじみの無い専門用語がたくさん
紹介されますが、ひとつひとつを確実に理解するよう努力しましょう。 
 学生の理解度、興味によってシラバスを変更することがあります。疑問点やわからないことがあれば、積
極的に質問してください。 

13．オフィスアワー 授業内で周知します。 
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 
授業ガイダンス：心理学の成立と生理
心理学との関係 

事前学習 シラバスをよく読み、これから学習する内容を把握する。 

事後学習 配布資料を再読し、心理学の成立の過程を再確認する。 

第２回 脳、神経系のなりたち 
事前学習 配布資料を読み、講義に備える。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、脳の全体的な構造を理解する。 

第３回 
神経細胞の情報伝達（１）：神経細胞
の構造 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、神経細胞の各場所の名前と働きを
理解する。 

第４回 
神経細胞の情報伝達（２）：情報伝達
のメカニズム 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、脳内の情報の流れを理解する。 

第５回 ここまでのまとめ：小テスト 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、脳の構造と脳内の情報伝達の仕組み
をまとめ、小テストに備える。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第６回 生理心理学研究法 
事前学習 事前に配布した資料に目を通し、講義に備える。 

事後学習 
配布資料を復習し、さまざまな脳の研究法の特徴と、それぞれの
方法の違いを理解する。 

第７回 
神経障害と生理心理学：統合失調症・
感情障害・不安障害 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、精神障害の症状と脳内での生理的
現象との関連を理解する。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

第 8回 
認知・意識・注意の機構（１）：脳が
世界をつくる 

事前学習 事前に配布した資料に目を通し、講義に備える。 

事後学習 
配布資料を復習し、私たちの感覚器官（目や耳など）が知覚した
世界を脳がどのように処理しているのかを理解する。 

第 9回 
認知・意識・注意の機構（２）：妻を
帽子と間違えた男 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、なぜ妻を帽子と間違えたのかを理
解することを通して、私たちの世界の認識の仕方を学ぶ。 

第１0回 
学習・記憶・健忘（１）：様々な原因
で生じる健忘 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 授業で配布した資料を復習し、健忘が生じる原因を理解する。 

第１1回 
学習・記憶・健忘（２）：脳はどのよ
うにして情報を蓄積するのか 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、学習や記憶の脳内メカニズムを理
解する。 

第１2回 
感情・ストレスの生理心理学：感情の
暗部である恐怖 

事前学習 前回の授業で不明点があれば質問内容を整理する。 

事後学習 
授業で配布した資料を復習し、なぜ私たちが恐怖を抱くのかを考
察することを通じ、感情やストレスについての理解を深める。 

第１3回 総括：小テスト 
事前学習 

これまでの授業を振り返り、神経活動の仕組みと、心理現象との
関連をまとめる。 

事後学習 理解不足な点を再度復習する。 

課題研究 
1 

精神疾患に用いられる治療薬のメカニズムを調べる。第 7回の授業内容を踏まえ、各精神疾患の治療薬の薬理メカニズ
ムを調べ、レポートにまとめる。第 8回授業開始時に提出する。添削後、不足点があれば再提出を課すことがある。 
事後学習：授業での情報共有を通じ、不足点があれば論文、文献等を再確認する。 

  



 

 

 

課題研究 
2 

課題 DVD を視聴し、これまでの学習内容と絡めて感想文を作成し、提出する。また、第 7 回以降の授業で学んだ心理
現象のうち、自分がもっとも興味を持ったテーマについて論文を探し、その内容をレポートにまとめる。締め切りは授
業内で告知する。 
事後学習：授業全体を通じて脳活動と心理現象との関わりについて考察する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理実習(2 単位) 

３．科目番号 

 

 

 ２．授業担当教員 大島朗生、佐藤篤司、平久江薫 

４．授業形態 演習、実習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「人体の構造と機能及び疾病」「心理学概論」「心理学統計法」「発達心理学」「臨床心理学概論」「社会・

集団・家族心理学（社会・集団）」「心理学的支援法（基礎）」「心理学実験」「知覚・認知心理学」「精

神疾患とその治療」「心理学研究法」「教育・学校心理学」「心理的アセスメント」「障害者・障害児心理

学」「心理学的支援法（演習）」「関係行政論」「健康・医療心理学」「心理学的支援法（心理療法）」「心

理演習」「公認心理師の職責」（計20科目）全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

本科目は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の 5つの分野の施設において、次の(ア)から(ウ)

までに掲げる事項について、見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は教員による指導を

受ける(ただし、経過措置として当分の間は、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設での実習に

ついては適宜行う)。(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携

(ウ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

８．学習目標 

本科目は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項について、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労

働の5つの分野の施設において見学等による実習を行いながら、当該施設の実習指導者又は教員による指導を

受ける(ただし、経過措置として当分の間は、医療機関での実習を必須とし、医療機関以外の施設での実習に

ついては適宜行う)。(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携

(ウ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解。これにより、(ア)から(ウ)の事項についての基本

的な水準の知識及び技能を理解し、習得できることを目標とする。 

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授業終盤に提示する。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】心理実習の手引き 

 

【参考書】公認心理師の基礎と実践① 公認心理師の職責 野島一彦・繁桝算男監修 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 

学習目標にあげた(ア)～(ウ)の３項目について、54時間の学外実習を終了した上で、基本的な知識の習得、

ならびにロールプレイングや事例検討への積極的な参加を評価する。 

○評定の方法 

学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしており、54 時間の学外実習と終了しているこ

と、そして実習記録を完成させていることを前提として、授業態度と参加姿勢 40％、課題レポート 30％、実

習評価 30％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、心理実習の事前・事後における学習を通して、臨床心理に関する基本的な知識と技能を高め、

自己理解を深めることが目標です。授業の中で触れるさまざまな心理臨床の理論を学び、そして実習で体験

する中で、それぞれの流派の人間観や方法論が理解できるようになると思います。 

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。 

実習実施の時期により、下記の講義日程は前後する可能性があります。 

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 実施日 担当教員 

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。 

 
佐藤 

平久江 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 

心理実習のための知識と技

能➀(社会常識、実習先での

マナー) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、心理実習で求められる実

習生としてのマナーを自分なりに調べておく。 
 

佐藤 

平久江 
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 

心理実習のための知識と技

能②(実習前のご挨拶につ

いて) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、実習前のご挨拶について

熟知しておく。 
 

佐藤 

平久江 
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 

心理実習のための知識と技

能③(実習中の指導、実習記

録について) 

事前学習 
実習の手引きを確認し、実習中の指導および実習

記録について熟知しておく。 
 

佐藤 

平久江 
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 

心理実習のための知識と技

能④(0 歳から 6 歳までの精

神発達) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神発達に関す

ることを自分なりに調べておく。 
 大島 

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 

心理実習のための知識と技

能⑤(6 歳から成人以降の精

神発達) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神発達に関す

ることを自分なりに調べておく。 
 大島 

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 

心理実習のための知識と技

能⑥(精神病、発達障害、精

神遅滞) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神疾患に関す

ることを自分なりに調べておく。 
 佐藤 

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 

心理実習のための知識と技

能⑦(パーソナリティ障害、

不安障害、その他の疾患) 

事前学習 
心理実習で求められる知識、特に精神疾患に関す

ることを自分なりに調べておく。 
 佐藤 

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 
心理実習先別事前指導(保

健医療分野①病院・診療所) 

事前学習 
保健医療分野での心理職の仕事、援助対象者につ

いて自分なりに調べておく。 
 

佐藤 

平久江 
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 
心理実習先別事前指導(保

健医療分野②その他) 

事前学習 
保健医療分野での心理職の仕事、援助対象者につ

いて自分なりに調べておく。 
 

佐藤 

平久江 
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 
心理実習先別事前指導(教

育分野) 

事前学習 
教育分野での心理職の仕事、援助対象者について

自分なりに調べておく。 
 

平久江 

大島 
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 
心理実習先別事前指導(福

祉分野) 

事前学習 
福祉分野での心理職の仕事、援助対象者について

自分なりに調べておく。 
 

平久江 

大島 
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 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１４回 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１５回 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１６回 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１７回 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１８回 実習実施 
事前学習 

事前実習で学んだことを整理しておく。 

  

大島 

佐藤 

平久江 事後学習 実習内容についての記録をまとめる。 

第１９回 
心理実習事後指導(保健医

療分野①病院) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 
佐藤 

大島 事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２０回 
心理実習事後指導(保健医

療分野②診療所) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 
佐藤 

大島 事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２１回 
心理実習事後指導(保健医

療分野③その他) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 平久江 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２２回 
心理実習事後指導(教育分

野①適応指導教室) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 平久江 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 



 

 

 

第２３回 
心理実習事後指導(教育分

野②学校) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 平久江 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２４回 
心理実習事後指導(教育分

野③その他) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 平久江 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２５回 
心理実習事後指導(福祉分

野①高齢者) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 大島 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２６回 
心理実習事後指導(福祉分

野②児童) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 大島 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２７回 
心理実習事後指導(福祉分

野③障碍者) 

事前学習 実習先での体験を個別に報告する準備を行う。 

 大島 
事後学習 

授業内で配布したレジュメの重要語句、およびケ

ースカンファレンスでの重要な部分を、自分なり

の言葉でまとめておく。 

第２８回 確認のワーク 
事前学習 レポート提出の準備をする。 

 大島 
事後学習 授業と実習のまとめをする。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 4 回の内容を踏まえて、「心理実習に臨むにあたっての基本的態度や配慮事項」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回～第 12 回授業終了後に

教室で行う。 

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

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：(ア)心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ(イ)多職種連携及び地域連携(ウ)公認心理師

としての職業倫理及び法的義務への理解について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：第 8 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9 回～第 12 回授業終了後に

教室で行う。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学研究法 （4 単位） 
３．科目番号 PSMP3122 

２．授業担当教員 丹野 宏昭 

４．授業形態 講義・実習・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

心理学入門、心理学概論、統計学、心理統計法、心理学基礎実験の全てを履修済みであること。 

７．講義概要 

 心理学は、具体的に見ることのできない人の心を対象としていることから、一般の人にも興味を持たれや

すい学問であり、身近なもののように思われる。しかし学問としての心理学は実証科学としての性格を持っ
ており、具体的に見ることのできる対象を扱う自然科学の方法論と共通するところが多い。そのため、心理
学を研究する際、具体的に見ることのできない心を見えるようにするための工夫が求められることから、人

の心という対象を実証科学的に扱う方法は、本質的な難点を伴っている。 
 そこで、本科目では、心理学を科学として研究するための代表的な方法である実験法、調査法、観察法、
検査法、面接法等について、それぞれの長所短所の両面、並びに研究における倫理を学び、実践するための

質及び量のデータを用いた実証的な思考方法を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的研究方法(量的研究および質的研究)の手順を理解

する。 
2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できるようになる。 
3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、自ら考え、実践できるようになる。 
4.心理学研究における倫理とそれを遵守することの重要性を理解する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

課題については講義内で適宜指示する。 
最終的に心理学の研究論文に則した形式のレポート提出と、学会発表形式のプレゼンテーションを求める。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 『質問紙調査と心理測定尺度―計画から実施・解析まで』サイエンス社。 
【参考書】 『心理学論文の書き方』河出書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1.科学としての心理学であることの認識を持ち、実証科学的方法の手順を理解していること 
2.心理学の代表的な研究方法について理解し、自らの言葉で説明できること 
3.心理的な問題をいかに研究に乗せていくかについて、倫理的な問題を含めて、自ら考え、実践できること 
○評定方法 
学則で定められた単位取得の条件(3/4 以上の出席)を満たしていることを前提として、授業態度(授業への積極

的参加)30％、グループ発表 30％、試験(小テスト、課題レポート)40％として算出した合計得点により成績評

価を行う。 

12．受講生への 
メッセージ 

グループで実際に心理学の研究を計画して、実施し、発表する。 
受講生には、積極的な参加と議論を求める。 
また、講義の詳細については第１回講義(ガイダンス)にて説明するので、受講予定の学生は必ず出席すること。 

13．オフィスアワー ※ 別途通知する 

14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 講義ガイダンス 
事前学習 統計学・心理学基礎実験の復習。 

事後学習 統計学・心理学基礎実験の復習。 

第２回 心理学研究法の概観 
事前学習 教科書第１章の通読。 

事後学習 心理学研究法の整理をしておく。 

第３回 面接法 
事前学習 面接法の特徴を整理。 

事後学習 実際の面接法の知見について検討する。 

第４回 観察法 
事前学習 観察法の特徴を整理。 

事後学習 実際の観察法の知見について検討する。 

第５回 実験法 
事前学習 実験法の特徴を整理。 

事後学習 実際の実験法の知見について検討する。 

第６回 質問紙調査法 
事前学習 質問紙調査法の整理。 

事後学習 実際の質問紙調査法について検討する。 

第７回 先行研究の探し方 
事前学習 心理学論文を探しておく。 

事後学習 指定した論文を探す。 

第８回 先行研究の読み方・まとめ方 
事前学習 心理学論文を読み、まとめる。 

事後学習 指定した論文をまとめる。 

第９回 研究計画(1) 先行研究の整理 
事前学習 グループで研究計画を立てる。 

事後学習 グループで研究計画を立てる。 



 

 

第１０回 研究計画(2) 先行研究から目的をたてる 
事前学習 グループで研究計画を立てる。 

事後学習 グループで研究計画を立てる。 

第１１回 研究計画(3) 仮説の設定 
事前学習 グループで研究計画を立てる。 

事後学習 グループで研究計画を立てる。 

第１２回 研究計画(4) 方法の検討 
事前学習 グループで研究計画を立てる。 

事後学習 グループで研究計画を立てる。 

第１３回 研究計画発表の準備 
事前学習 研究計画発表の準備をする。 

事後学習 研究計画発表の準備をする。 

第１４回 研究計画発表 
事前学習 研究計画発表の準備をする。 

事後学習 研究計画の再考・修正を行う。 

第１５回 調査・実験の準備(1) 研究計画の修正 
事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

第１６回 調査・実験の準備(2) 方法の再検討 
事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

第１７回 調査・実験の準備(3) 調査・実験資料の収集 
事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

第１８回 
調査・実験の準備(4) 調査票・実験刺激作成の準

備 

事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

第１９回 調査・実験の実施(1) 調査・実験の依頼と教示 
事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 データの整理。 

第２０回 調査・実験の実施(2) データの取得 
事前学習 調査・実験を実施するための準備を行う。 

事後学習 データの整理。 

第２１回 データ分析(1) 分析ツールの説明 
事前学習 データの整理。 

事後学習 結果の考察。 

第２２回 データ分析(2) 解析の実施 
事前学習 データの整理。 

事後学習 結果の考察。 

第２３回 発表準備(1) 発表資料の作成 
事前学習 結果の考察。 

事後学習 発表準備。 

第２４回 発表準備(2) スライドの作成 
事前学習 結果の考察。 

事後学習 発表準備。 

第２５回 グループ研究の発表 
事前学習 発表準備。 

事後学習 発表の再考。 

第２６回 講義のまとめ 
事前学習 発表の再考。 

事後学習 レポートの完成。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第 3 回～第 6回の講義内容を踏まえて、各種研究法の特徴をレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）以上 
実施時期：夏期休校前を予定している。 

提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 8 回の講義内容を踏まえて、先行研究リストを作成しレポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）以上 
実施時期：夏期休校前を予定している。 

提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
3 

課題研究テーマ：第 9 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、研究計画書を作成しレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）以上 
実施時期：夏期休校前を予定している。 
提出期限：夏期休校期間後の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 

事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

課題研究 
4 

課題研究テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえて、データ分析結果をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,200 字程度）以上 
実施時期：第 22 回後を予定している。 



 

 

提出期限：第 23 回の講義時に提出する。 提出後、添削指導を行う。 
事後学習：レポート作成と添削を通し学んだことをまとめる 

 



１．科目名（単位

数） 
心理学研究法演習Ⅱ （2単位） 

３．科目番号 PSMP4371 

２．授業担当教員 

鈴木 康明、成本 忠正、新井 洋輔、大島 朗生、河野 等、 

末永 叔子、丹野 宏昭、谷口 恵子、佐藤 篤司、久保 貴、 

平久江 薫、中野 真也 

＊指導教員を一人選び、論文作成のための指導を受ける授業です。 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関

係 

「心理学研究法演習Ⅰ」の単位取得後に受講可能です。 

７．講義概要 

心理学関連分野における近年の課題を探し出し、その課題達成に結びつくような研究テーマの設定を試みる。

さらに、演習形式により調査法・実験法・介入法・質的研究法などを選択してデータの収集を行い、データの

分析および得られた分析結果の考察までを行う。学生自身が心理学における知見と自らの興味関心とを結びつ

けながら研究テーマの設定を行い、研究計画から研究実施や考察までを行うことにより、心理学的研究を行う

ための基礎力を身につける。 

８．学習目標 
心理学研究法演習Ⅰの研究計画に基づいて、データの収集、分析、考察を行う。詳細については、担当教員

が授業の中で提示する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレ

ポート課題 

担当教員が授業の中で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 
担当教員が授業の中で提示する。 

11．成績評価の規

準と評定の方

法 

○成績評価の規準 

心理学研究法Ⅰの研究計画に基づいて、データの収集、分析、考察を行うことができる。 

○評価の方法 

学則で定められた単位取得の条件を満たしていることを前提として、卒業論文の草稿となるレポート（論文

の現物、報告書、分析資料、メモなど）の提出 100% 

12．受講生への 

メッセージ 
担当教員が授業の中で提示する。 

13．オフィスアワ

ー 
担当教員が授業の中で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

担当教員 授業内容 

鈴木 康明 

【研究領域】臨床心理学、臨床死生学 

【受講者へのメッセージ】対人援助活動に役立つ方法と技術について、芸術療法を中心に学びます。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

成本 忠正 

【研究領域】認知心理学 

【受講者へのメッセージ】認知心理学分野のテーマを考えてもらいます。研究は実験法を用いてください。興

味がある方はご相談ください。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

新井 洋輔 

【研究領域】社会心理学（集団・組織心理学、対人心理学） 

【受講者へのメッセージ】①集団・組織の発足・運営に関わる問題と対応策、②集団・組織内における２者の

対人関係（キャリア教育やスキル継承に関わる問題）の研究を歓迎します。「組織

心理学」を履修していることが望ましく、研究手法は面接法と質問紙法が主になり

ます。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

大島 朗生 

【研究領域】臨床心理学 

【受講者へのメッセージ】将来、臨床心理士として働くことを希望している方々と一緒に学んでいければと思

っています。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

木村 純 

【研究領域】社会心理学、政治心理学 

【受講者へのメッセージ】社会心理をマクロ的視点からとらえる研究に興味がある人はご相談ください。質問

紙調査と統計的分析を用いた実証的研究を基本としていますが、内容分析、面接調

査、資料に基づいた歴史・文化研究などにも対応します。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

河野 等 

【研究領域】高齢者福祉、国際政治 

【受講者へのメッセージ】介護予防がどのようなシステムや概要になっており、どのような課題があるのか一

緒に考えましょう。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

末永 叔子 【研究領域】生理心理学、学習心理学、行動科学 



【受講者へのメッセージ】実験的手法を用いて心理現象を解明していきます。専門分野の文献講読から始めて、

徐々に実験手法を学んでもらいます。生理心理学と認知心理学を履修していること

が望ましいです。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

丹野 宏昭 

【研究領域】社会心理学、対人心理学、社会調査 

【受講者へのメッセージ】質問紙調査もしくは社会心理学的実験で測定できる現象であれば検討が可能です。

心理学基礎実験・心理学研究法の講義で扱った知識・技術は習得済みであることが

大前提としてすすめます。目的意識が明確であることが望まれます。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

谷口 恵子 

【研究領域】ソーシャルワーク教育、児童福祉、精神保健福祉 

【受講者へのメッセージ】ソーシャルワーク研究において最も大切なことは、「社会の役に立つ研究であるこ

と」と学生時代に教わりました。自身の中でも研究の意義を明確にし、取り組んで

いただきたいなと思います。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

佐藤 篤司 

【研究領域】臨床心理学、精神分析学、発達臨床心理学 

【受講者へのメッセージ】発達研究に興味のある人はご相談ください。質問紙調査による研究を基本とします。 

【オフィスアワー】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

久保 貴 

【研究領域】 犯罪心理学 

【受講者へのメッセージ】犯罪心理学は、犯罪・犯罪者・犯罪への対応策について、心理学の方法を用いてア

プローチします。統計解析を含む方法論の理解が大切です。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

平久江 薫 

【授業概要】心理学研究法演習Ⅰで作り上げた計画を基に、実際に調査研究を実施します。心理学研究論文の

書式に則り、卒業論文として完成させます。 

【研究領域】臨床心理学 

【受講者へのメッセージ】臨床心理学、心理療法、青年期の心等に関心のある方はご相談下さい。自ら積極的 

に学ぶ姿勢を持つ方を歓迎します。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

中野 真也 

【研究領域】 臨床心理学、家族療法・家族支援 

【受講者へのメッセージ】資格は問いませんが、将来的に臨床実践に役立てようとする研究テーマが望ましい

です。ご興味のある方は相談してください。 

【 オ フ ィ ス ア ワ ー 】第一回授業もしくは学生用掲示板にて通知する。 

 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP2180 

PSMP2150 
２．授業担当教員 若松 直樹 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特にありません． 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ

ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に
関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

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

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○評価のもとになるレポート課題 
カウンセリングという対人支援について，その特徴や課題を｢あなたの言葉｣でまとめなさい． 
○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】池田久剛『カウンセリングとは何か』ナカニシヤ出版，2004 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

みなさんは心のケアという対人支援に関心を向けてくれました．この場合，①心のケアとは何か，②他者を
支援するとは何かの少なくともふたつについて，自身の意見をもっていなければならないはずです． 
①にも②にも関連しますが，カウンセリング(心理学的支援法のひとつ)はみなさんにとって一生かかって取
り組まなければならない関わりの技法です． 
講義のみではなく，日常生活のありとあらゆる場面で①と②についての問題意識を高めてください． 

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 [削除] 
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１回 カウンセリングという視点 
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 フロイトと精神分析の系譜 
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 無意識 
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 自我と防衛 
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 性愛とエディプス･コンプレックス 
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 疾病論(1) 
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 疾病論(2) [削除 
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 治療構造 
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 第 7 章 『私を語る』を語る 
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 いわゆる三条件と呼ばれるものについて(1) 
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 いわゆる三条件と呼ばれるものについて(2) 
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 ロジャーズの価値観について 
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 第 11 章 エンカウンター･グループ 
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 体験過程 
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． 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：自身が描くカウンセリングへのイメージや期待，疑問について WEB 上から得られる情報を参考に

することも含め，自身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 1 回講義が終了したあと． 

提出期限：第 2 回講義において提出． 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･第 13 回講義(全体のまとめ)内での意見交換に理解を深める． 



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：カウンセリングが治療的に有効と考えられる場面(疾病など)について，WEB 上から得られる情報を

参考にすることも含め，自身の言葉でまとめる(WEB 情報を参考にした際は引用箇所を明示すること)． 

レポート形式：A4 用紙 1 枚(約 1,000 字) 

実施時期：第 6 回講義が終了したあと． 

提出期限：第 8 回講義において提出． 

事後学習：レポートの作成および添削指導･質疑応答･意見交換により検査の理解を深める． 

期末試験 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教員　　特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　病院（心理科）での心理技術員、及び大学附属の相談センターにおいて臨床心理士としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 

心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎  

（2 単位） ３．科目番号 PSMP2150 

２．授業担当教員 大島 朗生 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

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

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

グループ発表やロールプレイングを通じて、カウンセリングの基礎的な事項を体験的に学んでもらう。 

カウンセリングの基礎的な事項を理解していることを確認するために、2～3回レポート課題に取り組んで

もらうことを考えている。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】平木典子『新版 カウンセリングの話 (朝日選書)』朝日新聞社、2004。 

必要に応じて、参考資料等を配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

カウンセリングについて学ぶということは、自分自身を知ることであり、わからないことをわからないま

まで保持する能力を養うことでもある。 

カウンセリングという専門性の基礎をしっかりと身に付けてもらいたい。 

13．オフィスアワー 伊勢崎キャンパスの学生相談業務と兼任のため、授業開講時に周知する。 

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 カウンセリングの意味 
事前学習 Ⅰ.1. を読む。 

事後学習 カウンセリングの意味をノートにまとめる。 

第 2 回 カウンセリングの人間観 
事前学習 Ⅱ.1～Ⅱ.2. を読む。 

事後学習 人間観についてノートにまとめる。 

第 3 回 カウンセリングの源流を知る 1 
事前学習 Ⅱ.3.～Ⅱ.5. を読む。 

事後学習 3 つの源流についてノートにまとめる。 

第 4 回 カウンセリングの源流を知る 2 
事前学習 Ⅱ.6. を読む。 

事後学習 ロジャースの人間観をノートにまとめる。 

第 5 回 カウンセリング理論の前提 1 
事前学習 Ⅲ.1.～Ⅲ.2. を読む。 

事後学習 内容とプロセスについてノートにまとめる。 

第 6 回 カウンセリング理論の前提 2 
事前学習 Ⅲ.3.～Ⅲ.4. を読む。 

事後学習 2 つのモデルについてノートにまとめる。 

第 7 回 各論 1 精神分析的カウンセリング 
事前学習 Ⅳ.1. を読む。 

事後学習 精神分析的療法についてノートにまとめる。 

第 8 回 各論 2 来談者中心療法 
事前学習 Ⅳ.3. を読む。 

事後学習 人間中心主義についてノートにまとめる。 

第 9 回 各論 3 行動療法・論理療法 
事前学習 Ⅳ.4.～Ⅳ.5. を読む。 

事後学習 認知行動療法についてノートにまとめる。 

第 10 回 各論 4 家族カウンセリング 
事前学習 Ⅳ.8. を読む。 

事後学習 家族療法についてノートにまとめる。 

第 11 回 各論 5 新しいアプローチ 
事前学習 Ⅳ.11. を読む。 

事後学習 心理療法の統合についてノートにまとめる。 

第 12 回 カウンセラー観とカウンセラーのトレーニング 
事前学習 Ⅴ.1.～Ⅴ.4. を読む。 

事後学習 カウンセラー観についてノートにまとめる。 

第 13 回 カウンセラーの資格と倫理 
事前学習 Ⅴ.5.～Ⅴ.6. を読む。 

事後学習 資格と倫理についてノートにまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：「カウンセリングの理論の前提」について、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：6 回目終了後。 

提出期限等：6 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問がある場

合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：各論で学んだカウンセリングの理論を 1 つ取り上げて、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：11 回目終了後。 

提出期限等：11 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問がある

場合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 
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T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　NPO東京教育カウンセリング研究所　部長としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

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

３．科目番号 

PSMP2150 

PSMP2180 

SPMP2350 ２．授業担当教員 平久江 薫 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ

ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に
関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

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

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各回の振り返り用紙記入とは別に、期末レポート課題を課する。 

レポート課題：授業内で学んだ個人またはコミュニティへの支援のうち一つをテーマとして選び、その支援

法の要点と授業及び授業前後で自身が体験したことをまとめ記述する。詳細は講義終盤に通知する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定しない 

【参考書】窪内節子・吉武光世 『やさしく学べる心理療法の基礎』培風館、2003。 

     鑪幹八郎・名島潤慈編著 『心理臨床家の手引』誠信書房、2010。 

     渡辺三枝子 『新版カウンセリング心理学』ナカニシヤ出版、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学的支援法のベースである「カウンセリング」について、どのように生まれたのか、実際はどのような

技術であるのか、現代社会においてどのような意義を持つのか、その基礎について専門的に学んでいきまし

ょう。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 心理学的支援法について 自己

点検チェックリスト 

事前学習 
心理学的支援についてどのような事柄を学

びたいのかノートに記載する 

事後学習 自己点検チェックについての振り返り 

第２回 カウンセリングの歴史、意義、適用について 

事前学習 
カウンセリングについて知っていることや

そのイメージをノートに記載する 

事後学習 
カウンセリングについて新たに学んだこと

をノートにまとめる 

第３回 人間理解の理論１ 精神分析理論の確認と応用 
事前学習 

自分自身が日常で多く繰り返す人間関係の

問題パターンがないか検討してくる 

事後学習 交流分析から学んだことを振り返る 

第４回 人間理解の理論２ クライエント中心療法 
事前学習 

カール・ロジャーズの理論について予習して

おく 

事後学習 ロジャーズの人間観をノートにまとめる 

第５回 
人間理解の理論２ カール・ロジャーズのカウンセリン

グ 

事前学習 
もし自分ならばどのようなカウンセラーに

出会いたいか想像しノートに記載する 

事後学習 事前学習の内容を再び検討してみる 

第６回 人間理解の理論３ 行動療法・認知行動療法 

事前学習 
自身が苦手さ、恐怖を感じている事柄につい

てノートに記載する 

事後学習 
学習理論を活かした心理療法について復習

をする 

第７回 人間理解の理論４ 表現療法・芸術療法 
事前学習 自分自身の表現活動について振り返る 

事後学習 表現療法のワーク 

第８回 カウンセリングの基本ルール 
事前学習 

日常における相談とカウンセリングの違い

について想像したことをノートに記載する 

事後学習 上記について学んだことをまとめる 

第９回 
カウンセリングにおける見立て１ 発達段階 

各発達段階のクライエントとその関係者 

事前学習 
年齢によりカウンセリングにどのような違

いが出てくるか想像し記載しておく 

事後学習 
特定の年齢層におけるカウンセリング事例

について調べてみる 

  



 

 

第１０回 カウンセリングにおける見立て２ 病態水準 

事前学習 
アセスメントについて学んだことを復習し

ておく 

事後学習 
カウンセリングの見立てについて学んだこ

とをまとめる 

第１１回 カウンセリングのプロセス 初期～中期～終結期 

事前学習 事前に配布するプリントに目を通してくる 

事後学習 
カウンセリングの過程について学んだこと

をまとめる 

第１２回 カウンセラーの倫理 

事前学習 事前に配布するプリントに目を通してくる 

事後学習 
カウンセラーの倫理について自身の心構え

を検討しておく 

第１３回 心の健康教育、まとめ 

事前学習 
心の健康教育について自身の身近な経験を

思い起こしておく 

事後学習 
講義を通じて学んだことをどのように周囲

の人々に活かしていきたいか考える 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：フロイトの精神分析についてこれまで学習したことの復習及び調べ学習を行いレポートにまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚以内（1000 字程度）とする。 

実施時期：第１回講義後～第３回講義までに実施する。 

提出期限：第３回講義開始時に提出する。 

提出後、第３回講義にて精神分析理論の確認と応用学習を行う中で、各自の理解の確認と質問の受け付けを

行う。その後も随時、質問を受け付け指導する。 

事後学習：返却されたレポートと第３回講義での確認を踏まえ、学んだことをまとめておく。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 9 回の講義内容を踏まえて、支援を要する人の関係者への支援について学ぶ。クライエントの関係

者とはどのような人々から成り、どのようにクライエントの心に関係してくるかを考察する。また、システミックアプ

ローチとは何か調べてまとめる。以上についてレポートを作成する。 

レポート形式：A4 用紙１枚以内（1000 字程度）とする。 

実施時期：第 9 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回～第 13 回授業終了後に教室で行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 
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テキスト ボックス
　　医療法人での臨床心理士やスクールカウンセラーとしての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 心理学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GEBS1110 

２．授業担当教員 鈴木 克也 

４．授業形態 講義・演習(ディスカッションを含む) ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学系科目の中で最初に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 心理学は、人の行動や感情を科学的に研究することを通して、人間を理解しようとする学問である。 

 本科目では、心理学という学問の入門的な学習として、心理学への興味を高めるために、歴史や特徴を背
景とした心理学的思考法を体験的に学習する。また、心理学の主要な分野における最も基礎的な概念と理論
に幅広くふれながら、理解する。 

８．学習目標 

1. 心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができる。 

2. 心理学が生まれてきた歴史を概観し、説明することができる。 

3. 心理学的な思考方法を身につけ、心理学系専門科目を学ぶための基礎を身につける。 

4. 世間一般の心理学のイメージと、学問としての心理学との違いを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・教科書の該当箇所を事前に読んでくることをアサインメントとする。 

・レポート課題のテーマについては、第6回と第13回以降に提示する。テーマに関して、調べ学習した成果を

まとめることを課題とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

藤本忠明･栗田喜勝･瀬島美保子･橋本尚子･東正訓（著）『ワークショップ心理学』ナカニシヤ出版。 

【参考書】 

授業内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.心理学への興味を高め、後の心理学系専門科目の学習につなげることができたか。 

2.心理学が生まれてきた歴史を概観し説明することができたか。 

3.心理学的な思考方法を身につけ心理学系専門科目を学ぶための基礎が身についたか。 

4.世間一般の心理学のイメージと学問としての心理学との違いを理解し説明することができたか。 

○評定の方法 

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

グループ発表等への積極的参加、授業のまとめ等のアサインメント)50％、試験(小テスト等を含む)50％とし

て算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

「心理学」には多様な領域が含まれる。本講義では、領域を限定せず、幅広い視点から心理学を学ぶことに

なる。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 心理学とはなんだろう 

事前学習 
教科書第 1 章第 1 節を読み、心理学とは何か
を考えること 

事後学習 
オリエンテーションの配付資料を再読する
こと 

第２回 心理学の歴史 
事前学習 教科書第 1 章を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 3回 知覚心理学：見えの不思議 
事前学習 教科書第 2 章第 1 節を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 4回 学習心理学：学習の不思議 
事前学習 教科書第 2 章第 2 節を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 5回 認知心理学：記憶の不思議 
事前学習 教科書第 2 章第 3 節を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 6回 知覚心理学・学習心理学・認知心理学のまとめ 
事前学習 

知覚心理学、学習心理学、認知心理学につい

ての配付資料を読んで復習をすること 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 7回 発達心理学：発達を心理学しよう 
事前学習 教科書第 4 章を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 8回 社会心理学：対人関係を心理学しよう 
事前学習 教科書第 5 章を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 9回 発達心理学・社会心理学のまとめ 
事前学習 

発達心理学および社会心理学についての配
付資料を読んで復習すること 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 10回 
臨床心理学：こころの健康を心理学しよう１ 

適応 

事前学習 教科書第 8 章第 1 節を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 11回 
臨床心理学：こころの健康を心理学しよう２ 

ストレス 

事前学習 教科書第 8 章第 2 節を読むこと 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 



 

 

第 12回 臨床心理学のまとめ 
事前学習 

臨床心理学についての配付資料を読んで復
習をすること 

事後学習 講義で配布した資料を読んで復習すること 

第 13回 総括 心理学を役立てる 
事前学習 教科書第 10 章を読むこと 

事後学習 総括の配付資料を読んで復習すること 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 1 回から第 5 回の授業で扱った範囲のなかから、「興味を持った心理学の分野」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000字程度) 

提出時期：第 7回の授業開始時に提出する。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回から第 12回の授業で扱った範囲のなかから、「興味を持った心理学の分野」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚(1,000字程度) 

提出時期：第 8回の授業開始時に提出する。 

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

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

 

 

 

 

 



１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアデザイン （2単位）
３．科目番号 PSMP1101

２．授業担当教員 アカデミックアドバイザー（1年）

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期

６．履修条件・

他科目との関係
特になし。

７．講義概要

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理

学近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくた

めの基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリ

アを展開させることが想定されている。

本科目では、改めて心理学部に入学したことを踏まえて、心理学を学ぶことの意義を考えながら、心理

学を活かした職業やキャリアの多様性を学び、社会人として踏み出すための自己理解と、将来働く場につ

いての理解を促す。

８．学習目標

1. 教養としての心理学の汎用性について理解できるようになる。

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。

９．アサイメント

（宿題）及びレポー

ト課題

１．自分はなぜ進学したか、なぜ心理学を選んだのか、なぜ東京福祉大学を選んだのか

２．どのような仕事に就きたいのか。そのためにはどういう学生生活を送れば良いか

３．受けた影響を踏まえて自分の価値観を見直して、どのように生きていきたいか

４．自分の性格や価値観を踏まえた上で、どのような職業選択をしていきたいのか

５．心理学を活かす職業、あるいは一般企業でどのように心理学をいかせるのか

６．心理学を活かして、どのような人生設計をしたいか

10．教科書・参考書・

教材

【教科書】

宮城まり子『心理学を学ぶ人のためのキャリデザイン』東京図書、2007。

【参考書】

（本学）2018 履修要綱

11．成績評価の規準と評

定の方法

○成績評価の規準

授業やレポートを通して以下の 3点について、理解を深めたかどうかを評価する。

1．学問として心理学を学習するだけでなく、日常生活や就職にどのように生かせるのか考えることができ

る。

2. 心理学を学んだ者には多様なキャリアがあることを知る。

3. 自分にとっての働く意味を考え、どのような資格取得を目指すかについて決められるようになる。

○評定の方法

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

勢 40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。

12．受講生への

メッセージ

１．理想とする将来の自分を実現するためにどのような仕事・職業や働き方が相応しいかを考え、目標設

定を行い、実現に向けて設計していただきます。そのためにも、積極的に質問をしてください。また、

授業での様々課題に積極的に取り組んでください。

２．特にクラスへの貢献度を積極的に評価します。その一方、遅刻、欠席、早退、無断退室、代返、私語、

居眠り、携帯いじり、演習やディスカッションへの不参加、その他授業妨害や迷惑行為が減点の対象

となりますので、注意してください。

３．初回授業で受講ルールの詳細を説明するので、受講者は必ず初日の授業に出席してください。

４．受講生の理解度や要望によりシラバス内容を調整する場合があります。

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

（諸注意・評価方法などの説明）

（大学卒業後のキャリアについて）

事前学習
本学の履修要綱およびシラバスを熟読しておく。心理学

知識の重要性について考えておく。

事後学習
大学時代に身に付けておきたいことは何か？卒業後に必

要となる能力・技術について深く考える。

第２回

キャリア、デザイン、キャリアデザインとは？

（その意味と意義について）

（グループディスカッション・発表）

事前学習
教科書 pp.13～17 を通読し、キャリア教育を行う意味に

ついて理解しておく。

事後学習
大学生活におけるキャリアデザインの重要性について深

く考える。

第３回

大学時代に何をすべきか？

（すべきこと・やりたいこと）

（グループディスカッション・発表）

事前学習 大学生としてすべきこと・やりたいことを考えておく。

事後学習
自分にとって大学時代にすべきこと・やりたいことを深

く考える。

第４回

有用な人材になるためには？

（必要な能力・技術について）

（グループディスカッション・発表）

事前学習
有用な人材として社会・職場で認められるには何が必要

かを考える。

事後学習
有用な人材になるための必要な能力・技術についてまと

める。

第５回
勉強に身が入らないのはなぜか？

（その原因について）
事前学習

学習におけるモチベーションを向上させる方法について

考えておく。



（グループディスカッション・発表）
事後学習

特に何となく心理学を専攻した人は、自分にとってどの

ような意義があるのかについて考える。

第６回

自分の強み・弱みを知る

（自分の性格とは？）

（グループディスカッション・発表）

事前学習
どのような性格がどのような職業に向いているのかを考

えてみる。

事後学習 自分の性格を理解しておく。

第７回

価値観を考えてみる

（自分は何に価値を置いている？）

（グループディスカッション・発表）

事前学習
価値観が職業選択にどのように影響するのかを考えてお

く。

事後学習 自分が持っている価値観を理解する。

第８回
価値観を考えてみる

（検査の実施）

事前学習 検査を実施するので、事前学習の必要はない。

事後学習
自分の性格、職業適性、仕事を選ぶ時の価値観の３つに

ついてそれぞれを関連させながら、自己理解を深める。

第９回
心理学部生の就職先について

（心理学を活かせる職業：一般企業）

事前学習
心理学を勉強することで活かせることについて考えてみ

る。

事後学習
一般企業で役に立つ心理学について理解を深める。「何

を」「いつ」準備するのかを考える。

第１０回
心理学部生の就職先について

（心理学を活かせる職業：公務員）

事前学習
心理学を勉強することで活かせる公務員職を考えてみ

る。

事後学習
福祉職・心理職について理解を深める。「何を」「いつ」

準備するのかを考える。

第１１回

大学時代に様々な経験を積む重要性

（教養教育の意義・学外活動の大切さ）

（グループディスカッション・発表）

事前学習
取り扱う心理学について、シラバスの概要に目を通して

おく。

事後学習
学んだ内容について、なぜ心理学部で学習するのかにつ

いてあらためて考える。

第１２回
リサーチ研究発表

（心理学領域と職種）

事前学習 発表準備。

事後学習 他のグループ発表の内容をまとめる。

第１３回

－まとめ－

12回の授業を通して、これから将来に向かっ

てどのような大学生活を送っていきたいのか

について考える

事前学習
これまで学習した内容を振り返り、どのように大学生を

送っていくかについて考える。

事後学習

これまでの授業を他の人たちはどのようにとらえている

のかを参考にしながら、あらためて自分の大学生活をど

うするのかについて考究する。

課題研究

１

課題研究テーマ：授業で取り扱った、大学時代にすべきこと・身に着けておくべきことについてレポートにまとめてく

ださい。

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自

分で調べた分をまとめてください。

事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。

課題研究

２

課題研究テーマ：授業で取り扱った、心理学を生かした就職先についてレポートにまとめてください。また、自身の進

路希望についても示してください。

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自

分で調べた分をまとめてください。

事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。



 

 

１．科目名（単位数） 心理学を活かしたキャリアマネジマント （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP2102 

SPMP2312 
２．授業担当教員 平久江 薫・中野 真也・谷口 恵子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学を活かしたキャリアデザインを履修していること。 

７．講義概要 

心理学部の学生は、心理学の各分野の理解を深めると共に、社会福祉、精神保健福祉、教育などの心理学

近接領域におけるヒューマンサービスの実情を学び、それぞれの現場で心理学の知見を応用していくための

基礎的な力を身につけることが期待されている。その背景には、心理学を学ぶ学生が、多様なキャリアを展

開させることが想定されている。本科目では、1 年次に開講されている「心理学を活かしたキャリアデザイ

ン」において学んだことを踏まえて、心理学を活かした将来展望やキャリア形成について、より実践的に考

える。特に資格取得を想定している場合は、資格を活かして働く自分をイメージし、実現するためには何を

成すべきかについて整理する。 

８．学習目標 

1. 心理学の汎用性を活かした多様なキャリアを具体的にイメージできるようになる。 

2. 多様なキャリアの中から、自分の強みを生かせるキャリアを探すことができるようになる。 

3. 将来、自分が働いている姿について具体的なイメージを形成し、実現していくアクションプランを立てる

ことができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各授業内容に関するワークシートやレポートを作成する。 

２．演習・グループディスカッションの結果を発表する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

なし。 

【参考書】 

適宜講義内容に応じて授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

授業やレポートを通して以下の 4点について、理解を深めたかどうかを評価する。 

１．自分が目指したい業種・職種を明らかにする。 

２．就職活動はどのような手順で進められるのかについて理解できる。 

３．社会人としてのマナーを理解し、実践できるともに働くために必要な人間関係スキルについて理解し、

実践することできる。 

４．働く人のメンタルヘルスについて理解できる 

○評定の方法 

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

40％、試験及び課題レポート 60％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

１．積極的に質問をしてください。また、授業で出された様々な課題に積極的に取り組んでください。 

２．特にクラスへの貢献度を積極的に評価します。その一方、遅刻、欠席、早退、一時の無断退室、代返、

私語、居眠り、携帯いじり、演習やディスカッションへの不参加、その他授業妨害や迷惑行為が減点の

対象となりますので、注意してください。 

３．授業中の私語および携帯電話の使用は厳禁とします。 

４．初回授業で受講ルールの詳細を説明するので、受講者は必ず初日の授業に出席してください。 

13．オフィスアワー オフィスアワーについては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 

イントロダクション 

（諸注意・評価方法などの説明） 

（キャリア理解のおさらい） 

事前学習 
シラバスの講義概要と学習目標を読む。1 年次で学習したキ

ャリアデザインを振り返る。 

事後学習 
キャリアマネジメントとは何かについて理解する。目標とす

る将来の職業について深く考える。 

第２回 
日本の組織とキャリアシステム 

（終身雇用・年功序列・日本的経営） 

事前学習 

日本のキャリアシステムの特徴について調べて、要点をまと

めておく。併せて、それらの特徴が現在どのように変化して

いるのか（変化していないのか）について考える。 

事後学習 講義内容を振り返り、事前にまとめた要点を修正する。 

第３回 

仕事とは何か 

（自分にとっての価値・組織にとっての価

値・社会的役割） 

事前学習 
「組織は社員に何をもとめているのか」についての理解を深

めておく。 

事後学習 自分と組織にとっての価値・社会的役割について復習する。 

第４回 
組織社会化、組織が社員に求めること 

（新入社員の仕事について考える） 

事前学習 新入社員が求められる仕事について考える。 

事後学習 講義内容を振り返り、事前にまとめた要点を修正する。 

第５回 

職場の人間関係 

（上司・先輩・同期・他部署の人とのコミ

ュニケーション） 

事前学習 
職場における対人コミュニケーションの重要性について考

える。 

事後学習 講義内容を振り返り、事前にまとめた要点を修正する。 

第６回 
チームで働く 

（リーダーシップ理論の紹介） 

事前学習 「優秀なリーダーに必要な条件」を５つ列挙する。 

事後学習 
２つの理論に基づいて、これまでに関わったリーダーを整理

する。 

  



 

 

第７回 
チームで働く 

（チームワークに関する主な理論の紹介） 

事前学習 
参考書をもとにチームワークに関する社会心理学的理論を

確認する。 

事後学習 
現実のチーム・プロジェクトに諸理論をどう適用できるか考

察する。 

第８回 

職場への適応 

（メンタルヘルスの主な理論・企業の取り

組み） 

事前学習 成人の精神疾患について調べておく。 

事後学習 授業内で取り扱った精神疾患についてまとめる。 

第９回 

職場への適応 

（ストレスマネジメント：ストレスについ

て理解し、その対処法を学ぶ） 

事前学習 
ストレスを感じる場面とその場面に対する自己流のストレ

ス対処法を書き出してくる。 

事後学習 授業で学んだストレス対処法を実践する。 

第１０回 
仕事と生活 

（ワークライフ・バランスについて） 

事前学習 
仕事と生活の調和（ワークライフ・バランスについて）の定

義を調べておく。 

事後学習 
出身都道府県における「ワークライフ・バランス」の取り組

みを、各自がインターネットで確認しておく。 

第１１回 

キャリア発達理論 

（長期にわたるキャリアの見通しについ

て） 

事前学習 
ライフサイクルの中でのキャリアの位置づけ、あり方を考え

てくる。 

事後学習 
講義・ディスカッション・発表で学んだことを共有し理解す

る。 

第１２回 
キャリア・トランジション論 

（転職など、キャリアの移行期について） 

事前学習 
ライフサイクルの中での転職やキャリアの移行の位置づけ、

あり方を考えてくる。 

事後学習 
講義・ディスカッション・発表で学んだことを共有し理解す

る。 

第１３回 

まとめ 

（キャリアデザイン・キャリアマネジメン

トの再考） 

事前学習 
これまでに学習した内容を振り返り、心理学部生としてどの

様な大学生活を送るかについて考える。 

事後学習 
これまでの授業内容を自分なりにまとめ、キャリアデザイン

およびキャリアマネジメントの重要性を理解する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：大学１年での自らの学習や生活を振り返り、課題（大変だったこと、思い通りにいかなかったこと、

準備など）と２年次以降の大学生活をどうしていくかについて考えを述べなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 1 回授業後に実施する。 

提出期限：第 2 回授業開始時に提出する。 

     教員が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付け、

理解を促すこととする。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：働くことの実際について理解する。組織で働いている自身の身近な人にインタビューをしてその内容

をまとめる。組織に貢献しようと努力していること、働く中で苦労をしていることの２点を含め、関

心のあることについて尋ねること。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1000 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を随時行う。毎回の授業において継続的に質疑を行い、理解を深め

る。 

事後学習：授業での質疑や指導を踏まえインタビュー協力者にフィードバックし、最終的に学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理的アセスメント／心理検査法 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3123 

２．授業担当教員 大島 朗生 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学において、必須の知識である必要な心理査定の技術の基礎を習得する。担当教員が選定した
代表的な心理検査について、1.理論的背景、2.実施方法、3.結果の整理方法、4.解釈方法、5.利用上の注
意点、6.適応範囲と限界 などを理解することを目的とする。心理検査法の基礎的な事項（理論や施行法）
を身に付けるために、演習を重視する。 
具体的には、 

1.担当箇所の心理検査をレジュメにまとめて、プレゼンテーションを行う。 
2.検査者・被検者体験、心理検査の事例等に関してグループディスカッションを行う。 
3.実施した心理検査に関して、レポートを提出する。 

といった方法で、各検査法の特徴と臨床現場での使用の仕方を体験的に学ぶ。 

また、時間がゆるせば、1.査定法の選び方、2.環境の整え方、3.結果の報告やフィードバックの仕方 な

どについても検討する。 

８．学習目標 
 心理査定法の中でも、特に心理検査法に焦点をあてる。演習を行うことによって心理査定の基礎的な技

術を身につけ、活用できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

代表的な心理検査について、基礎的な知識が身についていることを確認するためのレポート課題を課す。 
レポート課題は全部で3本程度課す予定でいる。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
松原達哉 編『臨床心理アセスメント 新訂版』丸善出版、2013。 

※必要に応じて、適宜資料を配布する。 

※心理検査に関しては、実習を伴うために別途実費（検査用紙代等）が必要な場合がある。 
委細は開講時に説明する。 

【参考書】 

松原達哉・福島脩美 編『カウンセリング心理学ハンドブック（下巻）』金子書房、2011。 
松原達哉 編著『第 4版 心理テスト法入門』日本文化科学社、2004。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 

２．心理検査の概要について理解を深め、適切な発表ができる。 

３．心理検査について学んだことについて、明瞭かつ論理的な文章で説明ができる。 

○評定の方法 

受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢、心理検査に関する発表、課題レポート等を総合し

て総合的に評価する。 

１．受講態度や討論への参加といった授業に取り組む姿勢  30％ 

２．心理検査に関する発表                30％ 

３．課題レポート                    40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

他の授業との関係で、重複して取り扱われる心理検査が出てくることが考えられるため、心理検査法で 
取り扱う心理検査の詳細については開講時に改めて周知する。 

授業を通じて、心理アセスメントについて理解を深め、自分自身を再発見することを期待している。 

13．オフィスアワー 伊勢崎キャンパスの学生相談業務と兼任のため、授業開講時に周知する。 
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 臨床心理査定概論 
事前学習 

教科書の第 1 章を熟読し、「臨床心理アセスメントの目的」につ
いてまとめる。 

事後学習 
心理アセスメントの目的について、グループディスカッションを
した内容を整理してまとめる。 

第２回 臨床心理査定の種類 
事前学習 

教科書の第 3 章を熟読し、「心理検査の種類と内容」についてま
とめる。 

事後学習 心理査定の内容について、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第３回 
心理検査各論Ⅰ 
 発達検査 1 

事前学習 教科書の第 4章を熟読し、「発達検査総論」の要旨をまとめる。 

事後学習 
発達検査について、グループディスカッションをした内容を整理
してまとめる。 

第４回 
心理検査各論Ⅰ 
 発達検査 2 

事前学習 
教科書の第 4 章を熟読し、「遠城寺式乳幼児分析的発達検査」の
概要についてまとめる。 

事後学習 
遠城寺式乳幼児分析的発達検査について、体験学習を踏まえて振
り返りを行う。 

第５回 
心理検査各論Ⅱ 
 知能検査 1 

事前学習 
教科書の第 5 章を熟読し、「知能測定の意義と目的」についてま
とめる。 

事後学習 
知能測定の目的について、グループディスカッションをした内容
を整理してまとめる。 

第６回 
心理検査各論Ⅱ 
 知能検査 2 

事前学習 
教科書の第 5 章を熟読し、「ビネー式知能検査」の概要について
まとめる。 

事後学習 
ビネー式知能検査について、体験学習を踏まえて振り返りを行
う。 

  



 

 

第７回 
心理検査各論Ⅱ 
 知能検査 3 

事前学習 教科書の第 5章を熟読し、「WISC-Ⅳ」の概要についてまとめる。 

事後学習 WISC-Ⅳについて、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第８回 
心理検査各論Ⅱ 
 知能検査 4 

事前学習 
教科書の第 5 章を熟読し、「高齢者の認知機能に関する検査」の
概要についてまとめる。 

事後学習 
高齢者の認知機能に関する検査について、体験学習を踏まえて振
り返りを行う。 

第９回 
心理検査各論Ⅲ 
 質問紙法（性格・人格検査）1 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「人格検査の種類」についてまとめる。 

事後学習 
人格検査の種類について、グループディスカッションをした内容
を整理してまとめる。 

第１０回 
心理検査各論Ⅲ 
 質問紙法（性格・人格検査）2 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「TEG」の概要についてまとめる。 

事後学習 TEGについて、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第１１回 
心理検査各論Ⅲ 
 質問紙法（性格・人格検査）3 

事前学習 
教科書の第 6章を熟読し、「YG性格検査」の実施方法についてま
とめる。 

事後学習 
YG 性格検査の実施方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

第１２回 
心理検査各論Ⅲ 
 質問紙法（性格・人格検査）4 

事前学習 
教科書の第 6章を熟読し、「YG性格検査」の採点方法・解釈方法
についてまとめる。 

事後学習 
YG 性格検査の解釈方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

第１３回 
心理検査各論Ⅳ 
 質問紙法（不安・ストレス検査）1 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「SDS」の概要についてまとめる。 

事後学習 SDSについて、体験学習を踏まえて振り返りを行う 

第１４回 
心理検査各論Ⅳ 
 質問紙法（不安・ストレス検査）2 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「ISE-R」の概要についてまとめる。 

事後学習 ISE-Rについて、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第１５回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（ロールシャッハテスト）1 

事前学習 
教科書の第 6 章を熟読し、「ロールシャッハテスト」の施行方法
についてまとめる。 

事後学習 
ロールシャッハテストの施行方法について、体験学習を踏まえて
振り返りを行う。 

第１６回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（ロールシャッハテスト）2 

事前学習 
教科書の第 6 章を熟読し、「ロールシャッハテスト」の採点方法
についてまとめる。 

事後学習 
ロールシャッハテストの採点方法について、体験学習を踏まえて
振り返りを行う。 

第１７回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（ロールシャッハテスト）3 

事前学習 
教科書の第 6 章を熟読し、「ロールシャッハテスト」の解釈方法
についてまとめる。 

事後学習 
ロールシャッハテストの解釈方法について、体験学習を踏まえて
振り返りを行う。 

第１８回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（ロールシャッハテスト）4 

事前学習 
教科書の第 6 章を熟読し、「ロールシャッハテスト」の理論的背
景についてまとめる。 

事後学習 
ロールシャッハテストの理論的背景について、体験学習を踏まえ
て振り返りを行う。 

第１９回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（TAT）1 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「TAT」の施行方法についてまとめる。 

事後学習 TATの施行方法について、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第２０回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（TAT）2 

事前学習 
教科書の第 6章を熟読し、「TAT」の採点方法・解釈方法について
まとめる。 

事後学習 TATの解釈方法について、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第２１回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（SCT）1 

事前学習 教科書の第 6章を熟読し、「SCT」の施行方法についてまとめる。 

事後学習 SCTの施行方法について、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第２２回 
心理検査各論Ⅴ 
 投影法（SCT）2 

事前学習 
教科書の第 6章を熟読し、「SCT」の採点方法・解釈方法について
まとめる。 

事後学習 SCTの解釈方法について、体験学習を踏まえて振り返りを行う。 

第２３回 心理検査各論Ⅵ 描画法 1 
事前学習 

教科書の第 6 章を熟読し、「バウムテスト」の施行方法について
まとめる。 

事後学習 
バウムテストの施行方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

第２４回 心理検査各論Ⅵ 描画法 2 
事前学習 

教科書の第 6 章を熟読し、「バウムテスト」の採点方法・解釈方
法についてまとめる。 

事後学習 
バウムテストの解釈方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

第２５回 心理検査各論Ⅵ 描画法 3 
事前学習 

教科書の第 6 章を熟読し、「人物画テスト」の施行方法について
まとめる。 

事後学習 
人物画テストの施行方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

第２６回 心理検査各論Ⅵ 描画法 4 
事前学習 

教科書の第 6 章を熟読し、「人物画テスト」の採点方法・解釈方
法についてまとめる。 

事後学習 
人物画テストの解釈方法について、体験学習を踏まえて振り返り
を行う。 

  



 

 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：発達検査・知能検査の概要について、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：8 回目終了後。 

提出期限等：8 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問がある

場合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：質問紙法の概要について、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：14 回目終了後。 

提出期限等：14 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問があ

る場合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 

課題研究 
3 

課題研究テーマ：投影法の概要について、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：22 回目終了後。 

提出期限等：22 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問があ

る場合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 

課題研究 
4 

課題研究テーマ：描画法の概要について、理解したことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1200 字程度） 

実施時期：26 回目終了後。 

提出期限等：26 回目終了後、2 週間以内に提出すること。提出先は担当教員とする。コメントなどについて質問があ

る場合は、アポイントメントを取ること。 

事後学習：レポート作成と指導から学んだことをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神科ソーシャルワーク論Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 SCMP2126 

２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 講義、集団討議、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 相談援助を実施するにあたって、基礎となるべき事柄を学ぶ。特に本授業では総合低包括的な援助及び

地域福祉の基盤整備と開発を含めた精神保健福祉士の役割と意義について学ぶ。さらに同じ相談援助の専

門職である社会福祉士の役割と意義について学ぶとともに、人権尊重、社会正義、利用者主体などの相談

援助の理念について理解を深め対人援助の専門職としての基盤を養うことを目的とする。 

８．学習目標 

以下の点について理解することが期待される。 

①精神保健福祉士の役割と意義 

②社会福祉士の役割と意義 

③相談援助の概念と範囲 

④相談援助の理念 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート① 

「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義（2014）」を熟読し、「定義」、「中核となる任務」、「原

則」、 

「知」、「実践」から一つを選択し、その解説と、自分が精神保健福祉士になった時にどのように実践に

活 

かすかについて論述しなさい」 

課題レポート② 

「精神障害者のリカバリーを支えるとはどういうことかについて論述しなさい」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会『精神保健福祉士養成セミナー ３（第 6 版）「精神保健福祉相談

援助の基盤[基礎] [専門]」』へるす出版、2017。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる基礎的内容を理解することができているか。 

２．レポート課題にそった内容が論理的に述べられているか、正しい文法表記、適切な用語と漢字で記載

されているか、提出期限が守られているか。 

３．授業を受ける基本的マナー（出席状況、持ち物、提出物など）および授業に積極的に参加しているか。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 40％ 

２ レポート  ： 総合点の 40％ 

３ 授業態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱは精神保健福祉士の専門性を学ぶ上での基盤となる内容で連動して構成

されている科目です。事前学習と事後学習をしっかり行って授業に臨み理解を深め単位を落とすことのな

いようにして下さい。この科目が理解できることで、精神保健援助技術論、演習、実習へとつながること

ができますので、しっかりと学ぶよう心がけて下さい。当然のことですが、欠席、遅刻、早退をしないこ

とはもちろんのこと、授業中には集中して積極的に参加して下さい。 

13．オフィスアワー 別途通知する（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

精神科ソーシャルワーク論を学ぶ意義と授業概要 

精神保健福祉士の役割と意義① 

精神保健福祉士成立に至る歴史的経緯 

事前学習 
テキスト刊行にあたって、pp.1～13、pp.129～137を

読んでくること。 

事後学習 
精神保健福祉士が国家資格として成立するに至る経

緯をまとめること。 

第２回 
精神保健福祉士の役割と意義② 

精神保健福祉士の専門性と社会福祉士の専門性 

事前学習 テキスト pp.14～19を読んでくること。 

事後学習 
法律で規定されたそれぞれの役割と機能をまとめる

こと。 

第３回 
精神保健福祉士の専門職倫理① 

日本精神保健福祉士協会倫理綱領 

事前学習 
日本精神保健福祉士協会の倫理綱領を読んでくるこ

と。 

事後学習 現行の倫理綱領に至る背景についてまとめること。 

第４回 

精神保健福祉士の専門職倫理② 

専門職倫理とジレンマ   

事例によるディスカッション 

事前学習 
想定される専門職倫理とジレンマについて考えてく

ること。テキスト pp.61～69を参考にすること。 

事後学習 
事例におけるジレンマ分析をふり返り、倫理綱領が

どのように機能するのか考察すること。 

第５回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士① 

ソーシャルワークの発展過程 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの発展過程を時系列で整理するこ

と。 

  



 

 

第６回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士② 

イギリスにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.43～60を読んでくること。 

事後学習 
イギリスにおけるソーシャルワークの歴史とわが国

への影響についてまとめること。 

第７回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士③ 

アメリカにおける精神保健福祉の歴史 

事前学習 テキスト pp.129～130を読んでくること。 

事後学習 
アメリカの精神保健福祉発展の理解とわが国への影

響をまとめること。 

第８回 
ソーシャルワークの形成課程と精神保健福祉士④ 

イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史 

事前学習 
イタリアの脱施設化について、文献などを探して調

べてくること。 

事後学習 
イタリア、北欧における精神保健福祉の歴史と新し

い取組みについてまとめること。 

第９回 

相談援助の範囲と概念①  

ソーシャルワーク専門職のグローバル定義「定

義」、「中核となる任務」、「原則」、「知」、「実

践」 

事前学習 
テキスト pp.35～43 を読み、ソーシャルワーク専門

職のグローバル定義について考察してくること。 

事後学習 
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関する

課題レポートを作成すること。 

第 10 回 
相談援助の範囲と概念②  

ソーシャルワーク実践の総合的理解 

事前学習 
これまでの学習を通して、ソーシャルワークとは何

かについて考察をしてくる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践の価値、目的、領域、対象、方

法などの概要を体系的にまとめること 

第 11 回 

相談援助の価値と理念① 

ソーシャルワークの支援関係における価値と理念 

利用者主体と自立支援、協働による支援関係とは 

ディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、支援関係の転換につい

てまとめてくること 

事後学習 
ディスカッションを通して考えた協働による支援関

係いついてまとめること 

第 12 回 

相談援助の価値と理念② 

人権尊重、社会正義、社会的包摂、ノーマライゼ

ーション、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75 を読み、人権の尊重、社会正義

などについて考えてくること 

事後学習 
授業で学んだ価値と倫理のキーワードについてまと

めること 

第 13 回 

相談援助の価値と理念③ 

尊厳の保持、権利擁護、エンパワメント、リカバ

リー、キーワードに基づくディスカッション 

事前学習 
テキスト pp.61～75を読み、尊厳の保持、権利擁護、

エンパワメントなどについて考えてくること 

事後学習 
精神障害者のリカバリーについて考察し、課題レポ

ート②を作成すること 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第 4回の講義内容を踏まえて、「精神保健福祉士の専門職倫理」についてレポートにまとめな

さい。 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 6回授業終了後等に教室で行う。 

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

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第５回～第８回の講義内容を踏まえて、関心のあった国を選び「精神保健福祉の歴史」についてレポ

ートにまとめなさい。（例：イタリアにおける精神保健福祉の歴史について） 

レポート形式：A4用紙 1枚、ワープロで作成、横書き、40字×40字設定、本文 1400字程度 

実施時期：第８回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後等に教室で行う。 

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

事後指導：レポート作成と添削指導・質疑応答を通し学んだことをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神疾患とその治療／精神医学  （4単位） 

３．科目番号 

SSMP3324 

SCMP2124 

SBMP3324 

EDHE2306 
２．授業担当教員 種市 摂子 

４．授業形態 講義、グループ発表および全体討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

公認心理師、精神保健福祉士（および他の援助専門職）としての実務に役立つ精神疾患とその治療（精神

医学）の基本知識を身につける。統合失調症、躁うつ病など、主要な疾患の学習を通して、精神障害者の心

理社会的側面についての理解を深める。脳および神経の生理・解剖、臨床および分子遺伝学の概要を把握し、

その生物学的側面についても留意する。代表的な精神疾患の従来診断、DSM診断、ICD診断を学習する。薬

物療法はもとより、さまざまな精神療法的アプローチについても学習する。また、精神障害者を地域社会の

なかで治療するための地域精神医療について学習する。そこでは当然、医療機関との連携、チーム医療、人

権擁護が必要とされる。 

総論は、各論（各疾患）にある程度なじみができないと理解が困難である。具体的な各疾患を学習する中

で総論の内容にふれていく。そして各論を一通り学習してから、改めて総論について通して学ぶという順番

で学習していく。 

８．学習目標 

以下の項目について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

1.精神疾患とその治療 / 精神医学、精神医療の歴史を理解し、説明することができるようになる。 

2.脳および神経の生理・解剖の基礎し、説明することができるようになる。 

3.精神医学の概念について理解し、説明することができるようになる。 

4.精神疾患の従来診断および操作診断について理解し、説明することができるようになる。 

5.代表的な精神疾患について、病因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援について理解し、

説明することができるようになる。 

6.向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化ついて理解し、説明することができるようになる。 

7.精神科病院等における専門治療の内容および特性について理解し説明できるようになる。精神療法、家

族療法など心理社会的アプローチの概要について理解し、説明することができるようになる。 

8.公認心理師、精神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員として関わる際に担うべき役割について理解

し、説明することができるようになる。 

1. 9.医療機関、福祉および関連機関との連携の重要性について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

各人、興味をもった疾病についてレポートを課す予定である。 

疾病の実際については、南カリフォルニア大学（USC）編「シミュレーションによる精神科患者インタビュ

ー」（日本語吹きかえビデオ）各巻を閲覧し、理解を深める予定である。 

各巻の内容は以下の通りである。 

①双極感情障害 躁病性、②神経性無食欲症、③大うつ病 単一エピソード、④反社会的人格障害、⑤アルコ

ール乱用、⑥精神分裂病性障害 解体型、⑦双極感情障害 うつ病性、⑧気分変調性障害 抑うつ神経症、⑨依

存性人格障害、⑩恐慌発作を伴う空間恐怖症、⑪アルコールおよび薬剤性痴呆、⑫精神分裂病性障害 妄想型。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

新・精神保健福祉士養成講座１『精神疾患とその治療』第 2版、中央法規。 

【参考書】 

『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』医学書院。 

精神保健福祉士養成セミナー 1『精神医学―精神疾患とその治療』第 6版、へるす出版。 

精神保健福祉白書編集委員会『精神保健福祉白書 2018年版』中央法規出版。 

【教 材】 

南カリフォルニア大学(USC)編『シミュレーションによる精神科患者インタビュー』（日本語吹きかえビデオ） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神疾患とその治療（精神医学）の基礎的、基本的事項を理解し、多肢選択問題に十分に対応できるか。 

２．記述問題に対応できるだけのロジカルな思考能力をどれだけ身につけているか。 

○評定の方法 

１ ミニテスト、課題レポート         総合点の５０％ 

２ 授業への積極的参加             総合点の５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

実際の疾患に遭遇したことのない段階での学習は、疾病や対応のイメージがわきにくいと思います。視覚教

材で補います。将来、精神科領域の現場で働いた時に、そのレジメやノート、教科書の内容が目の前の出来

事と結びつくでしょう。 

13．オフィスアワー 講義の前後の時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

全体のオリエンテーション、精神医学、精神保健学、精

神科リハビリテーションの関連について、疾病構造の変

化、最近の精神医学、精神医療のトピックについて。 

事前学習 
最近の精神疾患に関する話題についてどのよう

なことが思いつくか、各自挙げてみる。 

事後学習 配布プリントの復習（教科書 pp.256～269）。 

第２回 

症状性を含む器質性精神障害：意識障害、健忘症状群、

痴呆（アルツハイマー型痴呆、脳血管性痴呆、びまん性

レビー小体病、ピック病など）、軽度認知機能障害

（MCI）、AchE阻害剤（ドネペジル） 

事前学習 教科書 pp.74～82を読んでくる。 

事後学習 
三大認知症と皮質下認知症を列挙し、それぞれ

の臨床経過をまとめておくこと。 

  



 

 

 

第３回 
てんかん：定義、疫学、病因、発作閾値、分類、発作の

タイプ、診断、治療、脳波検査法と脳波周波数の分類 

事前学習 教科書 pp.90～96を読んでくる。 

事後学習 
てんかんの各種類と特徴についてまとめておく

こと。 

第４回 

精神作用物質使用による精神および行動の障害：急性中

毒、依存、離脱状態、フラッシュバック、アルコール関

連障害（振戦せん妄を含む） 

事前学習 教科書 pp.97～112を読んでくる。 

事後学習 
精神作用物質の種類と特徴、治療についてまと

めておく。 

第５回 

統合失調症 1：概念の歴史、診断・徴候・症状（ブロイ

ラーの症状基準、シュナイダーの一級症状、DSM-５の

診断基準）、病型、経過と予後 

事前学習 教科書 pp.113～131を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症にみられる各種精神症状についてま

とめておく。 

第６回 

統合失調症 2：疫学、病因（遺伝学的、生物学的、心理

社会的）、治療（薬物療法、ECT、その他）、妄想性障害

および他の精神障害 

事前学習 
統合失調症の障害とはどのようなことなのか、

自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 統合失調症の治療、対応についてまとめておく。 

第７回 
気分［感情］障害（躁うつ病）1：概念と歴史、抑うつと

躁状態、うつ病性障害、双極性障害、気分変調性障害 

事前学習 教科書 pp.132～148を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症との違いはどこに求めることができ

るだろうか、まとめておく。 

第８回 

気分［感情］障害（躁うつ病）2：病前性格と発病状況、

疫学、縦断的経過のシェーマ、患者に接する際の注意点、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、SSRI 

事前学習 
気分障害の障害とはどのようなことなのか、自

分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
気分障害の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第９回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

１：恐怖症性不安障害、パニック発作、全般性不安障害、

強迫性障害、重度ストレス反応および適応障害 

事前学習 教科書 pp.149～169を読んでくる。 

事後学習 
統合失調症や気分障害との違いはどこに求める

ことができるだろうか、まとめておく。 

第１０回 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

２：解離性（転換性）障害、身体表現性障害、離人・現

実感喪失症候群、神経衰弱、心身症 

事前学習 

神経症性障害、ストレス関連障害および身体表

現性障害、解離性障害の障害とはどのようなこ

となのか、自分の言葉で考えてみる。 

事後学習 
各種疾患の症状、治療、対応についてまとめて

おく。 

第１１回 

摂食障害：神経性無食欲症（anorexia  nervosa）、神経

症性大食症（bulimia  nervosa）、睡眠覚醒障害、産褥

期の障害、精神療法（入門） 

事前学習 
教科書 pp.170～179、pp.228～234 を読んでく

る。 

事後学習 
生理学的障害の種類、特徴、治療、対応につい

てまとめておく。 

第１２回 

精神医療と福祉機関の連携：精神科病院におけるチーム

医療と公認心理師および精神保健福祉士の役割、精神科

医治療と入院形態、インフォームドコンセント、隔離・

身体拘束のあり方、治療の導入に向けた支援、再発予防

のための支援、退院促進の支援 

事前学習 
教科書 pp.270～282、pp.290～313 を読んでく

る。 

事後学習 

精神医療と福祉機関の連携についてまとめてお

く。精神科医療の入院形態の種類と要件、隔離

拘束について遵守事項についてまとめておく。 

第１３回 

精神遅滞および発達の障害：精神遅滞とは、精神遅滞の

病因、自閉性障害（高機能、中機能および低機能自閉症）、

アスペルガー障害 

事前学習 教科書 pp.191～202を読んでくる。 

事後学習 

精神遅滞および心理的発達の障害について、種

類と特徴まとめておく。自閉スペクトラムとい

う概念について、他人に説明してみる。 

第１４回 

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の

障害：多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選択

的緘黙、チック障害など） 

事前学習 教科書 pp.203～211を読んでくる。 

事後学習 

多動性障害、行為障害、情緒障害、その他（選

択的緘黙、チック障害、インターネットゲーム

障害について、診断と対応についてまとめてみ

る。 

第１５回 

その他の神経系の疾患：感染性疾患、脱髄性疾患、代謝

疾患・栄養障害、変性疾患、プリオン病、磁気共鳴映像

法（MRI） 

事前学習 教科書 pp.82～89を読んでくる。 

事後学習 
皮質性認知症以外の各種神経系の疾患につい

て、症状と特徴をまとめてみる。 

第１６回 

脳および神経の生理・解剖１：脳と心の関係、神経系の

発生と構成、ニューロンおよびシナプスの構成（神経伝

達物質についての知識）、中枢神経系（脊髄、延髄、橋、

中脳、小脳、間脳）の構成と機能 

事前学習 教科書 pp.7～12を読んでくる。 

事後学習 
ニューロンおよびシナプスの構成および中枢神

経系の構成・機能についてまとめてみる。 

第１７回 

脳および神経の生理・解剖２：中枢神経系（大脳：前頭

葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核）

と高次脳機能障害、心の生物学的理解 

事前学習 教科書 pp.13～23、pp.45～47を読んでくる。 

事後学習 
大脳の機能（局所別）、高次脳機能障害について

まとめてみる。 

第１８回 

精神障害の概念、健康と精神障害、正常と異常の問題、

精神病理学（了解と説明）、精神分析学（葛藤、防衛機

制）、ICF（生活上の課題による分類）、操作的診断基準 

事前学習 教科書 pp.23～34を読んでくる。 

事後学習 
精神病理学、精神分析学、ICF の考え方につい

て、それぞれをまとめて比較してみる。 

第１９回 

精神疾患の成因と分類：歴史、精神医学診断システム、

ICD（ICD の診断ガイドライン）、DSM（DSM の操作

的診断基準）、今後の展望 

事前学習 教科書 pp.35～40を読んでくる。 

事後学習 
操作的診断学の利点と限界についてまとめてみ

る。 

第２０回 

精神症状と状態像：意識、各過程の障害、思考の障害、

感情の障害、意欲の障害、自我意識の障害、外因・内因・

心因、病態・挿話、治癒・緩解、再燃・再発・増悪 

事前学習 教科書 pp.42～55を読んでくる。 

事後学習 
各種精神症状がこれまで学んだどの疾患でよく

みられのかをまとめてみる。 

  



 

 

第２１回 

精神科における診断と面接の仕方：診断の手順と方法、

問診表、面接を進めるときの注意、問診の順序、精神的

現在症、さまざまな状態像 

事前学習 教科書 pp.56～64を読んでくる。 

事後学習 

面接を進めるときに注意すること、問診・病歴

の聴取ではどのようなことを聞くのか、まとめ

てみる。 

第２２回 

身体検査と心理検査：一般身体検査（神経学的所見）、一

般臨床検査、神経学的補助診断法（頭部 X線、CT、MRI、

PET、EEG）、 遺伝子診断、心理検査、症状評価尺度 

事前学習 教科書 pp.65～71を読んでくる。 

事後学習 
心理的検査の種類・内容、画像検査の種類・内

容についてまとめてみる。 

第２３回 

向精神病薬をはじめとする薬剤による心身の変化：向精

神薬の歴史、薬物療法における注意事項、抗精神病薬、

抗うつ薬、抗躁薬、気分安定薬、抗不安薬、睡眠薬、電

気けいれん療法 

事前学習 教科書 pp.214～227を読んでくる。 

事後学習 

向精神薬の種類と薬理作用、向精神薬の一つで

ある抗精神病薬の種類と副作用についてまとめ

てみる。 

第２４回 

精神療法および環境・社会療法：一般精神科医の精神療

法、精神分析、森田療法、認知・行動療法、集団精神療

法、家族療法 

事前学習 教科書 pp.228～236、pp.23～25を読んでくる。 

事後学習 
精神療法の種類と適応疾患についてまとめてみ

る。 

第２５回 
精神医学・精神医療の歴史と現状：西欧、日本、現在の

動向 

事前学習 教科書 pp.2～6を読んでくる。 

事後学習 
現在の精神医療の進展や問題の背景にはどのよ

うな歴史や政策があったのか、まとめてみる。 

第２６回 

病院精神医療から地域精神医療：疾病構造の変化、日本

における精神科病院の概要、精神保健福祉法と精神科病

院、医療機関と福祉および関連機関との連携の重要性、

外来診療、在宅医療、入院医療、医療観察法対象者の支

援 

事前学習 教科書 pp.245～287を読んでくる。 

事後学習 
現在の日本での地域精神医療、医療観察法対象

者の支援についてまとめてみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ；第１回～第８回の講義内容を踏まえて「悪性腫瘍、脳血管障害、心疾患、高血圧、糖尿病」について

教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙２枚（統合失調症１枚、気分障害１枚、それぞれ 1200字程度） 

実施時期：第８回の授業後 

提出期限：第９回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

2 

課題研究テーマ；「成人のパーソナリティおよび行動の障害：パーソナリティ障害（A 群）（B 群）（C 群）」について教

科書 pp.180～190を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１２回の授業後 

提出期限：第１３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

３ 

課題研究テーマ；第９回～第１５回の講義内容を踏まえて「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」

について教科書を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第１６回の授業後 

提出期限：第１７回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 

課題研究

４ 

課題研究テーマ；「精神科リハビリテーション」について教科書 pp.237～244を参考にレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1200字程度） 

実施時期：第２２回の授業後 

提出期限：第２３回の授業開始時に回収する 

事後学習：レポートの添削指導がされた後、各自指摘された箇所について加筆修正する 
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１．科目名（単位

数） 
精神保健学 （4 単位） 

３．科目番号 

SCMP1158 

SPMP2433 

PSMP2433 ２．授業担当教員 大櫛 重光 

４．授業形態 講義、グループ討論 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 

精神保健の基本的視点や基礎知識を学び、現代における精神保健の意義や課題を考える。また、乳幼児から

老年期までのそれぞれのライフステージにおける精神保健、及び精神保健における個別課題、例えば精神障

害者対策・アルコール・薬物乱用問題・ターミナルケア等への取り組みについても検討していく。さらに、

地域精神保健対策や精神保健制度・行政についても学習する。 

８．学習目標 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解する。 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健福祉士の役割について理解する。 

３、精神保健を維持、増進するために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解する。 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前にグループまたは個人で決められたテーマについて調べ、授業内で発表する。発表を行うテーマについ

ては授業内で打ち合わせを行う。レポート課題については、授業の中で提示する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

 精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編 

『精神保健福祉士養成セミナー２ 第 6版 精神保健学－精神保健の課題と支援』、へるす出版。 

【参考書】 

 精神保健医療福祉白書 ２０１８－２０１９ 精神保健医療福祉白書編集委員会=編集 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 

１、精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解しているかどうか 

２、現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際および精神保健士の役割について理解している

かどうか 

３、精神保健を維持、増進してするために機能している、専門機関や関係職種の役割と連携について理解し

ているかどうか 

４、国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解しているかどうか 

○評定の方法 

学習目標１，２についてはレポート課題を課しで評価する（２０％） 

学習目標１，２、３，４は期末試験を実施して評価する。（６０％） 

授業態度：２０％（遅刻・早退を含む） 

12．受講生への 

メッセージ 

この科目は精神保健福祉士国家試験を受験する学生にとって必修科目であり、かつ出題科目です。国家試験

の際には、この科目で０点を取ると合計点に係わらず不合格となりますので、しっかりと勉強してください。 

13．オフィスアワー 初回の授業で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

授業概要について 

事前学習 シラバス、教科書の通読。 

事後学習 精神保健学とは何かについて調べる。 

第２回 
第 1 章 精神保健に関する基本的
理解 

事前学習 教科書「精神保健とは」を読み、精神保健学の概要について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

第３回 

第 2 章ライフサイクルにおける精

神保健 

（乳幼児期における精神保健） 

事前学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）について調べる。 

事後学習 
教科書「乳幼児期における精神保健」を読み、ライフサイクルにお
ける精神保健（乳幼児期）に関するキーワードについて理解を深め
る。 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（学童期における精神保健） 

事前学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）について調べる。 

事後学習 
教科書「学童期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（学童期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第５回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（思春期における精神保健） 

事前学習 
教科書「思春期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（思春期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第６回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（青年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「青年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（青年期）に関するキーワードについて理解を深める。 



 

 

 

第７回 
ライフサイクルにおける精神保健 

（成人期における精神保健） 

事前学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）について調べる。 

事後学習 
教科書「成人期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ
る精神保健（成人期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第８回 
ライフサイクルにおける精神保健 
（老年期における精神保健） 

事前学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）について調べる。 

事後学習 
教科書「老年期における精神保健」を読み、ライフサイクルにおけ

る精神保健（老年期）に関するキーワードについて理解を深める。 

第９回 

第 3 章 精神保健における個別課

題への取組み 

（精神障害対策） 

事前学習 教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策について調べる。 

事後学習 
教科書「精神障害者対策」を読み、精神障害対策に関するキーワー
ドについて理解を深める。 

第１０回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（認知症対策） 

事前学習 教科書「認知症対策」を読み、認知症対策について調べる。 

事後学習 
教科書「認知症対策」を読み、認知症対策に関するキーワードにつ

いて理解を深める。 

第１１回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（アルコール関連問題対策１） 

事前学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対

策について調べる。 

事後学習 
教科書「アルコール関連問題対策」を読み、アルコール関連問題対
策に関するキーワードについて理解を深めるとともに、アルコール

依存症が病気であることを理解する。 

第１２回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策１） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調
べる。 

事後学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ
ーワードについて理解を深める。 

第１３回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（薬物乱用防止対策２） 

事前学習 
教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策について調
べる。 

事後学習 

教科書「薬物乱用防止対策」を読み、薬物乱用防止対策に関するキ

ーワードについて理解を深めるとともに、依存症全般の相談援助方
法を整理する。 

第１４回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（思春期精神保健対策） 

事前学習 
教科書「思春期精神保健対策」を読み、思春期精神保健対策につい
て調べる。 

事後学習 
教科書「思春期精神保健対策」読み、思春期精神保健対策に関する

キーワードについて理解を深める。 

第１５回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（地域精神保健対策） 

事前学習 
教科書「地域精神保健対策」を読み、「こころの健康づくり」の動

向について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「地域における相談援助機関」に関する役割につ
いて理解を深める。 

第１６回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（司法精神保健福祉対策） 

事前学習 
教科書「司法精神保健福祉対策」を読み、司法精神保健福祉対策に
ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「医療観察法の流れと対象者」について理解を深
める。 

第１７回 

精神保健における個別課題への取

組み 

（緩和ケアと精神保健） 

事前学習 
教科書「緩和ケアと精神保健」を読み、緩和ケアと精神保健につい
て調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、「キュウーブラ＝ロスの５段階説」について理解

を深める。 

第１８回 
第 4章 精神保健活動の実際 

（家庭における精神保健） 

事前学習 
教科書「家庭における精神保健」を読み、家庭における精神保健に

ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、家庭における精神保健に関するキーワードについ
て理解を深める。 

第１９回 
精神保健活動の実際 

（学校における精神保健） 

事前学習 
教科書「学校における精神保健」を読み、学校における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、いじめ問題、不登校問題の定義と実際について理
解を深める。 

第２０回 
精神保健活動の実際 

（職場における精神保健） 

事前学習 
教科書「職場における精神保健」を読み、職場における精神保健に
ついて調べる。 

事後学習 
労働安全法における精神保健の仕組みと手順について理解を深め

る。 

第２１回 
精神保健活動の実際 

（地域における精神保健） 

事前学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健の

仕組みを理解する。 

事後学習 
教科書「地域における精神保健」を読み、地域における精神保健に
関する政策、精神保健活動の発展の経緯について理解を深める。 

第２２回 

第 5 章 地域精神保健の現状と課

題 
（地域保健・地域精神保健に係る
関係法規・関係施策）１ 

事前学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ

いて調べる。 

事後学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体

の責務、法の概要について理解を深める。 

  



 

 

第２３回 

地域精神保健の現状と課題 

（地域保健・地域精神保健に係る

関係法規・関係施策）２ 

事前学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健の現状と課題（概要・関係法規・関係施策）につ
いて調べる。 

事後学習 
教科書「地域保健・地域精神保健に係る関係法規・関係施策」を読
み、地域精神保健に係る各々の法規の目的、国の責務、地方自治体
の責務、法の概要について理解を深める。 

第２４回 

地域精神保健の現状と課題 

（精神保健福祉に関する調査研

究） 

事前学習 
教科書「精神保健福祉に関する調査研究」を読み、調査研究の方法
を理解する。 

事後学習 
授業を振り返り、量的研究・質的研究のちがいと、それぞれの分析
方法を理解する。 

第２５回 
第 6 章 メンタルヘルスと精神保
健福祉士の役割 

事前学習 
教科書「メンタルヘルスと精神保健福祉士の役割」を読み、メンタ
ルヘルスと精神保健福祉士の役割について調べる。 

事後学習 
授業を振り返り、精神保健福祉士が我が国の国民の心の健康問題に

果たしている役割を考察する。 

第２６回 
第 7 章 精神保健にかかわる専門
職種の役割と連携、授業評価 

事前学習 

教科書「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携」「世界の精神

保健」を読み、精神保健にかかわる専門職種の役割と連携について
調べる。 

事後学習 

授業を振り返り、各々の専門職の資格取得方法、業務、活動領域に

ついて理解するとともに、連携の重要さと連携のポイントを理解す
る。また世界の精神保健に関する現状について理解を深める。 

課題研究 

1 

教科書を読み、「精神保健」についてあなたの考えを１０００字～２０００字程度でまとめなさい。 

実施時期：5月 20日 

提出期限：5月末日： 

事後学習：第 2回の授業をまとめるとともに、教科書の第 1章をよく読む。 

課題研究 

2 

「乳幼児期における精神保健」から「老年期における精神保健」までの精神保健上の特徴について、１０００字から

２０００字程度でまとめなさい。 

実施時期：第 3回授業～第 8回授業終了まで。 

提出期限：第 8回終了の 2週間後 

事後学習：第 3回の授業～第 8回の授業をまとめるとともに、教科書の第 2章をよく読むこと。 

課題研究 

3 

あなたが考えている精神障害者のイメージについて１０００字から２０００字程度でまとめなさい。 

実施時期：第 9回授業～第 21回授業終了まで 

提出期限：第 21回授業終了の 2週間後 

事後学習：第 9回の授業～第 21回の授業をまとめるとともに、教科書の第 3章～第 5章を読むこと。 

課題研究 

4 

諸外国の精神保健について１０００字から２０００字程度でまとめなさい。 

実施時期：第 22回授業～第 26回授業終了まで 

提出期限：第 26回授業終了の 2週間後（対面授業が実施されていれば、授業の最終日） 

事後学習：第 8章をよく読みまとめること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3468 

SCMP3168 
２．授業担当教員 森口 和美 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期/秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱ、精神保健福祉援助演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、１年次から 4 年次まで断続的に学習

するよう構成されている。グループ討議、ロールプレイ、文献調査、社会調査、事例検討等の多様な方法を

用いて、精神保健福祉援助の知識と技術に係る他の科目との関連性を視野に入れながら、実践的に習得する

とともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養することを目的

としている。 

精神保健福祉援助演習Ⅰでは、自己覚知やコミュニケーションなど精神保健福祉士として必要な基本的技

術を学習し、終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）自己覚知 

２）基本的なコミュニケーション技術の習得 

３）基本的な面接技術の習得 

４）グループダイナミックス活用技術の習得 

５）情報の収集・整理・伝達の技術の習得 

６）課題の発見・分析・解決の技術の習得 

７）記録の技術の習得 

８）地域福祉の基盤整備にかかる事例を活用し、次に掲げる事柄について実技指導を行う 

 ①地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 

 ②地域アセスメント 

 ③地域福祉の計画 

 ④ネットワーキング 

 ⑤社会資源の活用・整備・開発 

 ⑥サービス評価 

８．学習目標 

精神保健福祉の知識と技術に係る科目との関連も視野に入れつつ、精神保健福祉士に求められる相談援助に

かかる基礎的な知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技

術として概念化理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

①相談援助にかかる基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いる。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基礎整備と開発の係る具体的な相談事例を体系的に取り上

げる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 

１ 自己覚知について 

２ 面接技術について 

３ ソーシャルワークの援助過程について 

その他、授業中に振り返りのレポートを課す 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー ７巻 第６版 精神保健福祉援助演習〔基礎〕〔専門〕』へるす出版、2017。 

【参考書】 

長崎和則・辻井誠人・金子勉著『事例でわかる！精神障害者支援実践ガイド』日総研出版、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．面接を中心とした対人援助の基本（姿勢・技術）が理解できる。 

２．授業を受ける基本的マナー（出席状況、提出物等）を守り、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１．授業時に出される課題、発表、提出物  ： 総合点の 70％ 

２．授業への積極的参加態度  ： 総合点の 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本授業は、精神保健福祉士として必要な知識、理論を実践的に身に付けていくものです。他の授業で学んだ

ことを実践的、総合的に理解するためにも必要な授業となっています。精神保健福祉士を目指すためには、

真剣に授業に取り組むことが期待されます。 

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 

・精神保健福祉援助演習Ⅰのねらい 

・自己理解を深める（１） 

 －自己覚知について理解する 

 －対人援助職における自己覚知の意義を考える 

事前学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ、Ⅱで学んだ

内容を振り返る。 

テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 自己覚知はなぜ必要かまとめる。 



 

 

 

第２回 

・自己理解を深める（２） 

 －ジェノグラム、エコマップなどマッピング技法を用いて自

己理解につなげる 

 －自分の価値観をみつめ、自分の価値観に基づく他者との関

係性のあり方を考える 

 －自己理解を深めたうえで、他者理解について考える 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕付章「自己理解を

深める」を熟読する。 

事後学習 

授業での実践を通して自分について考

えたことをまとめる。課題１を作成す

る。 

第３回 

・コミュニケーションの理解 

 －コミュニケーションの過程を理解する 

 －言語・非言語コミュニケーションについて理解し、その活

用方法を学ぶ 

－ロールプレイを用いてコミュニケーション技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅰ「基本的

込みにケーション」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第４回 

・クライエントに対する姿勢 

 － 人と人とが話をする際の距離についてロールプレイを通

じて学習する 

 －バイステックの７原則について実際の援助場面を想定して

理解を深める 

事前学習 
バイステックの７原則について復習す

る。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第５回 

・面接における技術：基本的応答技法とその応用 

 －単純な反射、言い換え、要約、明確化、感情の反射、開か

れた質問、閉じた質問等面接技術についてロールプレイ等を通

じて習得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅱ「基本的

面接技法」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第６回 

情報の収集・整理・伝達の目的、原則、方法を学ぶ 

 －情報収集・整理・伝達の目的、原則、方法を理解する 

 －ロールプレイを用いて情報の収集・整理・伝達の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅳ「情報の

収集・整理・伝達」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第７回 

・課題の発見・分析・解決の技術の習得 

 －課題の発見・分析・解決方法を学ぶ 

 －ロールプレイを用いて課題の発見・分析・解決の技術を習

得する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章「課題の発

見と分析」を熟読する。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワークにおける記録について理解し、技術を習得

する 

 －記録の目的と方法を理解する 

 －事例を用いて記録を実践する 

事前学習 
テキスト〔基礎編〕第３章Ⅵ「記録の

在り方」を熟読する。 

事後学習 事例を用いて記録する練習を行う。 

第９回 

・ソーシャルワークの援助過程を理解する 

 －インテーク～終結までの過程とそれぞれの段階における必

要な姿勢、技術を理解する 

 －インテーク場面をロールプレイで実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第 4 章Ⅰ「成長と

変化としての援助過程」Ⅱ「レパート

リーとしての基本的援助方法」を熟読

する。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる。 

第１０回 

・ソーシャルワークの援助過程の実践：アセスメント 

 －アセスメントに必要な視点（ICF,ストレングスモデル）を

理解する 

 － ICF、ストレングスモデルに基づくアセスメントを実践

する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 学んだ事柄をまとめる 

第１１回 

・ソーシャルワーク援助過程の実践：支援計画立案～終結 

 －ニーズを基に支援計画を立案する 

 －モニタリング、終結、アフターケアの意義とその方法を理

解する 

事前学習 
あらかじめ配布された事例に目を通

し、わからない用語を調べる。 

事後学習 ロールプレイの考察をまとめる。 

第１２回 

・グループダイナミクス活用技術を習得する 

 － グループダイナミクス理論を学ぶ 

 － ロールプレイを用いてグループダイナミクス活用技術を

実践する 

事前学習 

テキスト〔基礎編〕第３章Ⅲ「グルー

プワークの活用」第４章ⅡB「グルー

プワーク」を熟読する。ソーシャルワ

ーク演習Ⅱで学んだことを振り返る。 

事後学習 学んだことをまとめる。 

第１３回 

・地域福祉の基盤整備の実践に必要な技術を知る 

 － アウトリーチ、ニーズ把握、地域アセスメント、地域福

祉計画、ネットワーキング、社会資源について理解する 

・演習Ⅰのまとめと演習Ⅱへの課題 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで学んだこと

を振り返る。 

事後学習 
演習Ⅰで学んだことを振り返り、身に

付いたことと今後の課題を書きだす。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて気づいた「自分の価値観と人と向き合う時の傾向」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第５回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持ち、自分が認識する自己と他者が認識する自己の違いの理

解に努める。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して学んだことをまとめる。 



 

 

 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 13回の講義内容を踏まえて、事例をもとにそれぞれの段階で意識すべる点や大切にした

いポイントを具体的にまとめる。 

提出期限：第 14回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換の時間を持つ。 

事後学習：添削指導や意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助技術論 （４単位） 

３．科目番号 
PSMP3411 

SCMP3111 
２．授業担当教員 小金澤 嘉 

４．授業形態 講義、グループ討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ・Ⅱを受けて、精神障害者に対する援助方法や実践の基本を学ぶ。また、精神

医学や精神科リハビリテーションの概念を踏まえて、精神障害者への相談援助に対する基本的な考え方や相

談援助技術の展開を学ぶ。さらに、社会資源の活用方法、ケアマネジメント、コミュニティワークの実際と、

保健・医療・福祉等にわたる包括的な支援の意義と展開を学ぶ。 

 本授業の終了後には以下を理解していることが期待される。 

①精神医療の特性と精神障害者に対する支援の基本的考え方について 

②精神科リハビリテーションの概念と構成及びチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割について 

③精神科リハビリテーションのプロセスと精神保健福祉士が行うリハビリテーションの知識と技術及び活用

の方法について 

④精神障害者を対象とした相談援助技術の展開について 

⑤精神障害者の地域生活の実態とこれらを取り巻く社会情勢及び地域相談援助における基本的な考え方につ

いて 

⑥地域リハビリテーションの構成と社会資源の活用及びケアマネジメント、コミュニティワークの実際につ

いて 

⑦地域生活を支援する保健・医療・福祉等の包括的な支援の意義と展開について 

８．学習目標 

以下の点を学習の目標とする。 

①精神保健医療福祉の歴史と動向について説明できる 

②精神障害者に対する支援の基本的な考え方と必要な知識を身に付ける 

③精神科リハビリテーションの概念と構成、精神科リハビリテーションのプロセスについて説明できる 

④医療機関における精神科リハビリテーションの展開とチーム医療における精神保健福祉士の役割を学ぶ 

⑤相談援助の過程及び対象者との援助関係、面接技術を理解し、援助活動の展開を身に付ける 

⑥家族調整・支援の実際を学ぶ 

⑦スーパービジョンとコンサルテーションについて理解する 

⑧地域移行について理解する 

⑨地域を基盤にした相談援助、リハビリテーションの基本的考え方、ネットワーキングについて理解する 

⑩精神障害者のケアマネジメントを学ぶ 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題レポート① 

「精神保健福祉の歴史をふまえ、わが国における精神保健福祉士の役割と課題について述べなさい。」 

課題レポート② 

「精神疾患を有する者の保護およびメンタルヘルス改善のための諸原則をふまえ、昨今の事例について考察

を述べなさい」 

課題レポート③ 

「地域を基盤とした支援のあり方について多角的な視点を含めて述べなさい」 

授業の中で課題については変更する場合もある。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー４ 第 6 版「精神保健福祉の理論

と相談援助の展開Ⅰ」』へるす出版。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．精神保健福祉士の相談援助に必要となる諸理論を実践に照らし合わせながら理解している。 

２．授業時に課される課題等について積極的に実行し、期限を守り提出している。  

３．講義を聞く姿勢、グループディスカッションへの参加等、授業に積極的に参加している。 

○評定の方法 

１ 期末試験  ： 総合点の 60％ 

２ 授業時に課される課題  :  総合点の 20％ 

３ 授業への積極的参加態度  ： 総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

精神科ソーシャルワーク論Ⅰ，Ⅱで学んだ知識と技術の概要をさらに深く学び、実践に結びつけることができ

る内容とします。理論を踏まえグループワークや、ロールプレイなど積極的な授業への参加を求めます。 

13．オフィスアワー 別途連絡する 

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 

第 1章 障害者福祉の理念と精神障害者 

の人権：障害者福祉の理念と精神障害 

障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

障害者福祉の理念と精神障害２ 

事前学習 
障害者に対する理念を実現するためにどのようは視点を持つ

べきか自分の意見を整理すること 

事後学習 
教科書に記載されている障害者に対する理念と精神保健福祉

士の実践を整理すること 

第２回 
障害者福祉の理念と精神障害者の人権：

精神障害者の人権 

事前学習 我が国における精神医療の現実を調べておくこと 

事後学習 
我が国の精神医療で生じた人権問題を整理し、地域での精神

障害者の人権について考察すること 



 

 

第３回 
精神障害者の人権： 

障害者権利条約の理念 

事前学習 教科書を読み、障害者の権利条約についてまとめること 

事後学習 
我が国の精神障害者の人権が障害者の権利条約によってどの

ように守られているのかをまとめること 

第４回 
精神障害者の人権： 

精神障害及び精神障害者 

事前学習 精神障害と精神障害者の関係をよく調べて理解すること 

事後学習 
授業で学んだ精神障害者の人権侵害について、事例を含めて

考察すること 

第５回 
第２章 精神保健福祉の歴史と理念：精

神保健福祉の概念・歴史・理念 

事前学習 
精神医学、精神科リハビリテーション学、精神科ソーシャル

ワーク論Ⅰで学んだ歴史を整理しておくこと 

事後学習 

今日の我が国の精神保健福祉施策への影響を考察するととも

に、今日求められている精神障害者の地域支援の意義につい

てまとめること 

第６回 
精神保健福祉の歴史と理念：精神保健

福祉の現状 

事前学習 
我が国の入院者数、入院日数、精神科病床数等精神障害者の

おかれている現状を調べること 

事後学習 
授業を振り返り、我が国の精神障害者施策に対する諸外国の

批判をまとめること 

第７回 

第３章 精神保健福祉の領域におけるソ

ーシャルワークの歴史：イギリスにお

けるソーシャルワークの歴史と精神保

健のかかわり 

事前学習 
教科書を読み、イギリスにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
イギリスにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発展

をまとめること 

第８回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：アメリカにおける精

神保健福祉分野のソーシャルワーク発

展の歴史 

事前学習 
教科書を読み、アメリカにおけるソーシャルワークの歴史に

ついてまとめること 

事後学習 
アメリカにおける精神保健領域でのソーシャルワークの発展

をまとめること 

第９回 

精神保健福祉の領域におけるソーシャ

ルワークの歴史：日本におけるソーシ

ャルワークの歴史と精神保健のかかわ

り１ 

事前学習 
我が国における精神保健福祉の黎明期から現在までの流れを

理解すること 

事後学習 
我が国における精神保健福祉士の黎明期から現在に至るまで

をまとめること 

第１０回 
第４章 精神保健福祉士の理念と意義：

国家としての精神保健福祉士の意義 

事前学習 

教科書「国家資格としての精神保健福祉士の意義」を読み、

精神保健福祉士が持つべき理念や存在する意義についてまと

めること 

事後学習 

精神保健福祉士の持つべき理念と存在意義について自己の考

えをまとめ、合わせて精神保健福祉士の専門性について考察

すること。 

第１１回 
精神保健福祉士の理念と意義：国家と

しての精神保健福祉士の専門性と倫理 

事前学習 
前回の授業を振り返り、精神保健福祉士の意義をまとめるこ

と 

事後学習 
前回の授業に加えて、精神保健福祉士の果たしてきた意義や

今後果たすべき役割について考えること 

第１２回 
精神保健福祉士の理念と意義：精神保健

福祉士倫理綱領 

事前学習 

教科書「精神保健福祉士の専門性と倫理」を読み、精神保健

福祉士倫理綱領作成のきっかけとなったＹ問題について整理

すること。 

事後学習 
精神保健福祉士倫理綱領のポイントをつかみ、繰り返し読む

こと。 

第１３回 

第５章 精神保健福祉士の支援とソーシ

ャルワーク展開過程精神障害者の支援モ

デル（治療モデル、生活モデル、ストレ

ングスモデルなど） 

事前学習 支援モデルにはどのようなものがあるのか調べてくること。 

事後学習 学んだ支援モデルについてまとめること。 

第１４回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワー

ク展開過程：ソーシャルワークの展開

過程（受理面接と契約） 

事前学習 
受理面接（インテーク）とは何をすることなのかを教科書か

ら理解しておくこと 

事後学習 
授業を振り返りジェノグラム、エコマップの書き方を確認す

ること 

第１５回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワークの展

開過程（アセスメントと支援計画） 

事前学習 

ソーシャルワークの展開過程のうちアセスメントの内容と方

法について、精神科ソーシャルワーク論の教科書を読み、理

解しておくこと 

事後学習 
教科書にあるインテークに係る事例を読み、事例のインテー

ク、アセスメントを試みること 

第１６回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程： 

ソーシャルワークの展開過程（支援の

実際、経過観察、支援の評価、終結） 

事前学習 
教科書を読み、経過観察のポイント、評価方法、終結をする

場合の条件を調べておくこと 

事後学習 
支援の評価方法を理解するとともに、終結する場合の留意点

についてまとめること 

第１７回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ソーシャルワーク面接 

事前学習 
教科書を読み、構造化された面接と生活場面面接の違いをま

とめておくこと 

事後学習 授業を振り返り、具体的な面接の技術を整理すること 

  



 

 

第１８回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：個別支援 

事前学習 
教科書を読み、パターナリズムとは何かを理解するととも

に、事例を読んでおくこと 

事後学習 
授業を振り返り、ソーシャルワークの展開過程に沿って事

例をまとめること 

第１９回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：グループを活用した支

援 

事前学習 
教科書を読み、グループの展開過程、グループの特徴、セ

ルフヘルプグループについてまとめること 

事後学習 
授業を振り返り、デイケアや家族支援といったグループの

実践を整理すること 

第２０回 
精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：地域を対象とした支援 

事前学習 
地域を対象とする支援とは何かを教科書を使い理解するこ

と 

事後学習 
直接援助と間接援助の違いを理解し、具体的な例を考えて

みること 

第２１回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：災害時における精神保

健福祉士の役割、スーパービジョンと

コンサルテーション 

事前学習 

災害時における援助のポイントをまとめること。また、教

科書「スーパービジョンとコンサルテーション」を読み、

スーパービジョンとコンサルテーションの概念を理解し、

実習で受けたスーパービジョンを思い出し、スーパービジ

ョンが自己に与えた影響を考察すること 

事後学習 

スーパービジョンとコンサルテーションの違いを明確にす

ること。ケアマネジメントに関する配布資料を見直し、手

順を確認すること 

第２２回 

精神保健福祉士の支援とソーシャルワ

ーク展開過程：ケアマネジメント・地

域移行への支援 

事前学習 教科書を使い、ケアマネジメントの歴史を調べておくこと 

事後学習 
授業を振り返り、地域移行支援、ケアマネジメントの流れ、

有効性を理解すること 

第２３回 

第６章 精神障害者のソーシャルワーク

と関連専門職との連携：チーム医療に

おける精神保健福祉士の役割 

事前学習 
教科書 pp.235～244 を読み、チーム医療の概念を整理する

とこと 

事後学習 チーム医療を実施する際のポイントをまとめること 

第２４回 
精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：専門職の役割と機能 

事前学習 
精神保健福祉士がどのような職種とチームを組む必要性が

あるか想定すること 

事後学習 

実習先で実施されていたチーム医療（チームアプローチ）

に関わっている職員の職種と役割、連携について整理する

こと 

第２５回 

精神障害者のソーシャルワークと関連専

門職との連携：チームアプローチ及び地

域生活支援の理念と精神保健福祉士の役

割 

事前学習 
地域における支援チームの要素とチームの中で精神保健福

祉士が果たす役割について自己の意見をまとめること 

事後学習 

地域支援チームと医療機関でのチームの違いについて整理

すること。また、地域での生活支援にかかわる職種、機関

を上げ、それぞれの役割と連携のポイントを整理すること。 

第２６回 精神保健福祉援助技術論のまとめ 
事前学習 これまでに学んだ項目について確認をしてくること。 

事後学習 授業で指摘したポイントについて振り返り、理解すること 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第１回～第４回の講義内容を踏まえて「精神障害者の人権」についてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第５回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 11回～第 12回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の専門性と倫理」についてレポートにま

とめなさい。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえて「精神保健福祉士の展開過程」について事例を用いてレポ

ートにまとめなさい。 

提出期限：第 18回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第 21 回の講義内容を踏まえて「新型コロナ感染症拡大による社会的な大きな変化の中で精神保健

福祉士になる自分ができること」について考えてレポートにまとめなさい。 

提出期限：第 22回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ（P） （2 単位） 

３．科目番号 PSMP2483 

２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、

実習事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

１）実習の意義について理解する。 

２）個人の資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

３）実習施設・機関の概要及びその地域について理解し、明瞭な説明ができる。 

４）日本における精神保健福祉の現状を理解し、実習先でかかわる精神障害者への理解を深めるため、他

の講義で学んだ基礎知識を総括的に確認する。 

５）精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的義務について理解し、実習においてそれらに基づく実践

ができる基礎を身につける。 

６）事前訪問に向けて準備を整え、事前訪問を実施する。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導および集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術

について具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応で

きる能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことがで

きる能力を涵養する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

第１回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す 
１ 精神保健福祉に関わる知識の確認（実習コンピテンス確認テストに向けて基礎知識の確認） 

２．実習コンピテンス確認テスト（１）の実施（合格点に達するまで実施） 
３．自己の実習に対する動機、目標 
４．実習先機関の理解 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 
『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、

2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 
精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019年版』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．実習に向けての基礎知識が確認できている。 
２．実習に向けての自己の動機を言語化できる。 

３．基本的マナー、態度（敬語の使い方、提出期限を守る等）行える。 
○評定の方法 
１．授業中に課されるレポート 40％ 

２．実習配属に伴う提出物 20％ 
３．授業への積極的参加態度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は実習に直結しています。この授業期間中に、実習先の配属が決定し、具体的に実習に向けての

学習がスタートします。積極的な授業参加を期待します。 

13．オフィスアワー 後日通知します 

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 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅰのねらい、授業の進め方についての説明
と実習の流れについての説明（「実習の手引き」使用） 

・専門職養成における実習の意義を理解する 
：精神保健福祉士を目指すうえで、実習がなぜ大切なのか、また実習で
何を学ぶべきなのか理解を深める。 

・実習記録の書き方とその意義を理解する 
：以後授業の中で実習記録の練習を行う 

事前学習 

テキスト第１章「精神保健福祉
援助実習の意義と特徴」・第２
章「実習の学習内容と基本的な

枯れ」を熟読する 

事後学習 

授業で学んだことを受け、自己

にとっての実習に行く意義に
ついてまとめる 

  



 

 

第２回 

・精神保健福祉士を目指している自己の動機に対する理解を深める 

：実習の意義と同時に、個人が持っている資格取得に対する動機を自己
の中で明確にするとともに、他人に対して説明できるようにする 

事前学習 
自分の資格取得動機を説明で
きるように準備する 

事後学習 

授業を受け再度自己の資格取
得動機について考える。自己

の実習の動機をまとめる 

第３回 

・事前学習の意義について理解する 
：事前学習で学ぶべきことを把握するとともに、その意義を理解する 

 
精神保健福祉に関する基礎知識の確認① 
・精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の

困難について理解する 
：日本の精神保健福祉の歴史、精神保健福祉の現状、精神障害者が抱え
る困難性について考える 

事前学習 

テキスト第３章Ⅲ（pp.46～

65）を熟読する 
精神保健福祉の歴史、精神科
医療の現状についてレポート

にまとめる 
 

事後学習 

精神障害者のおかれている現
状について考えたことをまと
める 

第４回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認② 
・精神疾患の理解 
：主な精神疾患についての基礎知識を確認する 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認③ 
・精神保健福祉に関する制度の理解 
：精神保健福祉士として必要となる制度についての知識を確認する 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り
なかった点をまとめる 

第５回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認④ 
・精神科医療機関における制度、ワーカーの役割を確認する 

：入院制度の確認 
：保険制度の確認 
：精神科医療機関におけるワーカーの役割 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り

なかった点をまとめる 

第６回 

精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑤ 
・精神保健福祉に関する技術の理解 
：面接の基本姿勢、面接技術などソーシャルワーカーとして 必要になる

基礎的技術について 

確認精神保健福祉に関する基礎知識の確認⑥ 
・精神保健福祉に関する職業倫理と法的責務の確認 

：精神保健福祉士法、倫理綱領について、実習に結びつけて理解 

事前学習 
与えられたテーマについてレ
ポートにまとめる 

事後学習 
授業を受けてレポートに足り

なかった点をまとめる 

第７回 

・実習先を理解する 

：実習が可能な施設・機関の紹介と説明（「実習の手引き」使用） 
：事前学習として実習先を理解する意義と、どのような点について理解
することが必要か説明 

※第 8回～第 11回において、可能な場合は、外部機関の見学を実施し、
実習先理解を深める 

事前学習 
テキスト第８章「実習施設・

機関の概要」を熟読する 

事後学習 
実習可能な施設について確認

する 

第８回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 医療機関 
〈精神科病院／総合病院精神科／精神科診療所／精神科デイケア施設
／アルコール専門病棟／認知症病棟〉 

事前学習 

グループで発表の準備をする 

テキスト第９章Ⅰ「精神科病
院」、Ⅱ「精神科診療所」、Ⅳ
「精神保健医療福祉における

多職種連携とチームアプロー
チの実際」を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第９回 

・実習施設・機関の基本的理解 

：グループによる発表 障害者総合支援法に規定されている施設 
〈共同生活援助／相談支援事業・地域活動支援センター／就労継続支援
A型／就労継続支援 B型／就労移行支援事業所〉 

・実習コンピテンス確認テストⅠの問題配布 
：実習コンピテンスの意義を理解し、自主学習の準備を整える 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
テキスト第９章Ⅲ「障害福祉

サービス事業所」Ⅶ「地域社
会の中の実習施設・機関とア
ウト―リーチ、地域ネットワ

ーク、社会資源の活用・調整・
開発を熟読する 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１０回 

・実習施設・機関の基本的理解 
：グループによる発表 行政 

〈精神保健福祉センター／保健所／市町村保健センター〉 
：実習施設・機関の理解に対するまとめ 
・実習コンピテンス確認テストⅠの実施 

事前学習 

グループで発表の準備をする 
実習コンピテンス確認テスト

Ⅰの準備をする 

事後学習 発表の内容をまとめる 

第１１回 

・実習において必要となる姿勢の理解（１） 
－社会人、専門職として求められる姿勢を身に着ける 

・配属実習施設・機関に対する理解を深める 
：配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法 
：配属先実習施設・機関に関する情報収集 

：誓約書 
・個人調書等書類作成の意味の理解と作成（自己の実習目標を明文化す
る） 

事前学習 

社会人として求められる姿勢
について考えられることをま

とめる 

事後学習 

授業で学んだことをまとめ、
日常生活で実践する 
配属先施設について調べる。 

実習生個人調書を作成する 

第１２回 

・実習において必要となる姿勢の理解（２） 
－社会人、専門職として求められるコミュニケーション技術を身に着け

る 

事前学習 

社会人として求められるコミ
ュニケーションについて考え
られることをまとめる 

事後学習 
授業で学んだことをまとめ、
日常生活で実践する 

  



 

 

第１３回 

・学習のまとめ 
・精神保健福祉援助実習指導Ⅱに向けた課題 
・セルフアセスメントの実施 

事前学習 実習施設の概要を作成する 

事後学習 
精神保健福祉援助実習指導Ⅰ
で学んだことを振り返る 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第４回～第７回の講義内容を踏まえて、「実習事前学習の意義と事前学習を通して身についたこと、

さらに身に着ける必要のあること」をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第８回の授業開始時 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第 13回～第 14回の講義内容を踏まえて、ソーシャルスキルに関する自己の特性や気づきをまとめ、

実習中意識したいことについて言及する。 

レポート形式：A4用紙１枚程度（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第 15回の授業開始時 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得た新たな気づきをまとめる。 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

実習関連／実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連＊おおよその目安，変動あり。 

実習コンピテンス確認テストⅠの問題配

布（自主学習用） 
7月下旬 夏休み前の授業で問題配布（第 10回～第 11回） 

実習コンピテンス確認テストⅠの実施 8月下旬 
夏休み明け最初の授業で確認テストⅠの実施 

（第 11回～第 12回） 

実習配属に関する個別面談実施 8月下旬～9月頭 第 13回～第 15回 

 



 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ（P）（2 単位） 

３．科目番号 PSMP3485 

２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 講義、演習、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは２年時～３年時にかけて、連続して、かつ各実習と並行して、実習

事前の準備、実習中の指導、及び実習事後学習を行うようになっている。 

精神保健福祉援助実習指導Ⅲは、精神保健福祉援助実習第一段階の帰校指導の役割りも兼ね、実習の振り返 

りを行い、実習における学びを深める。また、精神保健福祉援助実習第指導Ⅱに向けての準備、事後学習も

行い、終了した時点で次のことを達成していることが期待される。 

１）実習計画の作成を通じて実習の目的を明確化、具体化できる。 

２）事前訪問を実施し、実習生、授業担当教員、実習指導者（スーパーバイザー）との協議を踏まえた実習

計画を完成させる。 

３）相談援助技術について理解を深め、実習における専門技術習得のための具体的方法について理解する。 

４）記録の意義について理解のうえ、適切な記録の記入ができる。 

５）実習中に行う事例について検討し、支援計画の立案を実践的に理解する 

６）実習中の利用者との関わりを振り返り、自己覚知を深める 

７）実習目標と実践を照合し自己評価して、自己の課題を明瞭に説明できる。 

８）実習を総合的に評価し、課題を明確化、文書化できる。 

８．学習目標 

① 精神保健福祉援助実習の意義について理解する。 

② 精神障害者のおかれている現状を理解し、その生活の実態や生活上の困難について理解する。 

③ 精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を通して、精神保健福祉援助に係る知識と技術につ

いて具体的かつ実際的に理解し、実践的な技術等を体得する。 

④ 精神保健福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応でき

る能力を習得する。 

⑤ 具体的な体験や援助活動を、専門的知識および技術として概念化し理論化し体系立てていくことができ

る能力を涵養する。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ
ート課題 

第1回目において、以下の内容について、具体的な提出物等の指示を出す。 

１．実習先医療機関の概要を調べレポートにまとめる（2000字～4000字） 

２．実習施医療機関の概要、実習プログラム案の作成 

３．医療機関実習振り返り、実習総括レポート（実習報告書）の作成 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 
精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編集 

『精神保健福祉士養成セミナー 第８巻 第６版 精神保健福祉援助実習指導・現場実習』へるす出版、2017。 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き』※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士 学習の手引き』※講義にて配布 

【参考書】 

精神保健福祉白書編集委員会編集『精神保健福祉白書 2019年版』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 

１．２種の実習の振り返りから学びと課題を整理、言語化できる。 

２．実習に際して必要な提出物（帰校指導記録その他）を期限を守り提出できる。 

３．実習に向けての準備を行える。 

○評定の方法 

１．授業時の提出物 20％ 

２．レポート（実習総括レポート）50％ 

３．授業への積極的参加態度 30％ 

12．受講生への 
メッセージ 

この授業では、実習と連動して精神保健福祉士としての実践力の向上に焦点を置いて授業を進める。学生の

積極的な授業参加を期待する。 

13．オフィスアワー 別途、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 

・精神保健福祉援助実習指導Ⅲの進め方 

・施設実習の振り返り 

：担当した事例についての報告と意見交換 

：実習評価に対する考察を行う 

：セルフアセスメントを実施して自己の成長を振り

返る 

・医療機関実習に向けての準備 

：実習の抱負を言語化する 

事前学習 
施設実習の振り返りを行い、医療機関実習におけ

る課題を確認する 

事後学習 個人調書の下書き作成 

第２回 

・実習生個人調書作成 

・実習施設の概要、プログラム案作成 

：収集した情報に基づき概要の作成方法を確認する 

：自己の課題を認識したうえで実習において学びた

いことを確認する 

事前学習 

実習の手引きを参考に医療機関実習で学ぶべき事

柄を確認しておく 

配属先医療機関の情報収集を行う 

事後学習 施設概要、プログラム案の下書きを作成する 

第３回 ・医療機関におけるＰＳＷの役割を学ぶ 事前学習 施設実習や今までの学習を振りかえり医療機関に



 

：施設実習において医療機関ＰＳＷと連携した事例

を振り返る 

：医療機関におけるＰＳＷの役割を確認する 

おけるＰＳＷの役割をまとめる 

事後学習 授業で新たに学んだことをまとめる 

第４回 

・医療機関実習に向けての準備 

：施設概要、プログラム案を完成させ教員より確認

印をもらう 

：レポートのピアレビューを行い、追記すべき事項

を確認する 

事前学習 

施設概要、プログラム案の下書きを完成させる 

医療機関概要レポートを完成させ、授業時に持参

する 

事後学習 
施設概要、プログラム案を清書する。必要に応じ

て修正をする。 

第５回 

・事前訪問に向けた準備 

：事前訪問の目的と意義の再確認 

：基本的態度と訪問時の注意事項の再確認 

：スーパーバイザーと協議したい点を明確にする 

事前学習 実習の手引き、事前訪問の項目を確認する 

事後学習 
スーパーバイザーと協議したい点を明文化してお

く 

第６回 

・事前訪問の総括 

：実習プログラム案に関するスーパーバイザ―との

協議事項の確認とそれを踏まえての実習プログラ

ム案の作成 

・巡回担当教員への挨拶に備える 

事前学習 
事前訪問報告書の作成 

お礼状の郵送 

事後学習 
実習プログラム案を必要に応じて修正する 

巡回担当教員挨拶用紙の作成 

第７回 

・医療機関実習に向けて必要な知識の確認 

：入院制度 

：診療報酬 

：チームアプローチ など  

事前学習 必要な知識の復習をする 

事後学習 学んだことをまとめる 

第８回 
 

・医療機関実習に向けて必要な知識の確認 

：それぞれの配属先の特徴に応じて必要な知識を確

認する、認知症、依存症、救急病棟 など  

 

事前学習 
配属先医療機関の特徴を再確認し、必要な知識を

書きだす 

事後学習 

授業で学んだことをまとめる 

さらに必要な知識を調べ、まとめる 

 

第９回 

・自己評価表の理解 

：自己評価を行う意義と活用方法の確認 

：自己評価表の記入方法の確認 

事前学習 実習記録の自己評価表に目を通す 

事後学習 実習後に行うべき事柄を書きだす 

第１０回 
 

・医療機関実習に向けての最終確認 

：事故、緊急時対応、保険、注意事項、評価、記録

の提出等について 

・帰校指導日の確認 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務、権

利について確認 

事前学習 医療機関実習までに確認した事柄を書きだす 

事後学習 

テキスト、実習の手引き、学習ノートを振り返り、

実習に備える 

実習記録への記名等実習に向けての最終的な準備

を行う 

第１１回 

・医療機関実習を振り返る 

：医療機関実習で学んだことをグループディスカッ

ションにより振り返る 

・セルフアセスメントシートの作成 

：３回のシートを振り返り自己の成長と課題を認識

する 

事前学習 医療機関実習での学びを振り返る 

事後学習 ディスカッションによる新たな気づきをまとめる 

第１２回 
・医療機関実習を振り返る 

：実習成果発表会① 

事前学習 
自己の実習を振り返る 

実習総括レポートの作成、発表の準備をしておく。 

事後学習 
事後学習を通して、再度自己の実習を振り返り実

習での学びをまとめる 

第１３回 

・医療機関実習を振り返る 

：実習成果発表会② 

・まとめ 

：施設実習、医療機関実習を通しての自己の成長と

課題を認識する 

事前学習 
自己の実習を振り返る 

実習総括レポートの完成 

事後学習 実習を通しての自己の成長と課題をまとめる 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回の講義内容、及び施設実習の事後学習を踏まえて施設実習における新たな気づきをまとめる。 

レポート形式：A4用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第３回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回、第７回の講義内容及び事前訪問の実施を踏まえて事前訪問での学びをまとめる。 

レポート形式：A４用紙１枚（1500文字～2000文字程度） 

提出期限：第８回の授業開始時に提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：添削指導・意見交換を通して得られた新たな気づきをまとめる。 

 

 



 

 

備考：実習に関する主な事項と授業回数との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実習関連／実習コンピテンス関連事項 時期 授業回数との関連＊おおよその目安，変動あり。 

医療機関実習配属発表 4月初旬 第１回～第 2回あたりに発表＊個人調書の作成 

「実習施設・機関の調査」レポート提出 4月 第 2回～第 3回あたり 

巡回担当教員発表・挨拶 5月下旬 
第 6回～第 7回あたりに発表 

学生各自挨拶に行く 

見学実習（事前訪問）実施 6月初旬 学外授業期間を利用，学生各自日程調整して実施 

セルフアセスメントの実施 ７月中旬 医療機関実習開始前に実施する 

医療機関実習 7月～8月 夏季休講期間に 12日間以上かつ 90時間以上 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉士養成演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECD3225 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に

寄与し精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格する

ことが欠かせません。この講義では、過去問題の演習を繰り返し行います。その中で、試験に合格するた

めの知識を記憶に定着させて下さい。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 

(Ⅰ)問題の総得点の6割程度以上の点数の得点があること。 

(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも０点を取ると不合格となる） 

これらの基準を満たすために、まずは出題科目を万遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の基礎

的問題の演習を徹底して行います。各授業の最後で行う確認テストはあなた方の学習の形成的評価となる

ものですから、確実に得点ができるようになることを目標にするとともに、間違えた問題は必ず徹底して

見直し、同じ間違いを２度と繰り返さないようにしましょう。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・正規の授業に加えて、別途開講される対策講座への出席。 

・定期試験(共通科目・専門科目)では、実際の本番の試験の合格基準に従って、 

①全体の60％以上の得点がある 

②全ての科目で得点が見られる（0点科目がない）ことを課題とします。 

（不合格の場合は再試験を行い、合格するまで繰り返すことを義務づけます） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】授業内配布テキスト、『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』中央法規。 

【参考文献】『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』中央法規。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解したか。 

２．国家試験の過去問題を確実に正解する力がついたか。 

○評定の方法 

各授業の最後に行う確認テスト ５０％ 

定期試験（共通科目・専門科目） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・上記教科書が販売される 5 月のゴールデンウイーク明けから、授業は開始される。 

・授業進行は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（試験の概要・傾向等） 

（合格基準の確認、授業の進め方とその学習方法につい
て理解する）【人体の構造と機能及び疾病①】 

事前学習 シラバスを事前によく読んでくる 

事後学習 学習方法の確認 

第２回 【心理学理論と心理的支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第３回 【社会理論と社会システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第４回 【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第５回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第６回 【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第７回 【地域福祉の理論と方法②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第８回 【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第９回 【社会保障】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１０回 【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１１回 【低所得者に対する支援と生活保護制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

第１２回 【保健医療サービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 



 

 

第１３回 【権利擁護と成年後見制度】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 確認テストの復習 

課題研究
1 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 7 回授業後に実施する。 

提出期限：第 9 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

課題研究
2 

課題研究テーマ：指定された問題（3～4 問）について、該当ページ下の解説を読みながら、各問題の誤っている箇所を
赤ペンで修正する。 

実施時期：第 10 回授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を含めて各自で暗記に努める。 

期末試験（共通科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉士養成演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 GECD4225 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に

寄与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格す
ることが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この
講義ではより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を

中心に徹底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着さ
せるとともに、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を
行います。 

また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、
その後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 

(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 
(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の

基礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分
野の問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習
の形成的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は

必ず徹底して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、
事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 

『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 
【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 

『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 
『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかにかかって

います。本講義を受講する学生は、1 問 1 問真剣に取り組んでください。授業の内容や進行順は変更する

ことがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病】【心理学理論と心理的支

援】 

事前学習 3 年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度】【保健医

療サービス】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 【権利擁護と成年後見制度】【現代社会と福祉①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第４回 【現代社会と福祉②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【社会理論と社会システム】【福祉行財政と福祉計画】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 【社会保障】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【地域福祉の理論と方法②】【低所得者に対する支援と

生活保護制度】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神疾患とその治療】 事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 



 

 

事後学習 間違えた問題をしっかりと見直す 

第９回 【精神保健の課題と支援】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 【精神保健福祉相談援助の基盤】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 【精神保健福祉に関する制度とサービス】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【精神障害者の生活支援システム】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

課題研究 1 

共通科目の確認テストを自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出時期：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：満点が取れるように再度確認する。 

課題研究 2 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出時期：第 13 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を再度復習する。 

期末試験（実力確認テスト）（専門科目） 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉士養成演習Ⅱ （4 単位） 

３．科目番号 GECD4225 

２．授業担当教員 チームティーチング 

４．授業形態 演習（指定座席による問題演習） ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

 

 

７．講義概要 

精神保健福祉士の資格を得て、熱意をもって国民の精神保健福祉の向上及び精神障害者の福祉の増進に

寄与し、精神障害者の社会的復権のために活躍するためには、まずは精神保健福祉士の国家試験に合格す
ることが欠かせません。すでに履修している精神保健福祉士養成演習Ⅰにおける学習を基盤として、この
講義ではより実践的な演習を行っていきます。今まで学んできた学習内容を、出題が多く見られる分野を

中心に徹底した問題演習を行っていきます。試験に合格するために必要となる知識を確実に記憶に定着さ
せるとともに、近年の出題傾向を把握した上で、新しい問題にも対応できる実力を身につけられる講義を
行います。 

また、全国統一模擬試験を受験することで試験の雰囲気に慣れるとともに、解答した問題については、
その後の授業の中でも振り返りをしていきます。 

８．学習目標 

精神保健福祉士の国家試験に合格するためには、次の二つの基準を満たすことが必要になります。 

(Ⅰ)問題の総得点の６割程度以上の得点があること。 
(Ⅱ)受験で課されるすべての科目において得点があること（一科目でも0点を取ると不合格となる）。 
 これらの基準を満たすためには、まずは出題科目を満遍なく得点できるように、過去問題の頻出分野の

基礎的問題の演習を徹底して行います。特にこの養成演習Ⅱの授業では、実際の出題実績の多い最頻出分
野の問題から繰り返し解いていく作業を中心とします。各授業の最後に行う確認テストは、皆さんの学習
の形成的評価となるものですから、確実に全問が正解できることを目標とするとともに、間違えた問題は

必ず徹底して見直すことで、同じ間違いを二度と繰り返さないことが重要です。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

・対策講座、夏期講習への出席 

・過去4年間分の過去問の徹底 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（３年の養成演習Ⅰの時に購入した問題集を使用します。３年次に養成演習Ⅰを履修していなかった者は、
事前に購入して授業に臨むこと。『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規）） 
「大学作成の授業内配付テキスト」 

『見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ 2020』（中央法規） 
【参考書】『見て覚える！社会福祉士国試ナビ 2020』(中央法規) 
『精神保健福祉士受験ワークブック 専門科目編 2020』（中央法規） 

『2020 精神保健福祉士国家試験過去問解説集』（中央法規） 
『精神保健福祉士国家試験模擬問題集＜専門科目＞2020』（中央法規） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．国家試験の過去問題に関する基礎的知識を理解し、正解ができる。 

２．国家試験合格に必要とされる力（学習目標(Ⅰ)(Ⅱ)）を身につけた。 

３．資格を取得する明確な意思を持ち、卒業後の進路に役立てる準備をしている。 

○評定の方法 

授業内に行う確認テスト、春期定期試験 60％ 

授業への積極的参加度 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

国家試験に合格するためには、｢過去問題｣にどれだけ真剣に取り組み、どれだけ暗記できたかかかってい

ます。本講義を受講する学生は、試験に絶対に受かるという決意をもって、１問１問真剣に取り組んでく

ださい。授業の内容や進行順は変更することがあります。 

13．オフィスアワー 授業開始時に提示します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

ガイダンス（春期）(試験の概要・傾向等) 

【人体の構造と機能及び疾病①】【心理学理論と心理的

支援①】 

事前学習 ３年次に学んだ過去問演習を各自行っておく 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度①】【保健

医療サービス①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第３回 
【権利擁護と成年後見制度①】【社会理論と社会システ

ム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第４回 【現代社会と福祉①】【地域福祉の理論と方法①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第５回 【福祉行財政と福祉計画①】【社会保障①】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第６回 
【低所得者に対する支援と生活保護制度①】【精神疾患

とその治療①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第７回 
【精神保健の課題と支援①】【精神保健福祉相談援助の

基盤①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第８回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開①】 事前学習 ここまで授業で取り上げた共通科目の総復習 



 

 

事後学習 間違えた問題をしっかりと復習する 

第９回 
【精神保健福祉に関する制度とサービス②】【精神障害

者の生活支援システム①】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１０回 
【人体の構造と機能及び疾病②】【心理学理論と心理的

支援②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１１回 
【障害者に対する支援と障害者自立支援制度②】【保健

医療サービス②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１２回 
【権利擁護と成年後見制度②】【社会理論と社会システ

ム②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１３回 【現代社会と福祉②】【地域福祉の理論と方法③】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１４回 
【地域福祉の理論と方法④】【福祉行財政と福祉計画

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１５回 
【社会保障②】【低所得者に対する支援と生活保護制度

②】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１６回 【共通科目復習模試】【精神疾患とその治療②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１７回 【精神疾患とその治療③】【精神保健の課題と支援②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１８回 
【精神保健福祉相談援助の基盤②】【精神保健福祉の理

論と相談援助の展開③】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第１９回 【精神保健福祉の理論と相談援助の展開④】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２０回 【精神保健福祉に関する制度とサービス②】 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２１回 
【精神障害者の生活支援システム②】【専門科目復習模

試】 

事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２２回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２３回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２４回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２５回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２６回 試験演習 
事前学習 この授業で取り上げる問題の予習 

事後学習 授業で取り上げた問題及び関連過去問演習 

第２７回 総復習 
事前学習 ここまで授業で取り上げた問題を総復習する 

事後学習 ポイントの総復習を行う。 

第２８回 総復習 

事前学習 今まで苦手とした問題をしっかりと見直す 

事後学習 体調を万全な状態にするため睡眠時間を確保 

事後学習 最後まで、合格を信じて本試に臨むこと 

期末試験(実力確認テスト)（共通・専門科目）：第１５回授業終了後の春期期末試験週間に実施 

課題研究

１ 

「基盤」「理論と展開」の事例問題における事例問題文、解説の中で、重要な箇所やポイントとなる一文等をまとめる。 

実施時期：第 7 回の授業後に実施する。 

提出期限：夏期休講後最初の授業開始時に提出する。 

事後学習：添削後、指摘された部分を復習する。 

課題研究 

2 

第 21 回の問題をもう一度自分で解いて、間違えたところを復習する。 

実施時期：第 9 回授業後に実施する。 

提出時期：第 12 回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末試験に向けて、再度復習をする。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 精神保健福祉論Ⅱ （4単位） 

３．科目番号 
SCMP3129 

PSMP3429 
２．授業担当教員 大上 勉 

４．授業形態 講義、課題の発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容、精神障害者の支援において係わる

施設、団体、関連機関等について、更生保護制度と医療観察法について、社会資源の調整・開発に係わる社

会 調査の概要と活用について基礎的な知識の理解とすることを目的とする。 

８．学習目標 

以下について理解し、説明できるようになることを学習目標とする。 

① 精神保健福祉法の意義と内容 

② 精神障害者の福祉制度の概要と福祉サービス 

③ 精神障害者に関連する社会保障制度の概要 

④ 相談援助に係わる組織、団体、関係機関及び専門職や地域住民との協働 

⑤ 更生保護制度の概要と精神障害者福祉との関係 

⑥ 更生保護制度における関係機関や団体との連携 

⑦ 医療観察法の概要  

⑧ 医療観察法における精神保健福祉士の専門性と役割 

⑨ 社会資源の調整・開発に係わる社会調査の意義、目的、倫理、方法及び活用 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

割り当てられた範囲について調査及びディスカッションを行い、レポート等を作成・提出及び発表をする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編『精神保健福祉士養成セミナー 第 6巻-第 6版 精神保健福祉の制

度・サービスと生活支援システム』 へるす出版 を引き続き使用する。 

【参考書】 

次年度からテキストとする 福祉臨床シリーズ編集委員会 編『精神保健福祉士シリーズ 7 精神保健福祉に

関する制度とサービス <第 3版>』 弘文堂 を参考書とする。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容、精神障害者の支援において係わる

施設、団体、関連機関等について、更生保護制度と医療観察法について、社会資源の調整・開発に係わる社

会 調査の概要と活用などについての、基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題提出・発表、期末試験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 課題提出・発表     総合点の３０％ 

３ 期末試験        総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

初回授業で受講ルールの詳細を説明する。したがって受講希望者は必ず第 1回の授業に出席すること。 

精神保健福祉論Ⅰに続く講義であり、受講生諸君が「精神障害がある人たちへの支援が如何にあるべきか」

という課題について考察を深めることを期待する。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第 1・2回 

オリエンテーション（授業概要につい

て） 

社会制度と精神保健福祉 

事前学習 
シラバス、教科書の通読 

教科書を通読し、疑問点をあげるについて調べる。 

事後学習 教科書通読後の疑問点についての理解を深める。 

第 3・4回 
精神保健福祉法の変遷と改正－1 

 ・現行法に至るまでの法律の変遷 

事前学習 
教科書 pp.4～11 を読み、精神保健福祉法の改正について調

べる。 

事後学習 
教科書 pp.4～11 を読み、精神保健福祉法の改正に関する国

試過去問を解いて理解を深める。 

第 5・6回 

精神障害者福祉制度の概要と福祉サー

ビス―1 

 ・障害者基本法と障害者施策 

事前学習 
教科書 pp.33～43を読み、障害者基本法と精神障害者施策の

かかわりについて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.33～43を読み、障害者基本法と精神障害者施策に

関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 7・8回 

精神障害者福祉制度の概要と福祉サー

ビス―2 

 ・障害者総合支援法における精神障

害者の福祉サービス 

事前学習 教科書 pp.44～64を読み、障害者総合支援法について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.44～64を読み、障害者総合支援法に関する国試過

去問を解いて理解を深める。 

第 9・10回 

 精神保健福祉制度の概要と福祉サー

ビス―3 

 ・精神障害者を対象とした福祉施策・

事業 

事前学習 
教科書 pp.64～83を読み、精神障害者等を対象とした福祉施

策・事業の実際について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.64～83を読み、精神障害者等を対象とした福祉施

策・事業の実際に関する国試過去問を解いて理解を深める。 



 

 

 

第 11・12回 

 精神障害者に関連する社会保障制度

―1 

 ・医療保険制度 

 ・介護保険制度 

事前学習 
教科書 pp.143～168を読み、医療保険制度、介護保険制度に

ついて調べる。 

事後学習 
教科書 pp.143～168を読み、医療保険制度、介護保険制度に

関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 13・14回 

精神障害者に関連する社会保障制度―

2 

 ・経済的支援に関する意義と内容 

 ・法改正の概要と動向 

事前学習 
教科書 pp.168～185を読み、所得補償の概要を読み、につい

て調べる 

事後学習 
教科書 pp.168～185を読み、所得補償の概要についての国試

過去問を解いて理解を深める。 

第 15・16回 

 相談援助のサービス提供者－1 

 ・行政組織と民間組織の役割と実  

  際 

 ・福祉サービス提供施設 

  

事前学習 

教科書 pp.96～109 を読み、精神保健福祉にかかわる専門職

（市町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健

福祉にかかわる専門職）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.96～109 を読み、精神保健福祉にかかわる専門職

（市町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健

福祉にかかわる専門職）に関する国試過去問を解いて理解を

深める。 

第 17・18回 

相談援助のサービス提供者－2 

 ・インフォーマルな社会資源 

 ・専門職と地域住民の役割と実際 

 ・相談援助サービス提供者と連携 

と共同 

事前学習 

教科書 pp.96～109 を読み、精神保健福祉にかかわる専門職

（市町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健

福祉にかかわる専門職）について調べる。 

事後学習 

教科書 pp.96～109 を読み、精神保健福祉にかかわる専門職

（市町村、民間組織、インフォーマルな社会資源、精神保健

福祉にかかわる専門職）に関する国試過去問を解いて理解を

深める。 

第 19・20回 更生保護制度について 

事前学習 
教科書 pp.126～141を読み、更生保護の概要と精神保健福祉

について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.126～141を読み、更生保護の概要と精神保健福祉

に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 21・22回 

医療観察法－1 

 ・医療観察法の意義と内容 

 ・社会復帰調整官の役割 

 ・精神保健福祉参与員の役割 

事前学習 教科書 pp.143～153を読み、医療観察法について調べる。 

事後学習 
教科書 pp.143～153を読み、医療観察法に関する国試過去問

を解いて理解を深める。 

第 23・24回 社会資源に関する社会調査 

事前学習 
教科書 pp.287～314を読み、社会調査の意義、目的、倫理、

方法および活用について調べる 

事後学習 
教科書 pp.287～314を読み、社会調査の意義、目的、倫理、

方法および活用に関する国試過去問を解いて理解を深める。 

第 25・26回 まとめ 

事前学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直し、

理解不足な点がないか調べる。 

事後学習 
これまでの学習内容について配布資料やノート等を見直し、

理解不足な点がないか調べる。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 2回～第 4回の講義内容を踏まえて、「1965年の精神衛生法改正の経緯と改正の内容」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 2回～第 4回の講義内容を踏まえて、「1987年の精神衛生法改正の経緯と改正の内容」について

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 4回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 18回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究３ 

課題研究テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえて、「医療観察法の処遇決定までの経緯」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 

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

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

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

課題研究４ 

課題研究テーマ：第 21 回～第 22 回の講義内容を踏まえて、「医療観察法におけると各専門職者の役割」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 1枚（1440字程度） 

実施時期：第 22回の授業後に実施する。 

提出期限：第 23回の授業開始時に提出する。 



 

 

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

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生物学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1343 

GELA1322 
２．授業担当教員 成田 成 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション、発表など ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本授業では、①地球上に初めて誕生した生物はどのような生命体であったのか、②生物はどのように進化

してきたのか、③現存する生物は環境に対してどのように適応しているのか、④生物の構成単位である細胞

の核には、どのようなものがあるのか、⑤染色体や遺伝子の働きは何か、⑥ホメオスタシス（恒常性）を維

持するために、神経やホルモンはどのように働いているのか、⑦発生はどのように進んでいくのか、⑧炭酸

同化作用の意義はどのようなところにあるのか、⑨細胞の老化は何故起こるのか、⑩老化を抑制して健康的

に長生きするためにはどうすればよいのかなどについて、資料やワークシートを用い、ディスカッションや

発表などを取り入れながら、双方向対話型の授業を行っていく。 

８．学習目標 

 本講義では、①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つこと、②生物学的な知識を幅広く持てるよ

うになること、③命の大切さを十分に理解できるようになること、を学習目標としている。また、これらの

学習目標の達成が、保育、教育、福祉、心理などの専門科目への橋渡しにすることを達成目標とし、本講義

で学んだことを社会へ出てからも様々な分野で応用できるようになることを究極の目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題：本授業に参加して興味を持ったことについて、自分でテーマを決めて、1,000字程度で 
論述してもらう。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】東京福祉大学編『社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①生物の体内の仕組みや働きに興味や関心を持つことができたか 

②生物学的な知識を幅広く身に付けられたか、③命の大切さを十分に理解できたか 

○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（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。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、生物に関心を持っていただきたい。また、地球上に誕生した緑色植物の存在意義が大き
いことや、我々が引き起こした人工的な環境破壊によって、地球の環境が多くの生物にとって危機的状況に
なっていることを理解してほしい。さらには、細胞の老化に関する知識を超高齢社会で応用できるようにな
っていただければ幸いである。 

13．オフィスアワー 
時間：オリエンテーションで連絡 
場所：伊勢崎キャンパス４号館１階 120研究室 

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 
（授業の進め方、心得など） 
生命の誕生 
（地球上に誕生した最初の生命体） 

事前学習 生命の誕生について予習してくる。 

事後学習 
生命がどのように誕生したのかについてま

とめる。 

第２回 
生物の進化 
（生物はどのように進化してきたのか） 

事前学習 
生物の進化について、自分なりの考えを持っ
て参加すること。 

事後学習 
学習参考例やワークシートをもとに、要点を

復習する。 

第３回 
細胞の核 
（さまざまな細胞の核とその役割） 

事前学習 細胞の核とは何かを予習してくる。 

事後学習 
細胞の種類によって、核の数や形に違いがあ

ることを確認する。 

第４回 
染色体と遺伝子 
（両者の違いと働き） 

事前学習 
細胞の染色体および遺伝子について調べて
くる。 

事後学習 
細胞の核、染色体、遺伝子の関係について再

確認する。 

第５回 
神経の働き 
（交感神経と副交感神経） 

事前学習 交感神経と副交感神経について調べてくる。 

事後学習 
両者がどのような時に働くのかについて、ま

とめてみる。 

第６回 
ホルモンの働き 
（体温調節や血糖値の調節） 

事前学習 ホルモンとは何かについて調べてくる。 

事後学習 
ホルモンが体温や血糖値を調節する具体例

をまとめてみる。 

第７回 
発生 
（受精から個体が完成するまで） 

事前学習 発生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
発生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第８回 
再生 
（従来の再生から再生医療まで） 

事前学習 再生とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
再生について、学習参考例をもとにまとめて

みる。 

第９回 
炭酸同化作用 
（光合成と化学合成） 

事前学習 炭酸同化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 炭酸同化作用の重要性について再確認する。 

  



 

 

第１０回 
顕微鏡観察 
（顕微鏡の使い方と標本の観察） 

事前学習 
顕微鏡の使い方と標本の観察の仕方につい
て調べてくる。 

事後学習 重要なポイントについてまとめておく。 

第１１回 
卵子の老化（卵子も年をとる話） 
生物学の応用（超高齢社会を乗り切るには） 

事前学習 老化とは何かについて調べてくる。 

事後学習 
卵子の老化現象その原因や、老化予防する方

法について理解する。 

第１２回 生命の誕生から死に至るまで 

事前学習 生命の誕生から老化について勉強してくる。 

事後学習 
生命の誕生や死にも遺伝子が関係している

ことを理解する。 

第１３回 
レポート 
（本授業に参加して興味を持ったことについて） 

事前学習 
授業で興味を持ったことについてレポート
の原案を考えておく。 

事後学習 
作成したレポートについて、要点を再確認す

る。 

課題研究

１ 

課題レポート：「生物の環境への適応」について、生物の進化が適応とどのような関係にあるのかを踏まえた上で、1000
字程度のレポート（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 
実施時期：第２回の授業終了後に実施する。 
提出期限：第３回の授業開始時に教員へ課題レポートを提出する。 
事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 

課題研究

２ 

課題レポート：「光合成が生物界にもたらす影響」について、さまざまな具体例を挙げながら、1000 字程度のレポート

（A4用紙 1枚）を作成しなさい。 

実施時期：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提出する。 

事後学習：返却されたレポートについて、添削指導の内容を確認し、学んだことについて復習する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅠ （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2155 

SPMP2155 

PSMP2455 ２．授業担当教員 三田 真外 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、歴史、理念、権利擁護の実際、相談援助に係る専門

職の概念と範囲及び倫理、ソーシャルワークにおける総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義につい
て学ぶとともに、実践現場で活用するためのソーシャルワークの方法・技術を身に付ける。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

・社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理
解 
し説明できる。 

・相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 
・相談援助の理念について理解し、説明できる。 
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

・相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）と確認テストを数回実施する。レポートの作成方法・構

成等の詳細については授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

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『新・社会福祉士養成講座６ 相談援助の基盤と専門職』第 3 版 中央法
規出版、2015。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

なる。 

2.筆記試験とレポート試験を行う。60％ 

○評定の方法 

1.社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理 

解し、説明できる。 

2.相談援助の概念と範囲について理解し、説明できる。 

3.相談援助の理念について理解し、説明できる。 

4.相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解し、説明できる。 

5.相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解し、説明できる。 

6.総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義の内容について理解し、説明できる。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、相談援助の概念と理念を学び、専門職としての行動の基礎を身につけることを目的として

います。本授業を通して、実習や演習につなげられるように学んで欲しいと思っています。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反

者は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

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 

シラバス、講義概要、試験・レポート

課題についての説明 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラバスについて目

を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅠのねらいについて講義用ノートにまと

める。 

第２回 

社会福祉士の役割と意義（１） 

ソーシャルワーカーの仕事、法律、社

会福祉士の専門性 

事前学習 教科書 pp.2～7 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカーとは何か、その専門性について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第３回 

社会福祉士の役割と意義（２） 

現代社会とは、地域での生活、地域や

家庭内で起きていること 

事前学習 教科書 pp.8～12 を読んでくること。 

事後学習 地域社会の問題について、講義の要点をノートにまとめる。 

第４回 

社会福祉士の役割と意義（３） 

人々の人生とソーシャルワーカー、チ

ームアプローチの必要性、ソーシャルワ

ーク実践とその基盤となる知識 

事前学習 教科書 pp.12～22 を読んでくること。 

事後学習 
社会福祉士の実践内容について、講義の要点をノートにまと

める。 

第５回 

相談援助の定義と構成要素（１） 

国際ソーシャルワーカー連盟の定義と

その他の主だった定義 

事前学習 教科書 pp.24～36 を読んでくること。 

事後学習 IFSW の定義について、講義の要点をノートにまとめる。 



 

 

第６回 
相談援助の定義と構成要素（２） 

クライエントシステムとニーズ 

事前学習 教科書 pp.37～40 を読んでくること。 

事後学習 
クライエントのニーズについて、講義の要点をノートにまと

める。 

第７回 

相談援助の定義と構成要素（３） 

ソーシャルワーカーの知識・性質・ス

キル、社会資源) 

事前学習 教科書 pp.41～49 を読んでくること。 

事後学習 社会資源の活用について、講義の要点をノートにまとめる。 

第８回 

相談援助の形成過程（１） 

ソーシャルワークの源流、基礎確立期

～1930 年代 

事前学習 教科書 pp.52～67 を読んでくること。 

事後学習 
COS・セツルメント・YMCA の実践について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第９回 

相談援助の形成過程（２） 

ソーシャルワークの発展期、1940 年代

～1950 年代半ば 

事前学習 教科書 pp.70～77 を読んでくること。 

事後学習 
リッチモンドのケースワーク、社会診断の考え方について、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１０回 

相談援助の形成過程（３） 

ソーシャルワークの展開期、1950 年代

半ば～1960 年代以降 

事前学習 教科書 pp.78～85 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの歴史について、講義の要点をノートにま

とめる。 

第１１回 

相談援助の形成過程（４） 

ソーシャルワークの統合化とジェネラ

リストソーシャルワーク 

事前学習 教科書 pp.86～91 を読んでくること。 

事後学習 
ジェネラリストソーシャルワークとは何かについて、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１２回 
相談援助の理念（１） 

ソーシャルワーク実践と価値 

事前学習 教科書 pp.94～106 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカー専門職として身につける価値について、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１３回 
相談援助の理念（２） 

権利擁護とノーマラィゼーション 

事前学習 教科書 pp.107～135 を読んでくること。 

事後学習 
ノーマラィゼーション、ソーシャルインクルージョンについ

て、講義の要点をノートにまとめる。 

第１４回 

専門職倫理と倫理的ジレンマ（１） 

専門職倫理の概念、日本社会福祉士会

倫理綱領及び行動規範 

事前学習 教科書 pp.138～149 を読んでくること。 

事後学習 
提示される日本社会福祉士会の倫理綱領・行動規範に関する

事例の課題を行う。 

第１５回 

専門職倫理と倫理的ジレンマ（２） 

ソーシャルワーク実践における倫理的

ジレンマ 

事前学習 教科書 pp.150～158 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーク専門職としての倫理的ジレンマについて、

講義の要点をノートにまとめる。 

第１６回 

総合的かつ包括的な相談援助の全体像

（１） 

総合的かつ包括的な相談援助の動向と

その背景 

事前学習 教科書 pp.160～163 を読んでくること。 

事後学習 

社会福祉基礎構造改革がもたらした新たな援助状況と求め

られる専門的援助について、講義の要点をノートにまとめ

る。 

第１７回 

総合的かつ包括的な相談援助の全体像

（２） 

地域を基盤にしたソーシャルワークの

基本的視座 

事前学習 教科書 pp.164～174 を読んでくること。 

事後学習 組織化について、講義の要点をノートにまとめる。 

第１８回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理

論（１） 

ケースワーク、グループワーク、コミ

ュニティワークと、ジェネラリストソー

シャルワーク 

事前学習 教科書 pp.176～180 を読んでくること。 

事後学習 

ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークとジェ

ネラリストソーシャルワークとの関係性について、講義の要

点をノートにまとめる。 

第１９回 

総合的かつ包括的な相談援助を支える理

論（２） 

システム思考とエコシステム 

事前学習 教科書 pp.180～187 を読んでくること。 

事後学習 
システム理論、エコロジカル理論、ストレングスについて、

講義の要点をノートにまとめる。 

第２０回 

相談援助にかかる専門職の概念と範囲

（１） 

相談援助専門職の概念 

事前学習 教科書 pp.190～198 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークになぜ専門性が必要なのかについて、講義

の要点をノートにまとめる。 

第２１回 

相談援助にかかる専門職の概念と範囲

（２） 

相談援助専門職の範囲、諸外国の動向 

事前学習 教科書 pp.199～214 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワーカーのフィールドについて、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第２２回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（１） 

予防機能 事例検討 地域包括支援セ

ンターにおける実践 

事前学習 教科書 pp.190～228 を読んでくること。 

事後学習 
孤独死について、ソーシャルワーク実践のポイントをノート

にまとめる。 

第２３回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（２） 

新しいニーズへの対応 事例検討 独

立型社会福祉士の実践、スクールソーシ

ャルワーカーによる総合支援 

事前学習 教科書 pp.229～259 を読んでくること。 

事後学習 
提供された事例におけるソーシャルワーク実践のポイント

について、講義の要点をノートにまとめる。 

第２４回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（３） 

権利擁護機能 事例検討 知的障害者

施設における権利擁護の実践 

事前学習 教科書 pp.260～269 を読んでくること。 

事後学習 
知的障害者の権利侵害について、ソーシャルワーク実践のポ

イントをノートにまとめる。 

  



 

 

第２５回 

総合的かつ包括的な相談援助における専

門的機能（４） 

社会資源開発機能 事例検討 社会福

祉協議会による社会資源開発 

事前学習 教科書 pp.270～275 を読んでくること。 

事後学習 
市町村社会福祉協議会の機能と業務について、ソーシャルワ

ーク実践のポイントをノートにまとめる。 

第２６回 まとめ 
事前学習 

第 18 回から第 30 回まのでの講義要点の再確認をしておく

こと。 

事後学習 これまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「社会福祉士の業務」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 6回授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7回～第 12回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワーク統合化の背景」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 12回授業後に実施する。 

提出期限：第 13回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえて、「ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ」につい

てレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 18回授業後に実施する。 

提出期限：第 19回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 21回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 19回～第 22回の講義内容を踏まえて、「ジェネラリストソーシャルワークの特徴」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 22回授業後に実施する。 

提出期限：第 23回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

    



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 PSMP3457 

２．授業担当教員 三田 真外 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

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

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

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

する専門知識と技術について学んでいく。 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

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

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

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

学習の理解度をみるレポート課題（1500字以上）と確認テストを数回実施する。レポートの作成方法・

構成等の詳細については授業にて説明する。その他、授業の進行状況に応じて指示する。 

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 

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

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は、個人、家族、小集団・組織、地域社会をクライエント・システムとしてとらえ、どのような

対象者であろうと、一つのソーシャルワーク過程で基本的に対応できることを目的としています。本授業

を通して、実習や演習につなげられるように学んで欲しいと思っています。 

１. 遅刻、欠席の無いようにすること。やむを得ず欠席する（した）場合は書面で教員に届け出ること。 

２. レポートの提出期限を遵守すること。提出期限後の提出は減点の対象となる。 

３. 私語や居眠り、学習テーマ以外の作業、携帯電話の使用、その他授業を妨げる行為を禁止する。違反

者は受講態度で減点の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義において発表する。 

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 

シラバス、講義概要、試験・レポート課題につい

ての説明 

事前学習 
シラバスを持参する。事前に講義概要、シラバスに

ついて目を通しておく。 

事後学習 
ソーシャルワークⅢのねらいについて講義用ノー

トにまとめる。 

第２回 
相談援助における対象の理解（１） 

社会福祉援助活動の概念と定義 

事前学習 教科書 pp.2～7 を読んでくること。 

事後学習 
ソーシャルワークの定義について、講義の要点を

ノートにまとめる。 

第３回 
相談援助における対象の理解（２） 

相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 教科書 pp.8～20 を読んでくること。 

事後学習 
システム理論について、講義の要点をノートにま

とめる。 

第４回 

相談援助における対象の理解（３） 

人間社会と組織・地域生活とコミュニティ・新し

い専門的視点の必要性 

事前学習 教科書 pp.21～25 を読んでくること。 

事後学習 

人間社会と組織・地域生活とコミュニティ・新しい

専門的視点の必要性について、講義の要点をノー

トにまとめる。 

第５回 
ケースマネジメント（１） 

ケースマネジメントの意義 

事前学習 教科書 pp.28～38 を読んでくること。 

事後学習 
ケースマネジメントの意義について、講義の要点

をノートにまとめる。 



 

 

第６回 
ケースマネジメント（２） 

ケースマネジメントの特徴 

事前学習 教科書 pp.39～58 を読んでくること。 

事後学習 
ケースマネジメントの特徴とし、特にアセスメン

トについて、講義の要点をノートにまとめる。 

第７回 
グループを活用した相談援助（１） 

グループワークの意義 

事前学習 教科書 pp.60～66 を読んでくること。 

事後学習 
グループ・ダイナミクスについて、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第８回 
グループを活用した相談援助（２） 

グループワークの援助過程 

事前学習 教科書 pp.66～71 を読んでくること。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第９回 
グループを活用した相談援助（３） 

グループワークの事例 

事前学習 教科書 pp. 66～71 を読んでくること。 

事後学習 
グループワークの意義、展開過程について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第１０回 
コーディネーションとネットワーキング（１） 

コーディネーションの意義 

事前学習 教科書 pp.82～85 を読んでくること。 

事後学習 
コーディネーションについて、講義の要点をノー

トにまとめる。 

第１１回 
コーディネーションとネットワーキング（２） 

ネットワーキングの意義 

事前学習 教科書 pp.86～104 を読んでくること。 

事後学習 
ネットワーキングについて、講義の要点をノート

にまとめる。 

第１２回 
コーディネーションとネットワーキング（３） 

ネットワーキングの事例 

事前学習 教科書 pp.86～104 を読んでくること。 

事後学習 
地域包括支援センターについて、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第１３回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（１） 

意義・目的・方法 

事前学習 教科書 pp.106～121 を読んでくること。 

事後学習 
社会資源の種類と、その特徴について、講義の要点

をノートにまとめる。 

第１４回 
相談援助における社会資源の活用・調整・開発（２） 

ソーシャルアクションとシステムづくり 

事前学習 教科書 pp.122～126 を読んでくること。 

事後学習 
社会資源の開発について、講義の要点をノートに

まとめる。 

第１５回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（１） 

実践モデルの意義、治療モデル、生活モデル・ス

トレングスモデル 

事前学習 教科書 pp.128～141 を読んでくること。 

事後学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルの違

について、講義の要点をノートにまとめる。 

第１６回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（２） 

心理社会的アプローチ・機能的アプローチ 

事前学習 教科書 pp.150～155 を読んでくること。 

事後学習 
心理社会的・機能的アプローチについて、講義の要

点をノートにまとめる。 

第１７回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（３） 

問題解決アプローチ・課題中心アプローチ 

事前学習 教科書 pp.156～161 を読んでくること。 

事後学習 
問題解決・課題中心アプローチについて、講義の要

点をノートにまとめる。 

第１８回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（４） 

危機介入アプローチ・行動変容アプローチ 

事前学習 教科書 pp.162～167 を読んでくること。 

事後学習 
危機介入アプローチ・行動変容アプローチについ

て、講義の要点をノートにまとめる。 

第１９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（５） 

エンパワメントアプローチ 

事前学習 教科書 pp.174～177 を読んでくること。 

事後学習 
エンパワメントアプローチについて、講義の要点

をノートにまとめる。 

第２０回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（６） 

ナラティブアプローチ 

事前学習 教科書 pp.178～181 を読んでくること。 

事後学習 
ナラティブアプローチについて、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第２１回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（１） 

 スーパービジョンの目的と意義 

事前学習 教科書 pp.200～205 を読んでくること。 

事後学習 
スーパービジョンの意義と定義について、講義の

要点をノートにまとめる。 

第２２回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術

（２） 

 コンサルテーションの目的と意義 

事前学習 教科書 pp.206～213 を読んでくること。 

事後学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違いに

ついて、講義の要点をノートにまとめる。 

第２３回 ケースカンファレンスの技術と実際 

事前学習 教科書 pp.216～239 を読んでくること。 

事後学習 
事例研究の目的と意義について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第２４回 
相談援助における個人情報の保護、情報通信の活

用 

事前学習 教科書 pp.242～265 を読んでくること。 

事後学習 
個人情報保護法について、講義の要点をノートに

まとめる。 

第２５回 事例研究の目的と意義 

事前学習 教科書 pp.268～291 を読んでくること。 

事後学習 
事例研究の目的と意義について、講義の要点をノ

ートにまとめる。 

第２６回 まとめ 
事前学習 

教科書やこれまでの講義要点の再確認をしておく

こと。 

事後学習 これまでの講義内容を整理し、理解を深めること。 

  



 

 

課題研究 

1 

題研究テーマ：第 2回～第 6回の講義内容を踏まえて、「ケースマネジメントの意義と特徴」についてレポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 6回授業後に実施する。 

提出期限：第 7回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 7 回～第 12 回の講義内容を踏まえて、「グループワークの援助過程」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 12回授業後に実施する。 

提出期限：第 13回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 16回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第 13回～第 18回の講義内容を踏まえて、「生活モデルとストレングスモデルの特徴」についてレポ

ートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 18回授業後に実施する。 

提出期限：第 19回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 21回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第 19回～第 22回の講義内容を踏まえて、「エンパワーメントアプローチの特徴」についてレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙（1,000字程度） 

実施時期：第 22回授業後に実施する。 

提出期限：第 23回授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 26回授業終了後に教室で行う。 

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

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

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP1160 

SBMP1160 

SNMP1160 

SCMP1160 

GEBS1102 

GELA2302 

２．授業担当教員 上野 義光、水島 正浩、三田 真外、谷口 恵子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

している。 

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

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

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

８．学習目標 

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

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

な説明ができる。 

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

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

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

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

きる。 

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

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

 

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

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1・2）及び課題研究 1・2 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

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

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

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの
学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について
まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を
促進する 

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

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ

いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ

ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと

める。 

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

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

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

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

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

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ

スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

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

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能
についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す
る 

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

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに

ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

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

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を
確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内
容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方
法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施（レポートの報告） 

事前学習 

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

事後学習 

参加者からのフィードバックを受け、報告書の
内容、また報告の方法について自己課題を明確
化する。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：地域調査の成果をレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義開始時までに提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるために

教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 1章第 15節の自己評価に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅱの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅰで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ ※P/編（2 単位） 

３．科目番号 
SPMP2361 

GELA2302 
２．授業担当教員 谷口 恵子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

目的としている。 

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

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

８．学習目標 

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

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 

2）基本的な面接技術について実践できる。 

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

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 

5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 

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

についてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

課題 1.第 2回～第 5回の演習内容を踏まえて、ケースワークのプロセスと必要な面接技術について学んだ

ことをまとめなさい。 

課題 2.第 6回～第 8回の演習内容を踏まえて、グループワークのプロセスとそれぞれの局面でのワーカー

の役割、また必要とされる技術について学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 9 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、「アウトリーチ」「チームアプローチ」「ネットワーキン

グ」について学んだことをまとめなさい。 

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

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2019 

【参考書】 

 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

・6つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

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

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

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

を目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

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

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

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

い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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

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

れた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



 

 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅱの進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの
学習内容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 

第２回 人間（個人）の理解 

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

事後学習 
バイオ・サイコ・ソーシャルがどのようなこと

を意味するのかを言語化できるようにする。 

第３回 面接技法②（姿勢と態度） 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 面接技法③（トータル・コミュニケーション） 

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

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ
ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワークのプロセス② 
ソーシャルワーカーの役割を理解する 

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

事後学習 課題 1の作成 

第６回 グループワークにおけるワーカーの役割 

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

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割
についてまとめる。 

第７回 グループワーク技法①（準備期・開始期） 

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

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要

となる技術についてまとめる。 

第８回 グループワーク技法②（作業期・終結期） 
事前学習 

テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2の作成 

第９回 アウトリーチ 
事前学習 

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

事後学習 アウトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１０回 チームアプローチ 

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

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１１回 コーディネーション 

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

事後学習 
演習内容を踏まえて、グループワークのプロセ

スについてまとめる。 

第１２回 ネットワーキング 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと
める。 

第１３回 社会資源の活用・調整・開発 
事前学習 

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

事後学習 課題 3の作成 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 9節に取り組み、理解できたこと、理解が不十分なことについてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 8回の講義後に実施する。 

提出期限：第 9回の講義開始時に提出する。 

事後学習：添削された内容を踏まえて、学習内容において理解が不十分な個所を明らかにし、その内容を深めるため

に教員への質問や自己学習を行う。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキストの第 2章第 15節の「まとめ」に取り組み、分かったことと今後の課題についてまとめなさ

い。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 13回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義に担当教員から示される期日内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅲの実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅱで取り扱った箇所の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SCMP3460 

SPMP3461 

SBMP3460 

SNMP3460 

SSMP3160 

PSMP3460 

２．授業担当教員 西村 明子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目
的としている。 

演習Ⅲでは、ケースワークの基本技術として、他者理解と自己理解について考えることから、人間関係形
成に必要な技術、また基本的な面接技術とコミュニケーションに焦点をあてて、必要な専門知識と技術を学
習する。 

８．学習目標 

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

1）人間行動に関する心理学理論について理解を深め、その概要を説明することができる。。 

2）クライエントに対する姿勢について理解を深め、実践することができる。 

3）基本的コミュニケーション技法について理解し、実践することができる。 

4）基本的応答技法について理解し、実践することができる。 

5）面接技法について理解し、それを用いてクライエントの問題や課題をアセスメントすることができる。 

6）以上のことを総合的に理解し、ソーシャルワークにおける面接を展開することができる。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：面接における基本的応答技法について、技法がもたらす効果について簡潔に説明しなさい（第 9・
10回の学習をまとめる） 

課題 2：事例を用いて面接を実施し、自らの面接技術に関し他者からの評価を受け、また自己評価を行う 

10．教科書・参考
書・教材 

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

年。 

【参考書】平山尚 ほか著『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、2005 年。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2004 年。 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 第 7 巻）』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 
・ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、社会福祉士・精神保健福祉士として専門的なケースワーク、
面接が提供できるか。またそのために設定された具体的な目標 6つを達成することができたか。 

○評定の方法 
1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 
2. まとめレポート  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 
2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

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

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

い場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 
5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 
 

教員は以下のことを実行する。 
1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 
2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

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

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

ソーシャルワーク演習Ⅱの振り返り 
ソーシャルワーク演習Ⅲのねらいと単元の解説 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びをレポートにまと
める。 

事後学習 
参考書『人間行動と社会環境』第 2 章（pp.10～33）

を熟読し、その内容をまとめる。 



 

 

第２回 

人を理解する 
心理社会理論について学習する：心理社会理論
の主要概念について理解を深める 

人間の発達過程について理解を深める 
事例を用いて人間行動に関して心理社会理論を
使用して分析・検証する 

事前学習 
参考書『人間行動と社環境』第 4 章（pp.64～88）を

熟読し、その要点をノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会理論について口頭で説明ができるよう、その

内容を確認する。 

第３回 

ソーシャルワークにおける面接の目的・特性理
解 
「会話」と「面接」の相違点について理解し、面

接の形態（構造化面接と生活場面面接）、面接実
施の基盤となる考え方について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.100～111 を読みその内容をまとめる。 

事後学習 
「会話」と「面接」の相違点について口頭で説明でき
るよう、学習内容をノートにまとめる。 

第４回 

クライエントに対する姿勢：距離について考え
る 
人と人が話をする際の距離についてロールプレ

イを通じて学習する 

事前学習 

自分自身の日常生活を振り返り、人と接する際の距離
について考え、どのような距離感をもっているかをノ

ートにまとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり適切な距離とは何か演習
を通じて学んだことをレポートにまとめ提出する。 

第５回 

クライエントに対する姿勢：バイスティックの 7
原則の実践 
専門的対人援助関係形成のための原則について

再確認する 

事前学習 
バイスティックの 7 つの原則について、その内容を調

べ、まとめる。 

事後学習 
クライエント支援にあたり、その人間関係形成とバイ
スティックの 7 原則との関係性をノートにまとめる。 

第６回 

面接における技術：面接におけるコミュニケー

ションについて理解する 
基本的コミュニケーション技法について、その
原則について理解を深め、ロールプレイを用い

て習得する 

事前学習 

自分自身の日常を振り返り、コミュニケーションの特
質（癖や傾向）について気づいたことをノートにまと

める。 

事後学習 

基本的コミュニケーション技法について、ロールプレ
イを通じて自覚した自身の課題についてレポートに

まとめ提出する。 

第７回 

面接における技術：言語的コミュニケーション

と非言語的コミュニケーション 
言語・非言語的コミュニケーションの意義を理
解し、その活用方法についてロールプレイを用

いて実践する 

事前学習 
自分自身の日常を振り返り、非言語的コミュニケーシ

ョンについて気づいた事をノートにまとめる。 

事後学習 

言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケー
ションについて、ロールプレイを通じて自覚した自身
の課題についてノートにまとめる。 

第８回 

面接における技術：基本的応答技法について理

解する（1） 
「反射」について理解し、技術を習得する 
単純な反射、言い換え、要約、明確化についてロ

ールプレイを用いて技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.112 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 
ロールプレイを通じて確認できた「反射」に関する自
己評価（できた点と課題点）をノートにまとめる。 

第９回 

面接における技術：基本的応答技法について理
解する（2） 

「感情の反射」「適切な質問」について理解し、
技術を習得する 
感情の反射、開かれた質問と閉ざされた質問、状

況に即した質問についてロールプレイを用いて
技術を習得する 

事前学習 
テキスト pp.112～116 を熟読したうえで、p.92 表 2-

2 の該当技術について確認する。 

事後学習 

ロールプレイを通じて確認できた「感情の反射」「開
かれた質問と閉ざされた質問」に関する自己評価（で

きた点と課題点）をノートにまとめる。 

第１０回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 10 回までに学んだことを振り返り、コミュニケー
ションと応答技法についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１１回 
事例に基づくアセスメント面接の実施（2） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行う 

事前学習 
第 9 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自身
の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 面接結果をアセスメントシートにまとめる。 

第１２回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン

グの実施（1） 
事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
面接のロールプレイを実施し、明らかとなった自己の
課題について明確にし、ノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 

第１３回 

事例に基づくアセスメント面接及びプランニン
グの実施（2） 

事例を基に実際にアセスメント面接を行い、そ
れに基づきプランニングをする 

事前学習 
第 13 回で行った面接を振り返り、面接を行う際の自
身の課題についてノートにまとめる。 

事後学習 アセスメント面接結果をもとにプランニングを行う。 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：個人（人）を理解する上で必要となる精神分析理論について、その主要概念について説明しなさい。 

レポート形式：A4用紙 2枚（2,880字程度）。参考書『人間行動と社会環境』第 3章 1（pp.35～38）を熟読し、その内

容をまとめる。 

実施時期：第 1回の講義後に実施する。 

提出期限：第 3回の講義開始前までに提出すること。 

事後学習：人に関わる（人を特徴づける）理論について理解できたことを、面接の実施の際に想起できるよう、学習内

容を言語化する。不明な点については、担当教員からスーパービジョンを受けること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク演習Ⅲで学んだことは何であって、どの程度学習目標の達成ができたか。 
レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 
実施時期：第 13回の講義後に実施する。課題の位置づけとしては、ソーシャルワーク演習Ⅱのまとめレポートとなる。 
提出期限：第 13回の講義時に担当教員より示される提出期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク演習Ⅳ、またソーシャルワーク実習の実施に向けてソーシャルワーク演習Ⅲで取り扱った

内容の復習をする。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（P/B/C/N/J/SBP 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2180 

SCMP3480 

SBMP3480 

SNMP3480 

SSMP2180 

PSMP2480 

２．授業担当教員 山脇 敬子 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する
よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

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

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

展開されるのかという基本的学習を中心として、実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

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

1）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3）社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4）相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5）実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6）スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

課題 1：相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習（ソーシャルワーク実習）目標を相互に理
解し、実習において実施すべき内容をまとめなさい。 

課題 2：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容についてま

とめなさい。 

10．教科書・参考

書・教材 

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

年。 

     東京福祉大学『学習の手引き』※講義にて配布 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 
1. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）の法的位置づけとその内容について明確に説明できる。 

3. 社会福祉士とソーシャルワーカーとの関係性について口頭、もしくは文書で説明ができる。 

4. 相談援助実習（ソーシャルワーク実習）施設・機関における相談援助業務について説明できる。 

5. 実習におけるリスクマネジメントについて理解する。 

6. スーパービジョンの意味と機能について説明できる。 
○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 
2. 課題 2  30％ 
講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の取得を認めない。 
また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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

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

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

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

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導用のノート（もしくは
ファイル）を準備し、併せてテキスト「はじめに」

を熟読する。 

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

配布物 

『ソーシャルワーク実習の手引き』、『ソーシャル

ワーク実習・精神保健福祉援助実習 学習の手引
き』、学生調査票 



 

 

第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制について
理解する 

（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 

 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 

「社会福祉士・精神保健福祉士 実習の手引き」
を参照に東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）

についてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキ
スト pp.2～18）： 

専門職養成において実習を実施することの意味・意
義について理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
実習における実習生の役割についてノートにま
とめ提出する。 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学に
おける実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）の理解（テキスト pp.19～34 及び

ソーシャルワーク実習の手引き使用）： 

相談援助実習において求められる実習内容と本学の
実習目標を相互に理解し、実習目標への理解を深め

る 

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

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、実習の中で行
うべき事項についてノートにまとめる。 

課題 1 の作成 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介

と説明（テキスト pp.55～59 及び東京福祉大学「ソ
ーシャルワーク実習の手引き」使用）：法定施設・機
関の紹介と希望種別の選択 

 

事前学習 
テキスト pp.55～59 を熟読し、実習先施設・機関
の範囲について理解を深める。 

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

第６回 

・実習の場と相談援助の内容（テキスト pp.60～68）： 

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・
ソーシャルワークについて理解し、そのソーシャル
ワーク機能についての理解を深める。 

・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68）： 

各種実習形態のメリットとデメリットを理解する。 

事前学習 

テキスト pp.60～68 を熟読し、フィールド・ソー

シャルワーク、レジデンシャル・ソーシャルワー
クのメリット、デメリットを箇条書きにしてノー
トにまとめる。 

事後学習 
実習先施設・機関におけるリスクマネジメントに
ついて学びをノートにまとめる。 

第７回 

・契約関係のなかにある実習（テキスト pp.70～88）： 

実習契約関係と実習におけるリスクマネジメントに
ついて学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.70～88 を熟読し、実習における 4 者
関係についてノートにまとめる。 

事後学習 
実習における4者関係において実習生の果たすべ

き役割についてノートにまとめる。 

第８回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョ

ンの機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノー
トにまとめる。 

第９回 

・事前学習として実習先を理解する意義について
（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習

レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別
に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳守）。 

第１０回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま

とめる。 

第１１回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１２回 
・実習施設・機関の基本的理解： 

個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 希望種別に関するプレゼンテーションの準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックをま
とめる。 

第１３回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題
についてまとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーカーとしての社会福祉士について理解（テキスト pp36～54）：社会福祉士とソーシ

ャルワーカーとの関係、社会福祉士の役割についてまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 4回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 5回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：テキスト pp.36～54 を参照のうえ、実習の中で価値・倫理、知識、技術をいかに形成すべきかレポー
トにまとめなさい。 

レポート様式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：第 6回の講義時に提出する。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅰの担当教員からの添削を受け、不明な点を明らかにする。 

 

 

 

 

 



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第９回 

・スーパービジョンの理解（テキスト pp.90～102）： 

「スーパービジョン」の意味と機能について理解を

深める 

事前学習 
テキスト pp.90～102 を熟読し、スーパービジョン

の機能についてノートにまとめる。 

事後学習 
スーパーバイジーのあるべき姿勢についてノート

にまとめる。 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ 

第１０回 

・事前学習として実習先を理解する意義について
（テキスト p.103）：  希望種別に関する事前学習
レポートをまとめる（課題 1） 

・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別
に対する動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅠ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅠ及び解答用紙 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ（B/P/SBPC 編）（2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3182 

SCMP4482 

SBMP4482 

PSMP3482 
２．授業担当教員 三田 真外 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅲでは、社会福祉実践に必要な知識と技術習得のための実習計画の作成、記録

の技法等、実習実施のための学習とともに、実習後指導を通じて実践評価を行い、実践上の課題を明確にす

る。 

８．学習目標 

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

1）専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

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

5）実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括レポートを作成 

課題 2：ソーシャルワーク実習 実習プログラム（案）の作成 

課題 3：ソーシャルワーク実習報告書の作成 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 

『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014 年。 

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

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 

                      ※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 専門職実習、つまりソーシャルワーク実習（相談援助実習）で求められ、確認すべき専門技術について明

確に説明することができる。 

2. 実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3. 記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

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

5. 実習実施後の総括を踏まえ、実践に向けた自己の課題を明確に文書化できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  20％ 

2. 課題 2  20％ 

2. 課題 3（実習報告書） 30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 30％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

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

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

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

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

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

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

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

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

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲの講義内容、進め方の説
明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱで作成した課題 1

を読み返し、修正箇所等を改善し講義に持参す
る。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習の実施に至るまでに取
り組むべき自己課題についてノートにまとめ
る。 

第２回 

・ソーシャルワーク基礎実習の振り返り：ソーシャルワ

ーク基礎実習の目標と実際を照合し、自己評価を行う 

・ソーシャルワーク基礎実習の学習効果と課題の整理：

ソーシャルワーク基礎実習の実施を踏まえて実習総括

レポートを作成（課題 1） 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習を振り返り、実習プ
ログラムに関する自己評価を行う。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で提示される提出期限厳

守）。 

第３回 
・ソーシャルワーク実習の目的と内容の理解：ソーシャ
ルワーク実習の全体像と目的、課題について理解する 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」p.9 を熟読する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習においてすべきことが

らについてノートにまとめ、口頭で説明できる

ようにする。 

第４回 

・ソーシャルワーク基礎実習の評価： 

返却されたソーシャルワーク基礎実習評価をもとに、自

己評価を実施 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：実習目標

と目標を達成するための展開方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成（課題
2） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.20～の実習プログラミングの実習先該

当箇所に目を通す。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ担当教員から

添削を受ける。 

第５回 

・ソーシャルワーク実習「実習プログラムシート」の理

解（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」・「社会福

祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き」使用）：「実習記録」

及び「ソーシャルワークケース記録」の記載内容及び記

録方法について 

・ソーシャルワーク実習プログラム（案）の作成につい

て 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成

し、ソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員から

添削を受ける。 

事後学習 
事例をもとに「ソーシャルケースワーク記録」

の記入を行い提出する。 

第６回 

・ソーシャルワークケース記録の記載方法の理解： 

ジェノグラムとエコマップについて・プランニングにつ
いて 

・他職種連携とチームアプローチについての理解： 

実習施設・機関の他職種・他職員とのチームアプローチ
のあり方について考える 

・帰校指導について説明・理解 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、他職
種連携に関する業務を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、他職種連
携・チームアプローチについて考察を深めるた

めの実習プログラムを具体的にする。 

第７回 

・地域社会への働きかけについての理解： 

実習施設・機関と関わる社会資源についてまとめたうえ
で、その関連性と働きかけの方法について考える 

・クライエントへの援助実践についての理解： 

クライエントへの支援において適用できる実践アプロ
ーチについて考察する 

事前学習 

10 日間のソーシャルワーク基礎実習、また 10

日間のソーシャルワーク実習を振り返り、施

設・機関と地域社会とのかかわりに関する事項
を想起する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、社会資源

との連携について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にするとともに実践モデル・
アプローチについて内容を確認する。 

第８回 

・専門職の倫理綱領と実践についての理解： 

実習施設・機関での実践と専門職倫理との関係性につい

て考える 

・実習の評価について理解する（テキスト pp.290～308・
及び東京福祉大学ソーシャルワーク実習生自己評価

表）： 

実習評価の意義について理解を深める 

事前学習 

ソーシャルワーク実習プログラム（案）及びソ
ーシャルワーク実習 自己評価表の内容を確

認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク実習実施にあたり、専門職倫
理の実践について考察を深めるための実習プ
ログラムを具体的にする。 

第９回 

・ソーシャルワーク実習に向けて最終確認：事故、緊急
時対応、保険、注意事項、評価、記録の提出等について 

・実習における契約構造の説明と実習生の義務・権利に

ついて確認 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引

き」pp.38～42・p.54 を熟読し、実習中の留意
事項について理解する。 

事後学習 実習に向けた準備を行う。 

第１０回 

・ソーシャルワーク実習の振り返り： 

ソーシャルワーク実習の目標と実際を照合し、自己評価
を行う 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま

とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１１回 

・ソーシャルワーク実習の学習効果と課題の整理： 

ソーシャルワーク実習の実施を踏まえて実習報告書を

作成（課題 3） 

事前学習 
実践活動に向けた自己課題について記録にま
とめる。 

事後学習 実習報告書を作成し担当教員へ提出する。 

第１２回 実習の評価・総括（実習成果発表会）① 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを
まとめる。 

  



 

 

第１３回 実習の評価・総括（実習成果発表会）② 

事前学習 
実習の評価・総括に関するプレゼンテーション
の準備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバックを

まとめる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：ソーシャルワーク実習プログラム（案）を作成する。（課題 2） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習記録の「ソーシャルワーク実習プログラム（案）」の用紙を用いる。 

実施時期：第 5回の講義を通じてソーシャルワーク実習指導Ⅲ担当教員からの説明を受けたうえで作成する。 

提出期限：第７回講義時までには提出すること。 

事後学習：作成されたソーシャルワーク実習プログラム（案）について、口頭で説明ができるようにすること。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：実習報告書の作成（課題 3） 

レポート様式：配布されるソーシャルワーク実習報告書の書式に準じること。 

実施時期：第 13回の講義を受講したうえで作成する。 

提出期限：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの指示に従い、期限内に提出すること。 

事後学習：ソーシャルワーク実習指導Ⅲの担当教員からの添削を受け、修正等行い確認印を受ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 多文化理解入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1335 
２．授業担当教員 黒岩 好子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１． 各授業の事前学習で課せられたアサイメントは、授業前に必ず終わらせておくこと。 

２． 期末レポートのテーマは、「授業を通して学んだ異文化理解について」とする。A4用紙に1000字程度で

記載し、第15回目の授業時に提出する。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 原沢伊都夫著『異文化理解入門』研究社、2013。 
      プリント教材・資料も適宜使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

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

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

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

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

１． 異文化理解を深めコミュニケーション力を高めていくためには、互いの対話を通し協力しながら学んで

行く姿勢が重要です。授業では毎回ディスカッションやグループ発表などを多く取り入れるため、積極

的かつ意欲的な参加を望みます。 

２． 「授業中の私語・居眠り・携帯/スマホの使用、頻繁な遅刻、教科書を忘れる」を禁ずる。それに 

反した場合は、上記「11. 成績評価規準の授業への参加態度」評価点の減点対象とする。         

３．クラス状況に応じ、内容や順番を調整・変更する場合がある。 

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 
シラバスの確認・授業概要について 

自己紹介 

事前学習 

教科書を購入し、「はじめに」「目次」及び「授

業で取り上げる章」の内容に目を通してお

く。 

事後学習 

本授業を受講するにあたっての留意点を振

り返り、異文化学習の目標設定と自分に適し

た学習方法を確認する。 

第２回 第１章： 異文化を理解する 

事前学習 
第１章（pp.19~24）を読み、設問「確認チェ

ック１とワーク１」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第３回 第 2 章： 文化とは（その１） 

事前学習 
第 2 章（pp.29~36）を読み、設問「確認チェ

ック２，３、４と考えよう１」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第４回 第 3 章： 文化とは（その２） 

事前学習 
第 3 章（pp.41~52）を読み、設問「ワーク２

と確認チェック５，６」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 



 

 

第５回 第 4 章： 異文化適応 

事前学習 
第 4 章（pp.57~66）を読み、設問「確認チェ

ック７と考えよう２」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第６回 第 6 章： 違いに気づく 

事前学習 
第 6 章（pp.79~87）を読み、設問「ワーク３」

をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第７回 第 7 章： 異文化の認識 

事前学習 

第 7 章（pp.93~99）を読み、設問「確認チェ

ック８＆９、ワーク４及び考えよう３」をや

っておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第８回 第 8 章： 差別を考える 

事前学習 
第 8 章（pp.105~111）を読み、設問「考えよ

う４」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第９回 第 9 章： 世界の価値観 

事前学習 
第 9 章（pp.117~126）を読み、設問「ワーク

５と考えよう５」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第１０回 
テスト 

第 10 章： 異文化トレーニング 

事前学習 

１． 第 10 章（pp.131~138）を読んでおく。 

２． テストに備え、これまで授業を通して 

学んだ内容を総復習しておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第１１回 
第 11 章： 異文化受容 

期末レポートについて 

事前学習 
第 11 章（pp.143~150）を読み、設問「確認

チェック１０と考えよう６」をやっておく 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第１２回 第 15章： 多文化共生社会の実現に向けて 

事前学習 
第 15 章（pp.193~196）を読み、設問「確認

チェック１とワーク１」をやっておく。 

事後学習 
授業で学んだ内容を再確認し、ノートにまと

める。 

第１３回 

本授業まとめ 

ディスカッション・発表 

期末レポート提出 

事前学習 期末レポート（9.-2 参照）を完了する。 

事後学習 
本授業で学んだ内容に再度目を通し、今後の

自身の異文化活動に役立てる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ: 第 2 回～第 5 回の講義内容および別途配布する具体例を踏まえて、「異文化を学ぶ」について、一般

論ではなく、自身で感じたことを述べなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 (1,000 字程度) 

実施時期： 第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 6 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバック・意見交換を第 7 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバック・意見交換を通して学んだことをまとめる。  

課題研究 

2 

課題研究テーマ: 第 6 回～第 9 回の講義内容および別途配布する具体例を踏まえて、異文化理解における自身の体験談

を通して新たな気づき・学びについて述べなさい。 

レポート形式： A4 用紙 1 枚 (1,000 字程度) 

実施時期： 第 10 回の授業後に実施する。 

提出期限： 第 11 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、フィードバック・意見交換を第 13 回授業後に行う。 

事後学習： レポート作成とフィードバック・意見交換を通して学んだことをまとめる。  

 



 

 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SPMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中土 純子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1．講義内容に関する課題（確認テスト/レポート）を複数回実施する。 

2．課題の詳細は講義内で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 
【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 
東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

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

いて理解する。 

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

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

○評定の方法 

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

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講態度や姿勢、提出物に関しては、「他人に迷惑をかけない」こと「提出期限を守る」ことを求めます。 

講義の進捗状況・理解度等によって、シラバスの内容が前後する場合があります。 

13．オフィスアワー 初回の講義で通知する。 

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 
オリエンテーション 

（シラバス、講義概要、レポートについての説明等） 

事前学習 
教科書の「はじめに」を読み、学習内容の全体

的なイメージをつかむ。 

事後学習 地域福祉を学ぶ意味について理解を深める。 

第２回 
第 1章 新しい社会福祉システム① 

（地域福祉の発展過程） 

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉の発展過程を整理して理解する 

第３回 
第 1章 新しい社会福祉システム② 

（福祉コミュニティ）  

事前学習 第 1章（pp.1～33）を読む。 

事後学習 地域福祉とコミュニティについて整理する。 

第４回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方①  

（地域福祉理論とその理念） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 
地域福祉理論の発展と広がり、地域自立生活

支援と地域福祉の理論を整理する。 

第５回 
第 2章 地域福祉の基本的な考え方②  

（地域における連携体制） 

事前学習 第 2章（pp.35～56）を読む。 

事後学習 

地域のとらえ方と福祉圏域、地域コミュニテ

ィ型組織とアソシエーション型組織の有機的

連携について整理する。 

第６回 第 3章 地域福祉の主体と福祉教育 

事前学習 第 3章（pp.57～76）を読む。 

事後学習 
地域福祉の主体と福祉教育、地域福祉の主体

と福祉教育の歩みを整理する。 

第７回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際① 

（地域福祉計画） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 
社会福祉における地方分権と地域福祉計画、

社会福祉協議会の役割と実際を整理する。 



 

 

第８回 
第 4章 行政組織と民間組織の役割と実際② 

（社会福祉法人と市民活動・福祉コミュニティビジネス） 

事前学習 第 4章（pp.77～132）を読む。 

事後学習 

社会福祉法人の役割と実際、民生委員・児童委

員、保護司、福祉コミュニティビジネスと企業

の社会貢献を整理する。 

第９回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

①（コミュニティソーシャルワークの概念） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方、コ

ミュニティソーシャルワークの展開とシステ

ムを整理する。 

第１０回 
第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割

②（地域アセスメント・専門職と住民の役割） 

事前学習 第 5章（pp.133～172）を読む。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの方法、専門

多職種のチームアプローチとコミュニティソ

ーシャルワーカーの役割を整理する。 

第１１回 
第 6章 住民参加と方法① 

（住民参加の形態） 

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 

地域福祉推進における住民参加の意義、市町

村社会福祉行政における住民参加について整

理する。 

第１２回 

第 6章 住民参加と方法② 

（地域福祉への参加保障） 

  

事前学習 第 6章（pp.173～194）を読む。 

事後学習 住民代表性と参加方法について整理する。 

第１３回 
第 7章 ソーシャルサポートネットワーク 

（アセスメントから支援計画へ）  

事前学習 第 7章（pp.195～212）を読む。  

事後学習 

ソーシャルサポートネットワークの考え方
と、ソーシャルサポートの多面性、支援計画を
整理する。 

第１４回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発① 

（社会資源の活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
社会資源の概要、社会資源の活用法とコーデ
ィネートについて整理する。 

第１５回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発② 

（福祉サービスの活用） 

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの開発、税制優遇と助成金の活
用を整理する。 

第１６回 
第 8章 地域における社会資源活用・調整・開発③ 

（ソーシャルアクション）  

事前学習 第 8章（pp.213～238）を読む。 

事後学習 
まちづくりとソーシャルアクションについて
整理する。 

第１７回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際① 

（アウトリーチの意義） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義、質的

な福祉ニーズの把握方法と実際を整理する。 

第１８回 
第 9章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際② 

（福祉ニーズの把握） 

事前学習 第 9章（pp.239～252）を読む。 

事後学習 量的な福祉ニーズの把握方法と実際。 

第１９回 
第 10章 地域トータルケアシステムの構築と実際① 

（地域トータルケアシステムの展開） 

事前学習 第 10章（pp.253～279）を読む。 

事後学習 

地域トータルケアシステムの必要性と考え
方、地域トータルケアシステムの展開方法を

整理する。 

第２０回 
第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際
①（福祉サービスの評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価を必要とする背景、評価

の考え方を整理する。 

第２１回 

第 11 章 地域における福祉サービスの評価方法と実際

② 

（福祉サービスのプログラム評価） 

事前学習 第 11章（pp.281～298）を読む。 

事後学習 
福祉サービスの評価の方法と実際を整理す

る。 

第２２回 
第 12章 災害支援と地域福祉① 

（災害支援の方法） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の考え方と方法を整理する。 

第２３回 
第 12章 災害支援と地域福祉② 

（災害支援の実際） 

事前学習 第 12章（pp.299～312）を読む。 

事後学習 災害支援の実際を整理する。 

第２４回 

第 13 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
① 

（イギリスのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 イギリスの地域福祉について整理する。 

  



 

 

第２５回 

第 14 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方
② 

（アメリカのコミュニティソーシャルワーク） 

事前学習 第 13章（pp. 314～329）を読む。 

事後学習 アメリカの地域福祉について整理する。 

第２６回 総まとめ 
事前学習 これまでの授業内容を整理する。 

事後学習 重要事項をまとめ、理解を深める。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第６回の講義内容を踏まえ、「地域福祉の基本的な考え方」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第６回の授業後 

提出期限：第７回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第９回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第７回～第１１回の講義内容を踏まえ、「行政組織と民間組織」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第１１回の授業後 

提出期限：第１２回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第１４回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

課題研究 

3 

課題研究テーマ：第１２回～第１７回の講義内容を踏まえ、「社会資源とソーシャルアクション」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第１７回の授業後 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第２０回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

課題研究 

4 

課題研究テーマ：第１８回～第２３回の講義内容を踏まえ、「地域トータルケアシステムの展開」についてレポートにま

とめなさい。 

レポート形式：指定の A4用紙１枚 

実施時期：第２３回の授業後 

提出期限：第２４回の授業開始時に提出（授業中や授業後は認めない） 

留意事項：課題研究テーマの内容は、授業の進度に応じて変更することがある。 

レポート提出後、添削指導と質疑応答を第２６回授業終了後に実施する。 

     課題についての質問等はその後の授業時間内でも適宜受け付けるものとする。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
中国の文化と言語Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 GECM1313 

２．授業担当教員 張 岩 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ学習等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

初心者を対象に、中国語の基礎訓練を行う。やさしく、正確に、しかも気軽に話せるように、まず簡単な

会話の訓練から始める。同時に、古来より日本にはかりしれない影響を与え続けてきた、「隣の国」中国の文

化と歴史についても学習していく。国連公用語に指定されている、国際語としての中国語の言語的特徴（リ

ズミカルな美しい音調等）を理解し、簡単な会話であれば、気軽に正確に使えるようになることを目指し、

学習を進めていく。また、今、経済成長を遂げ、国際的にも発言力を増してきた中国について、言語と文化、

そして人びとの暮らしを通して理解し、これからの交流の機会に役立てていく授業である。 

８．学習目標 

１．中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につ

ける。 

２．ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、

単文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造

を理解できるようになる。 

３．授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せるよ

うになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中の口頭発表：随時、ディスカッション後（授業に対しての理解を確認する、個人の見解を述べて、皆

で考える）。 

授業中及び授業後のドリル：一課毎（勉強した内容を振り返って、理解を強化する） 

レポート：１～２回（映画などを見て考えよう。命題。800～1200文字） 

小テスト、まとめドリル（採点あり）：学期中、期末（学習内容がどれくらい習得したのかを確かめる） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

陳淑梅・劉光赤著『しゃべっていいとも中国語（中西君と一緒に中国へ行こう）』朝日出版社。 

（履修にあたって、教科書は必ず用意すること） 

【参考書】（任意） 

○中国語辞書 ○瀬戸口 律子著『完全マスター中国語の文法 改訂版』。 

○竹内 実著『北京』文芸春秋社。 

○沈潔 著『地域福祉と福祉ＮＰＯの日中比較研究』日本僑報社。 ○その他、インターネットなど 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.中国語の発音と文法の概略を知り、自ら学習を進展させることができるようにするための基礎を身につけ

たか。 

2.ピンイン（ローマ字による中国語発音表記システム）の読み方と綴り方、常用の単語、日常の挨拶語、単

文の基本文型などを学ぶことで、中国語の各音節が声調を伴って正確に発音でき、基本的な表現構造を理

解できたか。 

3.授業では簡単な受け答えや聞き取り・書き取りなどの練習を通して、簡単な会話が聞き取れ、話せたか。 

○評定方法 

事前学習・事後学習の状況も含め、授業への参加度、小テスト、レポート等を総合して評価する。 

1.授業への積極的な参加 総合点の 30% 

2.小テスト       総合点の 40% 

3.課題レポート     総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

発音が難しいといわれる中国語ですが、ルールやコツを覚えてしまえば大丈夫。漢字をもつ日本人には、

とても学び易い外国語といえます。しかし、共通点が多い反面、「日本語と異なった外国語である」としっか

り認識しておかないと、日本語との混同や誤用が習得の邪魔になることも。また、この授業を通して、中国

語だけではなく、ビデオや映画などを楽しみながら、言語とその背景にある文化や人々の暮らしを学んでい

きましょう。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に設ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

講義概要・学習目標・注意事項などの説明  

発音記号と声調Ⅰ（母音、子音、組み合わせ） 

（教科書第１～４課より、中国語基本音節表） 

☆課題研究１の説明、課題詳細を配布 

事前学習 
予習：教科書 pp.2～3、9～10、13～14（内容

を読んで理解する） 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅰの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する） 

☆課題１について調べて、レポートに書く 

  



 

 

第２回 

①教科書 p.11、p.15 ドリル 

②発音記号と声調Ⅱ（母音の鼻音、声調） 

（教科書第１～４課より、中国語基本音節表） 

☆課題１レポートを提出 

事前学習 

予習：教科書 pp.5～6、17～18（内容を読ん

で理解する） 

☆レポートを準備 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅱの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する）。教科書のドリルで間違えたところを

まとめる） 

第３回 

①教科書 p.7、p.19 ドリル 

②発音記号と声調Ⅲ（変調、ｒ化、軽声） 

③簡単なあいさつから発音を練習 

（教科書第１～４課より） 

事前学習 
予習：教科書 pp.5～6、17～18（内容を読ん

で理解する） 

事後学習 

復習：発音記号と声調Ⅲの内容（授業でノー

トにメモした内容や、授業で勉強した教科書

の内容をまとめて、CD を聴いて発音練習を

する）。教科書のドリルで間違えたところを

まとめる） 

第４回 
中国いろいろ（ビデオ＊） 

☆課題１レポートデスカッション 

事前学習 

復習：発音記号と声調Ⅰ～Ⅲの内容（授業で

ノートにメモした内容や、授業で勉強した教

科書の内容をまとめて、CD を聴いて発音練

習をする） 

事後学習 第１～４課の挨拶用語を暗記する 

第５回 

①小テスト（発音記号と声調の確かめ） 

②教科書第５課「出迎える」 

（名前の言い方と尋ね方） 

事前学習 

復習：発音記号と声調Ⅰ～Ⅲの内容（授業で

ノートにメモした内容や、授業で勉強した教

科書の内容をまとめて、CD を聴いて発音練

習をする） 

予習：教科書 pp.20～22（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、本文を訳してみる、

CD を聴いて発音をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第５課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめて、発音練習をす

る）教科書 pp.24～25 ドリル 

第６回 

①教科書第５課 

②教科書 pp.24～25 ドリルの答え合わせ 

③教科書第６課「歓迎パーティー」 

（動詞“是”、助詞“的”） 

事前学習 

予習：教科書 pp.26～27（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第６課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

小テストで間違えたところをまとめる 

第７回 

①教科書第６課 pp.28～29 

②教科書 pp.30～31 ドリル 

③映画「活きる」とその時代背景（資料配布） 

事前学習 
教科書 p.28、CD を聴いて発音してみる、第

６課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第６課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

映画「活きる」の時代背景について、資料を

読む、調べる（インターネット、図書館など） 

第８回 映画観賞：「活きる」Ⅰ 
事前学習 

映画「活きる」とその時代背景（資料などを

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第９回 

 

映画観賞：「活きる」Ⅱ、レポート課題を配布 

 

事前学習 
映画「活きる」とその時代背景（資料などを

読む） 

事後学習 映画の内容をノートにまとめる 

第１０回 

①教科書第７課「タクシーに乗る」 

（基本語順、連動文） 

②ディスカッションと指導、「活きる」レポート設題に

ついて 

 

事前学習 

映画の資料やノート、調べた内容を用意 

予習：教科書 pp.32～33（文法ポイントを理

解する、練習問題を解く、CD を聴いて発音

をしてみる） 

事後学習 

復習：教科書第７課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめる） 

ディスカッションの内容をノートにまとめ

る、レポートの主旨を決め、レポートを書く 



 

 

第１１回 
①教科書第７課 pp.34～35 

②教科書 pp.36～37 ドリル 

事前学習 
教科書 p.34、CD を聴いて発音してみる、第

７課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第７課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

第１２回 

教科書第８課「宿泊する」 

（能願動詞“想”、動詞“有”） 

レポート提出 

 

事前学習 

予習：教科書 pp.38～40（内容を読んで理解

する新出単語を発音して覚えてみよう） 

レポートを用意  

事後学習 

復習：教科書第８課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容をまとめて、発音練習をす

る）教科書 pp.42～43 ドリル 

第１３回 

①教科書第８課 pp.40～41 

②教科書 pp.42～43 ドリルの答え合わせ 

☆１～８課復習練習問題を配付 

事前学習 
予習：教科書 p.40、CD を聴いて発音してみ

る、第８課の本文を訳してみよう 

事後学習 

復習：教科書第８課の内容（ノート、教科書：

授業でノートにメモした内容や、授業で勉強

した教科書の内容と教科書のドリルで間違

えたところをまとめる） 

総復習：１～８課の授業でノートにメモした

内容や、教科書の内容と教科書のドリルで間

違えたところをまとめる、１～８課復習練習

問題を覚える 

課題研究

１ 

課題テーマ：中国の文化や歴史、生活習慣など、さまざまのことについて、自分の一番興味のあることについて、調べ

て考えて、レポートにまとめなさい 

レポート設題：「これが私の興味ある中国」 

実施時期：第 1 回の授業後 

提出期限：第 2 回の授業開始に提出 

事後学習：レポート作成と質疑応答、意見交換を通し学んだことをまとめる 

課題研究

２ 

補講授業を実施する。 

授業内容：映像で復習（DVD)、学習のまとめ（まとめドリル） 

実施時期：第 13 回の授業日以降の補講日などにて実施する。日程は授業開始後に決定する。 

事前学習：ノート、教科書、プリントを整理して用意 

事後学習：「学習のまとめ」で分からないところをまとめる 

 

 

＊13 回の授業の後、期末テストの時間は別途に設けません 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 哲学 （2単位） 

３．科目番号 
GELA1319 

GELA1340 
２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

義で学ぶ哲学である。 

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

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

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

８．学習目標 

1 哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解する。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ミニレポート・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 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山竹伸二『フシギなくらい見えてくる！ 本当にわかる哲学』日本実業出版社、2011。 

【参考書】 

田中正人『哲学用語図鑑』プレジデント社、2015。 

貫成人『哲学マップ』ちくま新書、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解しているか。 

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

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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 

哲学とはなにか？（第１章） 

世界とはなにか？（第２章） 

‐初期ギリシア哲学・ソクラテス‐ 

事前学習 
教科書（pp. 1～51）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第２回 
世界とはなにか？（第２章） 

‐プラトン・アリストテレス‐ 

事前学習 
教科書（pp. 52～58）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第３回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐大陸合理論とイギリス経験論‐ 

事前学習 
教科書（pp.60～78）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第４回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐カントの理性批判‐ 

事前学習 
教科書（pp.79～89）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第５回 
世界は認識できるのか？（第３章） 

‐ヘーゲルの精神現象学‐ 

事前学習 
教科書（pp.90～100）を読み、分からない箇所をチェックして

おく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第６回 
真理はあるのか？（第４章） 

‐フッサールの現象学‐ 

事前学習 
教科書（pp.102～115）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 



 

 

第７回 

真理はあるのか？（第４章） 

‐フランクフルト学派・ウィトゲンシュ

タイン‐ 

事前学習 
教科書（pp.116～138）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第８回 
私とはなにか？（第５章） 

‐キルケゴール、・ニィーチェ‐ 

事前学習 
教科書（pp.140～151）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第９回 
私とはなにか？（第５章） 

‐ハイデガー‐ 

事前学習 
教科書（pp.152～160）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１０回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐サルトル・マルクス‐ 

事前学習 
教科書（pp.161～166）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１１回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐構造主義‐ 

事前学習 
教科書（pp.199～208）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１２回 
社会とはなにか？（第６章） 

‐ポスト構造主義‐ 

事前学習 
教科書（pp.208～213）を読み、分からない箇所をチェックし

ておく。 

事後学習 
授業内容やディスカッションで話し合ったことをワークシー

トにまとめ、分からなかったところがあれば教員に質問する。 

第１３回 
これまでの議論を踏まえてレポート課

題に取り組む 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内容を復習

し、自らの意見を考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自身の考え

方・ものの見方について分析し、まとめる。 

課題研究

1 

課題研究テーマ：教科書の「はじめに」「第１章」を読み、哲学の主要な問いの中でどの問いに興味があるのかについ

て理由も含めて自らの考えを述べなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 1回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ： 授業で取り上げてきた哲学者の中から一名を選び、その主張や理論をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業開始時に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1121 

２．授業担当教員 末永 叔子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

である。 

８．学習目標 

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

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

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各授業後にその日の講義内容に関する宿題プリントを課します。講義、演習は前回の内容を踏まえて行われ

るため、プリントを用いて必ず復習をして、講義の内容を確実に理解するようにしてください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

【参考書】丹慶勝市『図解雑学 統計解析』ナツメ社。 

その他，参考図書については授業中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中に電卓を使用しますので、√（ルート）の計算ができる電卓を毎回持参してください（スマートフ

ォン、携帯、電子辞書等は不可）。 

数字や数式が出てくるからと身構える必要はありませんが，気を抜くと分からなくなります。毎回高い緊

張感と積極的な態度で授業に臨んでください。 

講義内容はすべて教科書の内容に基づいています。講義中によく分からなかったところについては、次回

までに教科書を何度もよく読みこんでおいてください。復習が何より大切です。また、学生の理解度によっ

て授業内容を変更する場合があります。 

遅刻、無断欠席、途中退出は原則禁止します。繰り返しになりますが、一度聞き逃すと、その後の授業につ

いていけなくなります。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

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 授業ガイダンス 

事前学習 計算機の使用方法（ルートを含む）を確認する。 

事後学習 
ガイダンス内容を踏まえ、教科書を読んでこれから学習する

内容を理解する。 

第２回 データの分類、さまざまな代表値 

事前学習 教科書 1章および 2章を熟読する。 

事後学習 
データの分類法と各種代表値の算出法に関する宿題を行い

理解不足な点が無いか確認する。 

第３回 散布度：分散、標準偏差 
事前学習 教科書 2章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い分散と標準偏差の算出方法を復習する。 

第４回 
散布図と共分散、因果関係と相関関係、 

相関係数 

事前学習 教科書 3章を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い相関係数の算出方法を確認するとともに、正の相

関、負の相関のイメージを再確認する。 

第５回 相関係数の見方、連関係数 

事前学習 教科書 3章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い、相関係数の数値の見方を復習する。また、連関

係数の算出法を確認する。 

第６回 標準化と偏差値の求め方 
事前学習 教科書 4章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い z値と偏差値の算出法を復習する。 

第７回 正規分布の特徴とその利用 

事前学習 教科書 4章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い正規分布のイメージを再確認するとともに、正規

分布と標準偏差との関係を理解する。 

第 8 回 記述統計から推測統計へ 
事前学習 教科書 5章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い記述統計と推測統計の違いを確認する。 

  



 

 

第 9 回 統計的仮説検定（１）：検定手順の理解 
事前学習 教科書 5章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い検定の手順を確認する。 

第１0 回 
統計的仮説検定（２）：両側検定・片側検

定、有意水準、検定における 2種の過誤 

事前学習 教科書 5章を再度確認する。 

事後学習 

宿題を行い両側検定と片側検定の違いを理解する。「有意差

がある」とはどういうことか、再確認する。統計的検定が万

能ではないことを理解し、誤りのパターンを確認する。 

第１1 回 標準正規分布を用いた検定 

事前学習 教科書 5章（特に 8節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い手順に従って標準正規分布を用いた検定法を復

習する。 

第１2 回 対応のない t検定 

事前学習 教科書 6章（特に 1〜3節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応の無い t 検定の方法を復習する。「対応があ

る」「対応が無い」とはどういうことか理解する。 

第１3 回 対応のある t検定 

事前学習 教科書 6章（特に 4、5節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応のある t検定の方法を復習する。対応の無い

t検定との違いを確認する。 

課題研究 

1 

第 2 回〜7 回の授業内容を踏まえた課題を課す。授業終了後に各自課題を行い提出する。不備がある場合は再提出を課

す。 

事後学習：指摘された点を再度許可書や資料で確認する。不明なことがあれば教員に確認する。 

課題研究 

2 

第 12 回、13 回の授業内容を踏まえ、被験者内計画、被験者間計画の実験計画をたて、自分でデータを収集して対応の

ある t 検定および対応のない t 検定を実施する。実験計画と検定結果は授業内で配布する用紙にまとめ、期末試験時に

提出する。 

事後学習：計算間違いがあれば、再計算する。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 
３．科目番号 GELA1121 

２．授業担当教員 河合 雅代 

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

６．履修条件・ 
他科目との関係 

 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

である。 

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

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

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 
（宿題）及びレポ

ート課題 

各授業後にその日の講義内容に関する宿題プリントを課します。講義、演習は前回の内容を踏まえて行われ

るため、プリントを用いて必ず復習をして、講義の内容を確実に理解するようにしてください。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】山田剛史・村井潤一郎『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房。 

【参考書】丹慶勝市『図解雑学 統計解析』ナツメ社。 

その他，参考図書については授業中に適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 
メッセージ 

授業中に電卓を使用します。詳細を初回に説明します。 

数字や数式が出てくるからと身構える必要はありませんが，気を抜くと分からなくなります。毎回高い緊

張感と積極的な態度で授業に臨んでください。 

講義内容はすべて教科書の内容に基づいています。講義中によく分からなかったところについては、次回

までに教科書を何度もよく読みこんでおいてください。復習が何より大切です。また、学生の理解度によっ

て授業内容を変更する場合があります。 

遅刻、無断欠席、途中退出は原則禁止します。繰り返しになりますが、一度聞き逃すと、その後の授業につ

いていけなくなります。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

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 授業ガイダンス 

事前学習 教科書の目次を見る。 

事後学習 
ガイダンス内容を踏まえ、教科書を読んでこれから学習する

内容を理解する。 

第２回 データの分類、さまざまな代表値 

事前学習 教科書 1 章および 2 章を熟読する。 

事後学習 
データの分類法と各種代表値の算出法に関する宿題を行い

理解不足な点が無いか確認する。 

第３回 散布度：分散、標準偏差 
事前学習 教科書 2 章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い分散と標準偏差の算出方法を復習する。 

第４回 
散布図と共分散、因果関係と相関関係、 

相関係数 

事前学習 教科書 3 章を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い相関係数の算出方法を確認するとともに、正の相

関、負の相関のイメージを再確認する。 

第５回 相関係数の見方、連関係数 

事前学習 教科書 3 章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い、相関係数の数値の見方を復習する。また、連関

係数の算出法を確認する。課題研究 1 を行う。 

第６回 
標準化と偏差値の求め方  

☆課題研究 1 を提出 

事前学習 教科書 4 章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い z 値と偏差値の算出法を復習する。 

第７回 
正規分布の特徴とその利用 

課題研究 1 指導 

事前学習 教科書 4 章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い正規分布のイメージを再確認するとともに、正規

分布と標準偏差との関係を理解する。 

第８回 記述統計から推測統計へ 
事前学習 教科書 5 章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い記述統計と推測統計の違いを確認する。 

第９回 統計的仮説検定（１）：検定手順の理解 
事前学習 教科書 5 章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い検定の手順を確認する。 



 

 

第 10 回 
統計的仮説検定（２）：両側検定・片側検

定、有意水準、検定における 2 種の過誤 

事前学習 教科書 5 章を再度確認する。 

事後学習 

宿題を行い両側検定と片側検定の違いを理解する。「有意差

がある」とはどういうことか、再確認する。統計的検定が万

能ではないことを理解し、誤りのパターンを確認する。 

課題研究 2 に取り組む 

第 11 回 
標準正規分布をもちいた検定 

対応のない t 検定対応のない t 検定  

☆課題研究 2 提出 

事前学習 教科書 6 章（特に 1〜3 節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応の無い t 検定の方法を復習する。「対応があ

る」「対応が無い」とはどういうことか理解する。 

第 12 回 
対応のある t 検定  

課題研究 2 の指導 

事前学習 教科書 6 章（特に 4、5 節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応のある t 検定の方法を復習する。対応の無い

t 検定との違いを確認する。 

第 13 回 まとめと実験計画法の修得 
事前学習 

これまでの内容を振り返り、各種記述統計値の算出法と、仮

説検定の方法を復習する。教科書 7 章を熟読する。 

事後学習 総復習を行い期末試験に備える。 

課題研究 
1 

課題研究テーマ：第 １回～第５回の講義内容を踏まえて、配布する練習問題を行ってください。 
実施施時期：第 ５回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 ６回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 ７回授業終了後

に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適

宜指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを振り返ってください。 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：第 6 回～第 10 回の講義内容を踏まえて、配布する練習問題を行ってください。 
実施施時期：第 10 回の授業後に実施とします。  
提出期限：第 11 回の授業開始時に提出してください。 提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後

に教室で行います。 添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適

宜指導します。  
事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを振り返ってください。 

期末試験 
 
 
 



 

 

１．科目名（単位

数） 
統計学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1121 

２．授業担当教員 中野 真也 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

である。 

８．学習目標 

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

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

記述できるようになることが，本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

各授業後にその日の講義内容に関する宿題プリントを課します。講義、演習は前回の内容を踏まえて行われ

るため、プリントを用いて必ず復習をして、講義の内容を確実に理解するようにしてください。 

また、授業内で理解度確認のためのテストを数回実施します。期末試験も行います。 

10．教科書・参考

書・教材 

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

その他，必要に応じて適宜授業内で資料を配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業中に電卓を使用しますので、√（ルート）の計算ができる電卓を毎回持参してください（スマートフ

ォン、携帯電話、電子辞書等は不可）。 

数字や数式が出てくるからと身構える必要はありませんが，気を抜くと分からなくなります。講義内容に

ついてこれるように、積極的な態度で授業に臨んでください。また、講義内容はすべて教科書の内容に基づ

いています。講義中によく分からなかったところについては、次回までに教科書を復習したり、分かる人に

教えてもらうなどしてください。学生の理解度によって授業内容を変更する場合があります。 

今後の「心理統計学」や「心理学実験」などの講義のための、統計学の基礎的な考え方を学び習得するこ

とが目的です。数学が苦手な人も多いと思いますが、一つずつ取り組んでいきましょう。 

なお、講義や他の人の迷惑になる行為、身勝手なふるまいはしないようにしてください。場合によっては、

厳しく指導し、出席していても単位取得ができないこともあります。 

13．オフィスアワー 詳細な時間は授業開始後に指示します。 

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:なぜ統計を学ぶの

か 

事前学習 
計算機の使用方法（ルートを含む）を確認する。教科書２～

１１ページを読んでおく。 

事後学習 講義を踏まえ、統計を学ぶ意義を理解する 

第２回 データの分類、さまざまな代表値 

事前学習 教科書 1章および 2章を熟読する。 

事後学習 
データの分類法と各種代表値の算出法に関する宿題を行い

理解不足な点が無いか確認する。 

第３回 散布度：分散、標準偏差 
事前学習 教科書 2章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い分散と標準偏差の算出方法を復習する。 

第４回 
散布図と共分散、因果関係と相関関係、 

相関係数 

事前学習 教科書 3章を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い相関係数の算出方法を確認するとともに、正の相

関、負の相関のイメージを再確認する。 

第５回 相関係数の見方、連関係数 

事前学習 教科書 3章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い、相関係数の数値の見方を復習する。また、連関

係数の算出法を確認する。 

第６回 標準化と偏差値の求め方 
事前学習 教科書 4章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い z値と偏差値の算出法を復習する。 

第７回 正規分布の特徴とその利用 

事前学習 教科書 4章を再度確認する。 

事後学習 
宿題を行い正規分布のイメージを再確認するとともに、正規

分布と標準偏差との関係を理解する。 

第８回 記述統計から推測統計へ 
事前学習 教科書 5章を熟読する。 

事後学習 宿題を行い記述統計と推測統計の違いを確認する。 

  



 

 

第９回 統計的仮説検定（１）：検定手順の理解 
事前学習 教科書 5章を再度確認する。 

事後学習 宿題を行い検定の手順を確認する。 

第１０回 
統計的仮説検定（２）：両側検定・片側検

定、有意水準、検定における 2種の過誤 

事前学習 教科書 5章を再度確認する。 

事後学習 

宿題を行い両側検定と片側検定の違いを理解する。「有意差

がある」とはどういうことか、再確認する。統計的検定が万

能ではないことを理解し、誤りのパターンを確認する。 

第１１回 標準正規分布を用いた検定 

事前学習 教科書 5章（特に 8節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い手順に従って標準正規分布を用いた検定法を復

習する。 

第１２回 対応のない t検定 

事前学習 教科書 6章（特に 1〜3節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応の無い t 検定の方法を復習する。「対応があ

る」「対応が無い」とはどういうことか理解する。 

第１３回 対応のある t検定 

事前学習 教科書 6章（特に 4、5節）を熟読する。 

事後学習 
宿題を行い対応のある t検定の方法を復習する。対応の無い

t検定との違いを確認する。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：問題①（統計学で必要な計算問題）を解きなさい。 

レポート形式：計算問題。配布される指定の解答用紙（A4 一枚）に記入すること。 

実施時期：第 1 回授業後に実施する。 

提出期限：第 2 回授業開始時に提出する。 

     講師が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付

け、理解を促すこととする。 

事後学習：基礎的な計算とその手続きについて復習すること。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：問題②（相関係数の算出）を解きなさい。なお、解答までの計算手順を、決められた欄に記述する

こと。 

レポート形式：配布される指定の解答用紙（A4 一枚）に記入すること。 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回授業開始時に提出する。 

事後学習：相関係数の算出方法について復習すること。 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
日本史 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1327 

２．授業担当教員 宮田 繁幸 

４．授業形態 講義 ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

グローバルな時代と呼ばれている現代、国と国、国民と国民とのあいだの交流がさまざまな面で深く、密接

になっており、自他の歴史的な関係を理解することが求められている。わたしたちが生きている現代は、過

去のできごとの積み重ねの上に成り立っている。その意味で、歴史は過去と現在との対話である。また、歴

史には、未知のことも多くあり、新しい事実関係が発見されたり、時代とともに評価が変わることもある。

授業では、日本の歴史のなかで興味深い事件やできごと、歴史上の人物をとりあげて、歴史上のできごとの

背景や、激動の時代を生きた人びとの生き方、歴史上に果たした役割を検証していく。 

８．学習目標 

1) 日本史の基本事項（概念）について理解し、説明できる。 

2) 日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．ワークシート（各回の講義内容に則した課題を提示する） 

２．期末レポート（課題内容は授業中に指示する） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

木村茂光、小山俊樹、戸部良一、深谷幸治編『大学で学ぶ日本の歴史』吉川弘文館 

【参考書】 

五味文彦、鳥海靖編『新 もういちど読む山川日本史』山川出版社 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・日本史の基本事項（概念）について理解することができたか。 

・日本史上の出来事や時代背景について歴史学の観点から見たり考えたりすることができたか。 

・日本史上の人物の考え方や生き方を知り、自分の考え方や生き方を省みることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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：シラバス解説と日本の地理的条件

の検討 

事前学習 これまでの日本史学習を再確認しておく 

事後学習 日本列島の条件を他国と比較しておく 

第２回 日本史の黎明：旧石器時代から古墳時代 
事前学習 

教科書の第 1 章、第 2 章を読み、不明な用語

等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第３回 古代国家の成立と展開：ヤマト政権から律令国家 
事前学習 

教科書の第 3 章～第 6 章を読み、不明な用語

等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第４回 貴族政治と文化：摂関政治と国風文化 
事前学習 

教科書の第 7 章、第 8 章を読み、不明な用語

等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第５回 武士の登場とその政権：院政期から鎌倉・室町幕府 
事前学習 

教科書の第 9 章～第 14 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第６回 戦国期の日本：戦国大名と一揆 
事前学習 

教科書の第 15 章、第 16 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第７回 天下統一：信長・秀吉・家康 
事前学習 

教科書の第 17 章を読み、不明な用語等を調

べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第８回 幕藩体制の基礎：諸統制政策と外交 
事前学習 

教科書の第 18 章、第 19 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第９回 幕政改革と江戸期の文化：三大改革等と元禄・化政文化 事前学習 
教科書の第 20 章～第 24 章を読み、不明な用

語等を調べておく 



 

 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第１０回 幕末期の展開と明治維新：幕末の思想と政治過程 
事前学習 

教科書の第 25 章、第 26 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第１１回 日清・日露戦争：富国強兵政策と対アジア外交 
事前学習 

教科書の第 27 章～第 30 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第１２回 日中戦争から第 2 次世界大戦：軍部の台頭、敗戦 
事前学習 

教科書の第 34 章～第 37 章を読み、不明な用

語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

第１３回 戦後の日本：戦後改革と経済復興、現代の日本へ 
事前学習 

教科書の第 38 章から第 41 章を読み、不明な

用語等を調べておく 

事後学習 授業の要点を整理し、ノートにまとめておく 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書の pp.73～74、pp.80～81、pp.92～93 の内容を踏まえて、「鎌倉・室町期の文化がなぜ日本文

化の原型といわれているのか」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 5 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 6 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 8 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：教科書の第 31 章～第 33 章の内容を踏まえて、「近代日本史における大正期の特徴」についてレポー

トにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 11 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出する。 

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

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、オフィスアワーに受け付け適宜指導する。 

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

 



        

 

１．科目名（単位

数） 
日本の文化と言語Ⅰ （2単位） 

３．科目番号 GECM1717 

２．授業担当教員 石山 哲也 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は、本学で学ぼうとする留学生の日本語運用能力のレベルアップと日本の文化や言語についての
理解をより一層深めることを目的としています。日本の文化や言語についての理解を深めるため、日本で暮
らす様々な人々、文化や社会的な問題に関する資料と読み物を教材として用い、身近な問題を通して、段階

的に日本の文化や言語の多様な側面について学んでいきます。本講義は、資料の読解、発表とディスカッシ
ョン、作文、そして語彙・文法に関する小テスト等で構成されます。 

８．学習目標 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深める。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになる。 
３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 
４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養う。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．日本の文化や言語についての理解度を確認するため、教科書pp．154-158の内容確認問題を行う。 

２．日本の文化や言語について、自分の立場から説明できるようになるために、授業内容に指示したタスク
を実施する。 

３．各回のタスクで取り組んだテーマのなかから一つを選び、期末レポートを作成する。 

10．教科書・参考
書・ 

教材 

佐々木瑞枝『クローズアップ日本事情 日本語で学ぶ社会と文化』ジャパンタイムズ、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・言語に関する理解を深めることができたか。 

２．日本語で書かれた身近な問題を扱う資料を正確に理解し、自分の言葉で要約できるようになったか。 

３．身近な問題について、議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

４．身近な問題について、日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

５．身近な問題について、自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業ができるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１．授業への参加態度 総合点の３０％ 

２．試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の３０％ 

３．提出課題（レポート等） 総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業を通して、身近な日本の文化や言語に目を向けるきっかけを提供したい。アサイメント及びレポー

トについては、受講生の関心や状況に応じて、扱うテーマや分量などの調整を行う場合があるが、授業担当

教員の指示に従って取り組んでほしい。 

なお、受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退など（不必要な退出も含む）せず、積極的に参加すること。 

２．提出物、宿題は必ず提出すること。 

３．授業での配布物はなくさないこと。 

４．教科書は毎回必ず持参すること。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をすること。 

６．授業に関係のない私語はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要の説明、自己紹介（自分の目標など） 
事前学習 教科書の目次を読んでおく。 

事後学習 自分の目標を文章にまとめてみる。 

第２回 Unit1 日本ってどんな国 １日本の面積と人口 
事前学習 日本の面積や人口の特徴を調べてみる。 

事後学習 教科書 p.15 タスク Aに取り組む。 

第３回 Unit1 日本ってどんな国 ２四季の変化と天気予報 

事前学習 
教科書 pp.15-17 を読み、日本の四季につい

て説明してみる。 

事後学習 
教科書 pp.15-17 を踏まえ、自国と日本の気

候の違いを整理してみる。 

第４回 
Unit1 日本ってどんな国 タスク C  

日本の花見との比較から気づいたことを話し合う 

事前学習 
教科書 p.18 タスク C に取り組み、発表原

稿を準備しておく。 

事後学習 
クラスメートの出身国の花についてまとめ

てみる 

第５回 Unit1 日本ってどんな国 内容確認問題  

事前学習 

教科書 pp.13-20を読み直し、p.154の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 

教科書 pp.13-20 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

 

 



        

 

第６回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし １日本の都市 

事前学習 
教科書 pp.21-23 を読み、日本の都市につい

て説明できるようにしておく。 

事後学習 
教科書 p.21を参考にして、囲炉裏について説

明してみる。 

第７回 
Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし ２「地方の暮ら

しにくさ」から「地方創生」へ 

事前学習 
教科書 pp.23-25 を読み、日本の地方の特徴

について、整理してみる。 

事後学習 
教科書 pp.23-25を踏まえ、「地方創生」の事

例について情報を集めてみる。 

第８回 Unit2 都市の暮らし・地方の暮らし 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.21-28を読み直し、p.155の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.21-28 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第９回 Unit3 日本の旅を楽しもう １安全で正確な新幹線 
事前学習 

教科書 pp.30-31 を読み、新幹線について説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.31のタスク Aに取り組んでおく。 

第１０回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ２長距離移動に便利な飛

行機 

事前学習 
教科書 p.32を読み、日本の空港の特徴につい

て考えてみる。 

事後学習 教科書 p.32のタスク Bに取り組んでおく。 

第１１回 
Unit3 日本の旅を楽しもう ３都市部で発達する地下

鉄網 

事前学習 
教科書 p.33を読み、日本の地下鉄の特徴につ

いて整理しておく。 

事後学習 教科書 p.33のタスク Cに取り組んでおく。 

第１２回 
Unit3 日本の旅を楽しもう 4 分刻みで運行する鉄道

ダイヤ ５目的地までのルート選び 

事前学習 
教科書 pp.34-35 を読み、日本の電車に乗る

際のマナーについて考えてみる。 

事後学習 教科書 p.35 タスク Dに取り組んでおく。 

第１３回 Unit3 日本の旅を楽しもう ５ICカード乗車券 
事前学習 

教科書 p.36 を読み、IC カード乗車券につい

て、説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.36のタスク Fに取り組んでおく。 

第１４回 Unit3 日本の旅を楽しもう 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.29-40を読み直し、p.156の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.29-40 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第１５回 Unit4 いただきます１日本の食糧自給率と食品輸出入 
事前学習 

教科書 p.42を読み、日本の食糧事情について

説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Aに取り組んでおく。 

第１６回 Unit4 いただきます ２地産地消が進む学校給食 
事前学習 

教科書 p.43を読み、給食について説明できる

ようにしておく。 

事後学習 教科書 p.43のタスク Bに取り組んでおく。 

第１７回 Unit4 いただきます ３和食文化の普及 
事前学習 

教科書 p.44を読み、和食文化について説明で

きるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.45のタスク Cに取り組んでおく。 

第１８回 Unit4 いただきます ４道の駅 
事前学習 

教科書 p.46を読み、道の駅について説明でき

るようにしておく。 

事後学習 教科書 p.46のタスク Dに取り組んでおく。 

第１９回 Unit４ いただきます ５日本のおいしい水 
事前学習 

教科書 p.47を読み、日本の水について説明し

てみる。 

事後学習 教科書 p.47のタスク Eに取り組んでおく。 

第２０回 Unit４ いただきます ６B級グルメとご当地グルメ 
事前学習 

教科書 p.48 を読み、B 級グルメとご当地グ

ルメについて説明してみる。 

事後学習 教科書 p.48のタスク Fに取り組んでおく。 

第２１回 Unit４ いただきます ７日本で旅した世界の料理 
事前学習 

教科書 p.49を読み、日本で楽しめる世界の料

理について調べてみる。 

事後学習 教科書 p.49のタスク Gに取り組んでおく。 

第２２回 Unit４ いただきます 内容確認問題 

事前学習 

教科書 pp.39-51を読み直し、p.157の内容確

認問題を答えることが出来るようにしてお

く。 

事後学習 
教科書 pp.39-51 で身につけた語彙をまとめ

てみる。 

第２３回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク A お正月に

ついて 

事前学習 
教科書 pp.54-55 を読み、お正月について説

明できるようにしておく。 

事後学習 

教科書 p.55 タスク Aに取り組んでおく。 

 

 



        

 

第２４回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事 タスク B 卒業式・

入学式について 

事前学習 
教科書 pp.54-55を読み、卒業式・入学式につ

いて説明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.57 タスク Bに取り組んでおく。 

第２５回 
Unit５ 季節を楽しむ年中行事   タスク D日本の

お祭り 

事前学習 
教科書 p.59を読み、日本のお祭りについて説

明できるようにしておく。 

事後学習 教科書 p.59 タスク Dに取り組んでおく。 

第２６回 
身近な日本文化・言語のまとめ：確認テストと日本語

到達度チェック 

事前学習 

教科書の Unit1 から Unit5 を読み直し、

pp.155-158 の内容確認問題を答えることが

出来るようにしておく。 

事後学習 

この授業を通して理解を深めることが出来

た日本の文化や言語について紹介文を作成

してみる。 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第２回・第３回で学習した「日本の気候的な特徴」を踏まえて、あなたの国の気候の特徴について、

レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第３回の授業後に実施する。 

提出期限：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、クラスメートの出身国の気候と自分の国、日本の気候の違いについてまと

めてみる。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：第６回・第７回で学習した「日本の都市と地方」という視点から、あなたの「住みたい地域」につい

て、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第７回の授業後に実施する。 

提出期限：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１４回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、都市と地方の違いについてまとめてみる。 

課題研究

３ 

課題研究テーマ：第９回から第１３回で学習した「日本の旅」という視点から、「観光プラン」を考え、レポートにまと

めなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第１３回の授業後に実施する。 

提出期限：第１８回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２２回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の観光の特徴についてまとめてみる。 

課題研究

４ 

課題研究テーマ：第１５回から第２１回で学習した「日本の食生活」という視点から、「日本における自国料理のレスト

ラン」について調べ、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 １枚 １０００字程度 

実施時期：第２１回の授業後に実施する。 

提出期限：第２５回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第２６回授業終了後に教室で行う。 

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

事後学習：質疑応答・意見交換を踏まえて、日本の外国料理店の特徴についてまとめてみる。 

 

 



１．科目名（単位数） 発達相談 （2単位）
３．科目番号 PSMP3307

２．授業担当教員 佐藤 篤司

４．授業形態 講義と演習、必要に応じてグループディスカッションを入れる ５．開講学期 春期

６．履修条件・
他科目との関係

発達心理学の単位を取得していることが望ましい。

７．講義概要

乳児期児童期における定型発達を振り返りながら、発達期にみられる種々の問題や障害（発達障害や精神

疾患）の問題について考察するとともに、育児に悩む親への相談技法についてカウンセリング技法をベース

に具体的事例を通して学習する。援助職としての技術を習得することもできる。

８．学習目標

発達相談の授業が終了した時点で以下のことが達成されていることを目標とする。

１．乳児期児童期にみられる種々の問題や障害についてその現状を把握する。

２．乳児期児童期の子供が抱える困難さを相談者の視点、親の視点・教師の視点から理解し、支援の方法を

仮説立て、検証する見通しを持つ。

９．アサイメント
（宿題）及びレポ

ート課題

乳児期児童期の問題を理解する前提として、子どもの精神発達について理解する。そのための参考書を読み、

発達理論を参照枠として自身の発達を振り返って、発達について考えることとする。
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、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】

馬場禮子著『改訂 精神分析的人格理論の基礎―心理療法を始める前に』岩崎学術出版社 2016。

11．成績評価の規準

と評定の方法

○成績評価の規準

１．幼児や児童の障害や抱える問題について理解し、説明できるか。

２．相談者、親、教師の視点から発達支援について理解し、具体的に発達相談をすすめることができるか。

○評定の方法

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。

１ 授業への積極的参加（授業態度、発言、グループワークへの参加度） 総合点の３０％

２ 課題レポート（小テスト、研究課題を含む） 総合点の７０％

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

12．受講生への
メッセージ

困っている子ども本人に限らず、その子を取り巻く周囲に対しての環境的アプローチも発達相談では必要
になってきます。心理職に限らず他の援助職に就く上でもこうした知識は重要になってきますので、積極的

に授業に参加してください。
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

発達相談とは何か？

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
精神発達とは①

乳幼児期の発達

事前学習 乳幼児期の発達について調べておく。

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
精神発達とは②

児童期の発達

事前学習 児童期の発達について調べておく。

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
精神発達とは③

思春期の発達

事前学習 思春期の発達について調べておく。

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 発達相談の現場

事前学習
発達障害を相談できる機関について、調べノート
にまとめておく。

事後学習
授業で取り扱った機関について、自身の住んでい
る地域にあるかどうか確認する。

第６回 発達相談の進め方

事前学習 発達相談の流れを調べておく。

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 乳幼児期の子どもの発達相談① アタッチメント

事前学習 アタッチメントについて調べておく。

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 乳幼児期の子どもの発達相談② 虐待

事前学習 虐待について調べておく。

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 児童期の子どもの発達相談① 不登校

事前学習 児童期の不登校について調べておく。

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
児童期の子どもの発達相談②

注意欠如多動性障害

事前学習 注意欠如多動性障害について調べておく。

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 児童期の子どもの発達相談③ 広汎性発達障害等

事前学習 広汎性発達障害について調べておく。

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 児童期以降の子どもの発達相談① 不登校

事前学習 思春期の不登校について調べておく。

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１３回 児童期以降の子どもの発達相談② その他

事前学習 境界例、摂食障害について調べておく。

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。

課題研究

1

課題研究テーマ：授業で取り扱った各発達論についてレポートにまとめてください。
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自
分で調べた分をまとめてください。
事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。

課題研究

2

課題研究テーマ：授業で取り扱った各年代に特徴的なメンタルヘルス上の問題についてレポートにまとめてください。
レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,440 字程度）提出期限：第 13回の授業終了後に提出する。 授業で学んだこと、自
分で調べた分をまとめてください。
事後学習：レポート作成を通して学んだことをもう一度復習してください。



 

 

１．科目名（単位

数） 
ヒューマンライフとサービス （2 単位） 

３．科目番号 GELA1391 

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、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

他者のために役立つ人材を養成する大学教育の前提となる教養教育の一環として、ライフステージに応じた

社会的支援について、社会福祉、教育、心理、保育の視座から学び、共に生きる姿勢の基礎を身に付ける。ま

た、多様な生き方について、現代社会の現状とそれに携わる専門職の意義や役割を理解する。 

８．学習目標 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深める。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養う。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に付

ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○グループワーク、ディスカッションのテーマについて、事前学習の自分の考えを整理しておく。その際、授

業毎に設定された事前学習のテーマについて、考えを整理するための資料を作成し、その上で自身の考え

も合わせて記述しておく。また、事後学習においても、授業の振り返りとして、授業の内容を加味した内容

で、授業毎に設定された事後学習課題についての意見をまとめ、自身で振り返りを行う。 

○授業に際してのレポート課題 

「人間のライフステージに応じた生き方を支援するために、あなたはどのような努力をするか、社会福祉、

教育、心理、保育の分野の一つに焦点を当てて論じなさい。」 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】なし 

【参考書】『新・社会福祉要説』『保育児童福祉要説』 

『教職科目要説 初等教育編』『教職科目要説 中等教育編』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①社会福祉、教育、心理、保育の実状に触れ、専門的能力習得の重要性についての認識を深められたか。 

②対人援助の専門性の基礎を培う演習において、主体的な態度や意欲を養えたか。 

③アクティブラーニングを通して、ライフステージに応じた人間のあり方を考え、共に生きる姿勢を身に

付けられたか。 

○評定の方法 

日常の授業態度  総合点の 40%  

レポート  総合点の 30%  

アサイメントの実行度 総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の建学の理念を総合教育科目の修得を通じて、他者のために役立つ人材になるための基礎基本を身に付

けてほしい。 

13．オフィスアワー 各担当教員による 

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 
ヒューマンライフとサービス 

現代社会生活における人間関係とコミュニケーション 

事前学習 IT 社会の暮らしの特徴 

事後学習 支え合う人間関係の重要性 

第２回 
ライフステージと自分を考える① 

守られ、育てられるインフォーマルエデュケーション 

事前学習 育てられた自分の振り返り 

事後学習 人との繋がることの基本、やさしさなど 

第３回 
ライフステージと自分を考える② 

自立と集団参加、社会における役割 

事前学習 認められた時、やり遂げた時の体験 

事後学習 集団の中の多様な役割や関係 

第４回 
ライフステージと自分を考える③ 

働くということ、社会への責任とキャリアプランニング 

事前学習 自分の特徴や生活の目標 

事後学習 自分らしさを生かした社会人になるには 

第５回 
ライフステージと自分を考える④ 

社会貢献のためのコンピテンシー、キャリア・スキル 

事前学習 社会の一員としての自分 

事後学習 現代社会における専門性習得の重要性 

第６回 
ヒューマンサービスの分野 

福祉、保育、教育、心理 

事前学習 社会における様々な仕事の分野 

事後学習 社会が専門家と認める免許、資格 

第７回 
ヒューマンサービス① 

 育児に対するソーシャルサポート 

事前学習 現代社会の子育ての難しさ 

事後学習 子どもにも保護者にもよい支援とは 

第８回 
ヒューマンサービス② 

 乳幼児に関わる専門性 

事前学習 保育に携わる人の特質や能力 

事後学習 保育職の基本 

第９回 
ヒューマンサービス③ 

文化の伝承、学校教育、社会教育 

事前学習 学校はなぜ必要か 

事後学習 子どものニーズと社会の期待に応える教育 

第１０回 
ヒューマンサービス④ 

教育に携わる専門性 

事前学習 教育に携わる人の特質や能力 

事後学習 教育職の基本 

第１１回 
ヒューマンサービス⑤ 

社会における心の健康とケア 

事前学習 現代社会の暮らしと心の健康、心の病 

事後学習 受容、理解、寄り添うなどの理解 

第１２回 
ヒューマンサービス⑥ 

企業における人間関係 

事前学習 心理の専門性を企業で生かす 

事後学習 リーダーシップ、チームワーク、組織 

事後学習 その人らしい暮しを支えるには 

第１３回 
ヒューマンサービス⑦ 

福祉職の専門性 

事前学習 福祉の仕事に携わる人の資質や能力 

事後学習 福祉職の基本 



 

 

課題研究

１ 

課題研究テーマ：第 1回から第 5回までの講義内容を踏まえて、自分自身の「ライフステージ」を振り返り考察をまと
めなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 5回の講義後に実施する。 

提出期限：第 6回の講義時に担当教員へ提出すること。 

事後学習：これまでの自身の生活を振り返り考察を行うことで、今後の生活の在り方、ライフステージの設計に役立て

る。 

課題研究

２ 

課題研究テーマ：共生社会とはどのような社会を示すのか、あなたの考えをまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1,440字程度） 

実施時期：第 12回の講義後に実施する。 

提出期限：第 13回の講義時までに提出すること。 

事後学習：調べた内容を踏まえて 13回の講義に臨むともに、最終的なレポート作成に結び付ける。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 表現（保育児童福祉専修以外） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1326 

２．授業担当教員 赤塚 太郎 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日常生活において、人間は何らかの方法で他者に表現し、メッセージを発している。その表現は、視覚、

聴覚、触覚、臭覚、味覚等の感覚器官を通じて受け取られ、再び表現として表出される。 
 本講義では、人間にとって表現とはどのような意味をもつのか、様々な表現方法に触れながら考察し、
体験や演習を通して、人間の表現活動を総合的に理解していく。 

８．学習目標 
1.自ら表現することにより、自己発見、自己認識をめざし、自己表現力を高める。 
2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

詩や物語の創作にあたって、授業外の時間で素材や題材を探す。また、実際に物語等を自宅で声に出して

読む練習が必要です。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】その都度、関連資料を配布します。 

【参考書】池上彰『伝える力』PHPビジネス新書、2007。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標が達成できたかで判断する。） 

1.自ら表現することにより、自己発見し、自己認識を深め、自己表現力を高めることができたか。 

2.他者の表現に対して共感し受容する能力、相手の表現に対し応答する能力を高めることができたか。 

○評定の方法 

①学習・発言意欲・態度等の授業への積極性（40％） 

②個人・グループ発表（40％） 

③レポート等の提出物（20％） 

以上①から③までの結果を総合的に判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

何かを「表現」するためには、様々な手段・方法が考えられます。この授業のキーワードは、「コミュニケ

ーション」「言葉」「声」「音」「楽器」で、様々な表現方法をとおして自己を見つめ、自己認識を深め、そ

して気持ちや意思を伝える力を養います。グループで行う作業もありますので、遅刻や欠席は慎み、メン

バーで協力して質の良い発表にしてください。そして、日常に溢れている「表現」に対して普段から興味

を持ち、常に敏感でいてください。創造力や感性を育むよう意識を持って授業に臨み、この講義が有意義

な時間になることを願っています。なお、授業への遅刻については、累積回数が多いと認めない場合もあ

るので、注意してください。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業ガイダンス（「表現」について、この授業の目

指すところ等） 

事前学習 

シラバスを読み、全体の学びの流れを把握する。「表

現」を語る上で大事なキーワード「創造」。この言葉

にはどのような意味合いがあるか、各自考える。 

事後学習 
講義を受け、「表現」について自分なりにまとめてみ

る。 

第２回 「コミュニケーション」について考える 
事前学習 

「コミュニケーション」にはどのような方法がある

かを考える。 

事後学習 振り返りシートを記入し、学んだ内容を整理する。 

第３回 文字を声に変える表現①（文章の朗読とスピーチ） 

事前学習 

事前に配布したプリントを熟読する。スピーチとは

どのようなものを指すかを考え、必要な要素をまと

めてくる。 

事後学習 
文章を声に出して読んでみて、授業で学んだ内容の

理解を深める。スピーチについての要点を整理する。 

第４回 
詩を創作する①（絵描き歌や数え歌、言葉遊び等、

詩作の下準備） 

事前学習 
日常生活の中に使われている言葉遊びに着目してみ

る。 

事後学習 
さまざまな言葉による遊びや創作を自分でもやって

みる。 

第５回 
詩を創作する②（詩に必要な要素を学び、実際に

創作してみる） 

事前学習 
詩の形式について調べてみる。詩の素材や題材を見

つける。 

事後学習 創作した詩を実際に読んでみる。 

第６回 詩の発表 
事前学習 発表前の直前練習。 

事後学習 詩に必要な要素、要点をまとめてみる。 

第７回 
言葉を届ける（電子メールと手紙について、その

違いや形式・マナーを考え、実際に送ってみる） 

事前学習 
電子メールと手紙について、それぞれの特徴を考え

てみる。 

事後学習 実際に作成した文を送ってみる。 

  



 

 

第８回 物語を読む①（グループ発表の準備） 
事前学習 指定した物語に目をとおす。 

事後学習 分担した役の箇所を熟読し、発表の準備を進める。 

第９回 物語を読む②（グループ発表） 

事前学習 担当箇所を確実に把握し、声に出して読む。 

事後学習 
他のグループを聞いてどのようなことを感じたか、

振り返りシートにまとめる。 

第１０回 
物語を創作する①（二次創作に触れ、絵からスト

ーリーを連想する等、物語を創作する下準備） 

事前学習 
二次創作とはどのようなものかを調べ、その面白み

や創造性について考えてみる。 

事後学習 創作する物語の素材や題材を見つける。 

第１１回 物語を創作する②（実際に創作し、下書きする） 
事前学習 どのような物語を創作するのか、考えてみる。 

事後学習 物語の創作と下書きを進める。 

第１２回 物語を創作する③（清書） 
事前学習 

授業内に一通りチェックする必要があるので、内容

をまとめておく。 

事後学習 助言された内容を確認し、文を推敲する。 

第１３回 物語の発表と総括 
事前学習 すらすらと、情感込めて読めるように練習する。 

事後学習 講義をとおして学習した内容をまとめる。 

課題研究 

１ 

第 1～6 回までの講義内容を踏まえ、表現について自身が感じたこと・考えたことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1,440 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施 

提出期限と方法：第 7 回の授業の前日までに、メール添付にて送信すること。 

メールアドレス：taakatsu@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

事後学習：添削を受けたレポートの内容を整理し、残る回の授業にその内容を反映させる。 

課題研究 

２ 

第 8 回目以降の物語の創作及び表現の講義をとおし、学んだことをレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（約 1,440 字） 

実施時期：第 13 回の授業後に実施 

提出期限と方法：第 13 回の授業終了後、1 週間以内にメール添付にて提出すること。 

メールアドレス：上記 

事後学習：授業内容の要点をまとめる。 
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１．科目名（単位数） 福祉心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3334 

２．授業担当教員 谷口 恵子・野口 理英子 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

福祉では、支援を必要とする人々を対象として支援を行う。かつては児童が中心であったが、青年期、中年

期、高齢期と生涯発達の視野の中で、その援助が考えられるようになった。福祉現場で生じる問題及びその

背景、福祉現場での心理社会的課題及び必要な支援方法、特に、虐待、認知症に関する必要な支援方法につ

いて学ぶ。 

８．学習目標 
生涯発達の中で、どのような問題が発生するか、その問題は発達とともにどのように変化してゆくか、それ

に対応した心理福祉的な支援について説明できるようになることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎回授業について学んだことをまとめて提出する 

・レポート：授業で取り上げたテーマについて調べまとめる（詳細は授業時に告知） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

『福祉心理学』遠見書房 2,600円 

【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暴力被害者への心理支援について理解し、説明することができる。 

②高齢者へ心理支援について理解し、説明することができる。 

③障害・疾病のある人への心理支援について理解し、説明することができる。 

④生活困窮者への心理支援について理解し、説明することができる。 

⑤児童虐待への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑥子どもと親への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑦認知症高齢者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑧ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際について理解し、説明できる。 

⑨精神障害者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑩家族・職員への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑪福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけを理解し、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 

・積極的に授業に参加すること、支援に携わる専門職に必要な姿勢は何か毎回考えながら授業に臨むことを

心掛けてください 

13．オフィスアワー 授業内で提示します 

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 

第１章 社会福祉の展開と心理支援 

－ 社会福祉の視点を理解するために社会福祉の歴

史、制度を学ぶ 

事前学習 教科書の第１章を通読する 

事後学習 社会福祉の歴史についてまとめる 

第２回 

第１章 社会福祉の展開と心理支援 

 － 社会福祉の理念を理解する ノーマライゼーシ

ョン、エンパワメント、ストレングス、リカバリー、エ

コロジカルモデル  

事前学習 
社会福祉とは何か自分の言葉で書き出して

くる 

事後学習 
社会福祉の理念について学んだことを自分

の言葉でまとめる 

第３回 

第２章 生活を支える心理支援 

 － 生活を支えるとは何か理解する 

 － 社会福祉専門職を知る 

 － チームアプローチと、チームにおける公認心理師

の役割を考える 

事前学習 教科書の第２章を通読する 

事後学習 
生活とは何か、生活を支援するために必要な

ことは何かについてまとめる 

第４回 
第３章 暴力被害者への心理支援 

 － 暴力と虐待について理解する 

事前学習 教科書の第３章を通読する 

事後学習 暴力と虐待について自分の言葉でまとめる 

第５回 

第５章 障害・疾病のある人への心理支援 

 － 障がい者を理解する 

 － 障害者福祉制度を学ぶ 

 － 事例から福祉心理学の支援を学ぶ 

事前学習 教科書の第５章を通読する 

事後学習 

自分の持つ障がい者観について言葉にして

みる。障害者福祉制度、障がい者に対する心

理的支援についてまとめる 

第６回 

第６章 生活困窮・貧困者への心理支援 

 －生活困窮・貧困の実態を理解する 

 －生活困窮者への制度を学ぶ 

 －生活困窮者への心理支援について考える 

事前学習 教科書の第６章を通読する 

事後学習 

日本における貧困の現状についてまとめる

生活困窮者への制度と生活困窮者への心理

支援について自分の言葉でまとめる 

  



 

 

第７回 

第７章 児童虐待への心理支援の実際 

 －児童虐待とは何か理解する 

 －児童虐待に関する法律、支援を学ぶ 

 －児童虐待への心理支援について考える 

事前学習 教科書の第７章を通読する 

事後学習 
児童虐待と、児童虐待に対する心理支援につ

いて自分の言葉でまとめる 

第８回 

第８章 子どもと親への心理支援の実際 

 － 子育て支援施策について理解する 

 － 社会的養護とは何か理解する 

 － 子どもと親に対する心理支援について考える 

事前学習 教科書の第８章を通読する 

事後学習 
社会的養護とは何か、子どもと親への心理支

援について自分の言葉でまとめる 

第９回 

第４章及び第９章 高齢者と認知症高齢者の心理支援

の実際 

 － 認知症を理解する 

 － 認知症によって生じる心理問題とその支援につ

いて考える 

事前学習 教科書の第９章を通読する 

事後学習 
認知症とは何か、認知症に対する支援につい

て自分の言葉でまとめる 

第１０回 

第１０章 ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際 

 － 〝ひきこもり”とは何か理解する 

 － 〝ひきこもり”の方への支援について考える 

 － 日本における自殺の現状を知る 

 － 自殺予防に対する心理支援について考える 

事前学習 教科書の第１０章を通読する 

事後学習 

〝ひきこもり”の方への支援について自分の

言葉でまとめる 

自殺予防に対する支援について自分の言葉

でまとめる 

第１１回 

第１１章 精神障害者への心理支援の実際 

 － 精神保健福祉制度を理解する 

 － 精神障がいの困難さを理解する 

 － 精神障がい者に対する就労支援について理解す

る 

 － 公認心理師の役割を考える 

事前学習 教科書の第１１章を通読する 

事後学習 
精神障がいの特徴をふまえながら、就労支援

について自分の言葉でまとめる 

第１２回 

第１２章 家族・職員への心理支援の実際 

 － 障がい者を支える家族について理解する 

 － 家族支援について学ぶ 

 － 福祉施設職員等の役割とストレスマネジメント

の方法を知る 

事前学習 教科書の第１２章を通読する 

事後学習 

家族支援の必要性とその支援について自分

の言葉でまとめる 

福祉施設職員のストレスとそのマネジメン

トについて自分の言葉でまとめる 

第１３回 

第１３章及び第１４章 福祉・介護分野での多職種協働

（IPW)と心理職の位置づけ 

 － チームアプローチとは何か理解する 

 － 多職種協働の中での心理職の役割を考える 

 － IPW実践事例報告  

事前学習 教科書の第１３章を通読する 

事後学習 
チームアプローチとチームの中での心理職

の役割についてまとめる 

課題研究 

1 及び２ 

補講授業を実施する 

授業内容：映像教材を視聴して、内容について福祉心理の視点でのディスカッションを行う。 

実施時期：日程は履修学生の授業履修状況を加味して、授業開始後に決定する。 

事前学習：補講授業日までに学んだ授業内容の振り返りを各自行い、福祉心理の視点について考察を深めておく。 

事後学習：授業を通しての学びをまとめる。 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 攪上 哲夫 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この授

業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表現

法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明確さ、

論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の社

会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①中間レポート：「課題」を課し、授業で学習した内容に沿ってレポートを提出する。 

②期末レポート：各自が選んだテーマについてのレポートを提出する。 

③授業進度に沿った小レポートの提出を求める。 いずれも授業時に詳細を伝えます。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

【参考書】 速水博司著『大学生のための文章表現入門』蒼丘書林、2016。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

大学のレポートは、試験の代わりに要求されることもあり、大学生にとってはその技法を知ることは重要な

ことです。「レポート」をどのように書くのか、大学のレポートの基本を身に付けるように指導をします。 

進んでレポートに取り組み、少しずつ上達していきましょう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に連絡する。 

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 

ガイダンス 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第１章 論文の構成」の考え方を理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.2~13 を読み、本

書の構成をつかむ。 

事後学習 
教科書第 2 部論文の表現 第 9 章「論文の表現の考え

方 pp.70~76」を読みノートにまとめる。 

第２回 
教科書『論文・レポートの基本』 

「第 2 章 問うー目的」とは何か確認する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.20~29 を読み、問

いを立てることの意味についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 10 章「正確な言葉選び 

第 1 課専門用語の考え方 pp.77~83」を読み、ノートに

まとめる。 

第３回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第３章 調べるー先行研究」剽窃と引用の違

いについて理解する。 

 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.30~41 を読み、先

行研究の意味についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 10 章「正確な言葉選び 

第２課 語の定義 pp.84~87、第 3 課 怖い変換ミス

pp.88～91」を読み、ノートに要旨をまとめる。 

第４回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第５章 確かめるー結果と分析」結果を整理

して論文にまとめることについて理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.50～56 を読み、

結果と分析についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 11 章「正確な表記 第６

課 記号の使い方 pp.102～105」第 12 章 「論文専用

の表現 第 7 課 論文を構成する動詞」pp.106～112」

を読み、ノートに要旨をまとめる。 

第５回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第６章 裏付けるー考察」論文における考察

について理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.50～56 を読み、

結果と分析についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部 論文の表現 第 12 章 「論文専用の表

現 第 8 課 論文の文末表現 pp.113～118,  第 9 課

論文のオトナ語 pp.119～123」 を読み、ノートに要

旨をまとめる。 



 

 

第６回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第７章 まとめるー結論」論文の一連の過程

を理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.61～63 を読み、

論文における結論についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 13 章「論文の文体 第

10 課 話し言葉と書き言葉」pp.124～131 を読み、ノ

ートに要旨をまとめる。 

第７回 

レポートを書く① 主題を選ぶ 材料を集める 

参考文献を探す  事実と意見を区別する 構

成を考えアウトラインを書く。 

事前学習 配布資料を読み、レポートにする主題を選ぶ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 14 章「明晰な文 第 13

課 複数の意味を持つ文 pp.142～151」を読み、ノー

トに要旨をまとめる。 

第８回 

レポートを書く② 草稿を書く 見出しを付け

る 箇条書きを活用する 引用の仕方 引用・

参考文献の表示法 清書 提出までを理解す

る。 

事前学習 レポート作成に必要な資料を収集する。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 14 章「明晰な文 第 14

課 読者を迷子にする文 pp.152～158、第 15 課あい

まいさを含む文 pp.159～164」を読み、ノートに要

旨をまとめる。 

第９回 
説明文を書く 与えられたテーマ、その資料を

下に説明文を書く。 

事前学習 配布資料を読み、説明文の基本を押さえる。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 15 章「明晰な文章展開 

第 16 課 指示詞の使い方 pp.167～173」を読み、ノー

トに要旨をまとめる。 

第１０回 
エッセイを書く 主題を見つけエッセイを書

く。 

事前学習 配布資料を読み、エッセイの素材を集める。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 15 章「明晰な文章展開 

第 17 課 接続詞の使い方 pp.174～181 第 18 課 予

告と整理 pp.182～188」を読み、ノートに要旨をまと

める。 

第１１回 報道文を書く ニュース記事を書く。 

事前学習 配布資料を読み、報道文の基本を押さえる。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 16 章「書き手の責任 第

19 課 主張する pp.189～194 

第 20 課 引用する pp.195～201」を読み、ノートに要

旨をまとめる。 

第１２回 
就職論文・作文を書く 最近の公務員試験問題

を書く。 

事前学習 配布資料を読み、就職論文・作文の基本を押さえる。 

事後学習 

教科書第 2 部 論文の表現 第 16 章「書き手の責任 

第 21 課 破綻を防ぐ pp.202～211」を読み、ノートに

要旨をまとめる。 

第１３回 文章表現のまとめ 

事前学習 これまでの学習の重点事項を復習する。 

事後学習 
これまでの学習を生かし、大学のレポートの書き方を

今後の学習に活かす。 

課題研究 

1 

題研究テーマ：第 1 回～第 3 回の講義内容を踏まえて、「量的調査と質的調査の事例を集め、その調査方法の長所と短

所」についてレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 2 枚（事例を含めて 800 字程度）第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 5 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究 

2 

題研究テーマ：第 1 回～第 6 回の講義内容を踏まえて、関心のある図書を一冊読み、その中の 1 つの章を取り上げ、内

容をまとめた上で、自分なりの考察を加えなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1400 字以上）第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 8 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 文章表現 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1107 

２．授業担当教員 石山 哲也 

４．授業形態 講義、グループワーク、演習（論作文）、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

大学での講義及び演習（ゼミ）では、レポートを書いたり発表したりという表現力が要求される。この

授業では、大学での学習や研究に必要な「書く」技術の基礎訓練行うことをねらいとしている。 

したがって、目標とされるのは、文学的表現や美文調の修辞等ではなく、むしろ簡潔で明快な文章の表

現法である。文法・文字表記の正しさ、語彙選択の適切さ、表現の的確さ、わかりやすさ、文章構成の明

確さ、論理の一貫性などに重点をおいて学習する。 

本科目の授業を通じて表現力やコミュニケーション能力を養うことは、大学段階にとどまらず、今後の

社会でますます重要となってくるものであることを認識する必要がある。 

８．学習目標 

以下について学習・理解し、レポート・論文が書けるようになることを学習目標とします。 

１ 文章表現の基礎、レポート・論文の書き方の基礎的・基本的事項について理解する。 

２ わかりやすい言葉（表現方法）で、明瞭で論理的な文章を書く技術を習得する。 

３ 実践的な訓練を通して、自分の考えや意見を論理的に述べる文章表現力を身に付ける。 

４ 定評のあるオピニオン誌の論文や新聞の社説などに触れ、現実の捉え方やものの見方を学ぶ。 

５ 文章の読解力と文章の構成力を養い、文章表現に対する苦手意識を払拭する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

中間レポート：「課題」を課し、授業で学習した内容に沿ってレポートを提出する。 

期末レポート：各自が選んだテーマについてのレポートを提出する。 

授業進度に沿った小レポートの提出を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

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

【参考書】 速水博司『大学生のための文章表現入門』蒼丘書林、2016。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 積極的態度（発言、討議、取り組み等）  総合点の３０％ 

２ レポート（小課題を含む）        総合点の７０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

大学で書くレポートは、大学の成績という公的な資料の基礎となる大変重要なものです。そのレポートは

皆さんが中学生や高校生の時に書いてきた作文とは異なり、執筆上のルールを厳格に守らなければならな

いものです。 

また、レポートの書き方は、授業の時だけでなく社会に出てから書くことになる企画書や報告書の基礎

となります。そのようなレポートの書き方について学ぶ科目ですので、心して臨んでください。 

13．オフィスアワー 初回授業時に告示する。 

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 

ガイダンス 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第１章 論文の構成」の考え方を理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.2~13 を読み、本

書の構成をつかむ。 

事後学習 
教科書第 2 部論文の表現 第 9 章「論文の表現の考え

方 pp.70~76」を読みノートにまとめる。 

第２回 
教科書『論文・レポートの基本』 

「第 2 章 問うー目的」とは何か確認する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.20~29 を読み、問

いを立てることの意味についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 10 章「正確な言葉選び 

第 1 課専門用語の考え方 pp.77~83」を読み、ノート

にまとめる。 

第３回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第３章 調べるー先行研究」剽窃と引用の違い

について理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.30~41 を読み、先

行研究の意味についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 10 章「正確な言葉選び 

第２課 語の定義 pp.84~87、第 3 課 怖い変換ミス

pp.88～91」を読み、ノートに要旨をまとめる。 

第４回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第４章 選ぶー資料と方法」質的調査と量的調

査の違いについて理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.42~49 を読み、調

査の意味についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 11 章「正確な表記 第

４課 漢字と仮名の書き分け pp.92～97、第 5 課 読

点の打ち方 pp.98～101」を読み、ノートに要旨をま

とめる。 

  



 

 

第５回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第５章 確かめるー結果と分析」結果を整理し

て論文にまとめることについて理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.50～56 を読み、

結果と分析についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 11 章「正確な表記 第

６課 記号の使い方 pp.102～105」第 12 章 「論文

専用の表現 第 7 課 論文を構成する動詞」pp.106～

112」を読み、ノートに要旨をまとめる。 

第６回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第６章 裏付けるー考察」論文における考察に

ついて理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.50～56 を読み、

結果と分析についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部 論文の表現 第 12 章 「論文専用の

表現 第 8 課 論文の文末表現 pp.113～118,  第 9

課 論文のオトナ語 pp.119～123」 を読み、ノート

に要旨をまとめる。 

第７回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第７章 まとめるー結論」論文の一連の過程を

理解する。 

事前学習 
教科書『論文・レポートの基本』pp.61～63 を読み、

論文における結論についての予備知識を持つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 13 章「論文の文体 第

10 課 話し言葉と書き言葉」pp.124～131 を読み、ノ

ートに要旨をまとめる。 

第８回 

教科書『論文・レポートの基本』 

「第 8 章 校正するー提出前の原稿チェック」提

出前の原稿をチェックすることの必要性を理解す

る。 

事前学習 

教科書『論文・レポートの基本』pp.64～68 を読み、

論文提出前の原稿チェックについての予備知識を持

つ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 11 課 「論文になじま

ない言葉 pp.132～137」、第 12 課 論文の軸となる名

詞 pp.138～141」を読み、ノートに要旨をまとめる。 

第９回 

レポートを書く① 主題を選ぶ 材料を集める 

参考文献を探す  事実と意見を区別する 構成

を考えアウトラインを書く。 

事前学習 配布資料を読み、レポートにする主題を選ぶ。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 14 章「明晰な文 第 13

課 複数の意味を持つ文 pp.142～151」を読み、ノー

トに要旨をまとめる。 

第１０回 

レポートを書く② 草稿を書く 見出しを付ける 

箇条書きを活用する 引用の仕方 引用・参考文

献の表示法 清書 提出までを理解する。 

事前学習 レポート作成に必要な資料を収集する。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 14 章「明晰な文 第 14

課 読者を迷子にする文 pp.152～158、第 15 課あい

まいさを含む文 pp.159～164」を読み、ノートに要

旨をまとめる。 

第１１回 
説明文を書く 与えられたテーマ、その資料を下

に説明文を書く。 

事前学習 配布資料を読み、説明文の基本を押さえる。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 15 章「明晰な文章展開 

第 16 課 指示詞の使い方 pp.167～173」を読み、ノ

ートに要旨をまとめる。 

第１２回 エッセイを書く 主題を見つけエッセイを書く。 

事前学習 配布資料を読み、エッセイの素材を集める。 

事後学習 

教科書第 2 部論文の表現 第 15 章「明晰な文章展開 

第 17課 接続詞の使い方 pp.174～181 第 18課 予

告と整理 pp.182～188」を読み、ノートに要旨をまと

める。 

第１３回 文章表現のまとめ 

事前学習 これまでの学習の重点事項を復習する。 

事後学習 
これまでの学習を活かし、大学のレポートの書き方を

習得しておく。 

課題研究 

１ 

課題研究テーマ：説明文を書く。 

実施時期：第１１回授業後に実施する。 

提出期限および提出方法：授業時間に別途指示する。 

事後学習：担当教員の添削指導等を通して学んだことをまとめる。 

課題研究 

２ 

課題研究テーマ：身近なテーマについてその是非に関する自身の考えを根拠付きで書く。 

実施時期：第１２回授業後に実施する。 

提出期限および提出方法：授業時間に別途指示する。 

事後学習：担当教員の添削指導等を通して学んだことをまとめる。 

 



 

 

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 宮田 繁幸 

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である。 

○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である。 

○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１，２は発表原稿（もしくはス

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こと。 

○自己PRスピーチの詳細は教科書１のp.18を参照すること。 

○ポスター発表は４人程度のグループ発表をする。 

○期末レポートの提出を求める、課題は授業中に発表する。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】 

１．大島弥生、大場理恵子、岩田夏穂、池田玲子著 

『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』ひつじ書房。 

２．三浦香苗、岡澤孝雄、深澤のぞみ、ヒルマン小林恭子著 

『アカデミックプレゼンテーション入門』ひつじ書房。 

【参考書】 

中野美香著『大学生からのプレゼンテーション入門』ナカニシヤ出版。 

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。 

7. 授業内容におけるページ番号は第１回から１５回までは教科書１、１６回以降は教科書２に該当する。 

8. 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 シラバスの説明 

事前学習 

教科書の目次と ii～x までを読み大切だと思

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 
教員が強調した点に気を付けながらシラバ

スの重要点をノートにまとめる 

第２回 オリエンテーション(pp.2-７) 

事前学習 

教科書の pp.2-7 を読み教科書のワークシー

ト１課のプレタスク、タスク１・２を完了す

る。また p.7の日本語エクササイズの答えも

教科書に記入しておく。 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点

をノートにまとめる 



 

 

第３回 自己 PR①自分を伝える(pp.8-13) 

事前学習 

pp.8-13 を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 2課のプレタスク、タスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート２課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第４回 自己 PR②情報を整理する(pp.14-19) 

事前学習 

pp.14-19を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 3課のプレタスク、タスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 3課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第５回 自己 PR③スピーチの準備をする(pp.20-25) 

事前学習 

pp.20-25を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 4課のプレタスクを完了する。

また日本語エクササイズ提出用シート 4課を

完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に自己 PR スピーチに関する口頭表現をノ

ートにまとめる 

第６回 
自己 PR④スピーチをする(pp.26-29)：自己 PR スピー

チ 

事前学習 
自己 PR スピーチを何も見ずに話せるまで練

習する 

事後学習 

pp.26-29を読み重要点に線を引く。またワー

クシート５課を使用しながら自己 PR スピー

チを振り返り、良かったところと今後の改善

点をノートにまとめる 

第７回 
自己 PR⑤志望動機書・学習（研究）計画書を読み合う

(pp.30-37) 

事前学習 

pp.30-37を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 6課のプレタスクとタスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 6課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第８回 ブック・トーク ①情報を探す(pp.40-45) 

事前学習 

pp.40-45を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 7課のプレタスクとタスク１を

完了する。また日本語エクササイズ提出用シ

ート 7課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第９回 ブック・トーク ②情報を読んで伝える(pp.46-51) 

事前学習 

pp.46-51を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 8 課①のプレタスクを完了す

る。また日本語エクササイズ提出用シート 8

課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第１０回 
ブック・トーク③詳しいブック・トークをもとにアウ

トラインを書く(pp.52-59) 

事前学習 

pp.52-59を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 9課のプレタスクとタスク１・

２を完了する。また日本語エクササイズ提出

用シート 9課を完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特に役に立つ口頭発表表現をノートにまと

める 

第１１回 ブック・トーク④ポスター発表を準備する(pp.60-65) 

事前学習 

pp.60-65を読み教科書の重要点に線を引き、

ワークシート 10 課のプレタスクを完了し発

表用ポスターのレイアウトを考えてくる。ま

た日本語エクササイズ提出用シート 10 課を

完了しておく 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点、

特にポスター発表をする上での役に立つ口

頭発表表現をノートにまとめる 

第１２回 ブック・トーク⑤発表する：ポスター発表(pp.66-71) 事前学習 

ポスター発表での自分のパートについて何

も見ずに話せるまで練習する。pp.66-71を読

み重要点に線を引き、グループ全体での時間



 

 

管理や役割分担を p.66 のプレタスクで確認

しておく。可能であればグループで事前練習

を実施する 

事後学習 

ワークシート１１課を完了し、自分のグルー

プ発表と他のグループ発表について振り返

る 

第１３回 今までの口頭発表表現のまとめ、小テスト１ 

事前学習 
今まで学んだ口頭発表表現一覧を作成し、小

テストに備える 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に

応じ加筆しまとめ直す。特に小テストででき

なかった口頭発表表現はマークし何度も繰

り返し覚える 

第１４回 
スライドを使ったプレゼンテーションの概要説明

(pp.2-11) 

事前学習 

教科書２の概要とプレゼンテーションの概

要について pp.2-11を読み、重要点に線を引
く。スライドを使用したプレゼンテーション
の特徴について自分なりに考えてくる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１５回 プレゼンテーションに必要な表現①(pp.12-31) 

事前学習 

pp.12-31 を読み重要点に線を引き教科書の
練習問題を完了する。プレゼンテーションの
流れと関連の表現と数字や図表の説明に必

要な表現をノートにまとめておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１６回 プレゼンテーションに必要な表現②(pp.32-45) 

事前学習 

pp.32-45 を読み重要点に線を引き教科書の
練習問題を完了する。比較、引用、接続の表

現と指示のことばをノートにまとめておく 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめる 

第１７回 スライドの作成法(pp.47-54) 

事前学習 
pp.47-54 を読み重要点に線を引きスライド
の作成法をノートにまとめる 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめ直す 

第１８回 
プレゼンテーションにおける話し方と態度(pp.212-

218) 

事前学習 
pp.212-218を読み重要点に線を引き「発音練
習１・２・３」を行う 

事後学習 

プレゼンテーションにおける話し方と態度

で実践する上で難しいと思う点をノートに
まとめる 

第１９回 プレゼンテーション１の準備(pp.56-63) 

事前学習 

pp.56-63を読み重要点に線を引き、教科書の

練習問題と p.63 を完了しプレゼンテーショ

ン１の準備をする 

事後学習 
教員が強調した点に気を付けながら重要点
をノートにまとめ、スライド作成を始める 

第２０回 
プレゼンテーション１の実例検討会(pp.64-70)、発表
のリハーサル(pp.219-222) 

事前学習 

pp.64-70 を読みプレゼンテーション１の実
例から参考になる点をノートにまとめてお
く。p.221 を見ながら発表の注意点を確認す

る 

事後学習 

プレゼンテーション１の実例検討会ででた
プレゼンテーションの注意点についてノー

トにまとめ直す。参考になった口頭表現もノ
ートに書いておく 

第２１回 プレゼンテーション１:私の国や町 

事前学習 

プレゼンテーション１がスムーズにできる
よう準備する。p.221 を参考に発表の最終確
認をする 

事後学習 
プレゼンテーション１の良かった点と改善
点を自分なりに考えノートにまとめる 

第２２回 プレゼンテーション１の振り返り 

事前学習 

上手なプレゼンテーションの話し方とスラ
イドの使用法の特徴を考えノートに書いて
おく 

事後学習 

教員や友達からもらったコメント(p.222)か
らわかった自分の話し方とスライドの使い
方の良いところと改善点をノートにまとめ

る 

第２３回 プレゼンテーション２の準備(pp.71-80) 

事前学習 

pp.71-80を読み重要点に線を引き、教科書の

練習問題と p.80 を完了しプレゼンテーショ
ン 2の準備をする 

事後学習 

教員が強調した点に気を付けながら重要点

をノートにまとめ、次のスライド作成を始め
る 

第２４回 
プレゼンテーション２の実例検討会(pp.81-89)、発表

のリハーサル 
事前学習 

pp.81-89 を読みプレゼンテーション 2 の実
例から参考になる点をノートにまとめてお
く。p.221 とプレゼンテーション１の振り返



 

 

りから発表の注意点と自分の課題を再確認
する 

事後学習 

プレゼンテーション２の実例検討会で出た

プレゼンテーションの注意点、発表のリハー
サルで気づいた点をノートにまとめる 

第２５回 プレゼンテーション２:私の専門 

事前学習 

プレゼンテーション 2がスムーズにできるよ
う準備する。p.221 とプレゼンテーション１
の振り返りを参考に発表の最終確認をする 

事後学習 
プレゼンテーション 2の良かった点と改善点
を自分なりに考えノートにまとめる 

第２６回 プレゼンテーション２の振り返り 

事前学習 

上手なプレゼンテーションの話し方とスラ
イドの使用法の特徴を考えノートに書いて
おく 

事後学習 

教員や友達からもらったコメント(p.222)か
らわかった自分の話し方とスライドの使い
方で改善できた点と今後の更なる改善点を

ノートにまとめる 

第２７回 
スライドを使用した口頭発表表現のまとめ、小テスト
２ 

事前学習 
スライドを使用した口頭表現一覧を作成し、

小テストに備える 

事後学習 

自分の作成した口頭発表表現一覧を必要に
応じ加筆しまとめ直す。特に小テストででき

なかった口頭発表表現はマークし何度も繰
り返し覚える 

第２８回 
今まで学んだ口頭発表表現の確認と口頭発表表現の向

上に向けた総まとめ 

事前学習 

今まで学んだ口頭発表表現一覧を見直す。４
回の口頭発表で学んだ上手な口頭発表の特
徴をまとめる 

事後学習 

クラス討論から出てきた重要な口頭発表表
現と上手な口頭発表のための留意点の総ま
とめをする 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第 6 回までに行った自己 PR スピーチの内容を振り返り、他学生の例や教員からの指摘を踏まえて、

「私という人間」というテーマでレポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 6 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

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

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第 12 回に行ったポスター発表を振り返り、「効果的なグループ発表とは」というテーマでレポート

にまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙一枚 （1,200 字程度） 

実施時期：第 12 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 15 回授業終了後に教室で行う。 

     その後も課題研究に関して質問等がある場合は、授業時に受け付け適宜指導する。 

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

 



 

 

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（憲法） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1317 

２．授業担当教員 本沢 一善 

４．授業形態 

講義（質疑応答を含む）を主とするが、事例問題ではグループ討議、
発表、検討を行う。講義はレジュメに沿って行うが、理解を助ける

上で教科書を使用したり、必要な最新情報等を提供したりする。各
自が要点を把握し、配布されたレジュメに筆記することが必要であ
る。毎回の授業時間の末尾においてその日の授業内容に関する内容

を記入し、提出する。 

５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

今後学ぶことが考えられる法律に関係する科目の基礎となるものである。この科目は、民法、行政法、教育

法規等を学習するときの基礎知識となるものである。 

７．講義概要 

本科目は、教育職員免許状を取得する際の基礎資格として必須科目である。また、公務員試験を受験する

際の必要な科目ともなっている。 

公務員や教員だけに限らず社会人にとって、法について基礎知識を学び、身に付けることは仕事を進める

上で大切なことである。また、一般の公務員や教員及び企業人の実践力は法に裏付けられたものでなければ、

その役割を全うすることは困難である。 

そこで、本講義では法の作用や役割を学び、社会人として必要とされる法律の基礎知識を習得する。なお、
習得の際には多くの具体的事例を通して学び、時にはグループディスカッションをしたりして理解を深める
ことにする。 

８．学習目標 

１．法学（憲法）の基礎知識を理解する。 

２．法学を学ぶには、条文や判例などを読むことは欠かせないものであるとの学習態度を身に付ける。 

３．法律的なものの考え方を理解し、仕事に就いたときに活かせるようにする。 

４．教員採用試験や公務員試験に出題される法規一般の問題に対応しうる法律知識を身に付ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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。 

授業状況の中で90分以上をとり、授業内容から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。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．法一般の決まりや法規学習についての基礎知識を身に付けることができたか。 

２．日本国憲法の基本原理と三権についての理解を深めることができたか。 

３．国家試験（社会福祉士や精神保健福祉士）や公務員試験（一般行政職、公立学校教員、公立保育所、警察

官など）の受験の基礎となる科目である。試験合格に対応できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への取り組み状況（授業態度、発言、発表など） ４０％ 

レポートや理解度テストの結果 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
おしゃべり、授業のぬけ出、教科書のわすれなどはチェックし評価する。 

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 

法とは何か 

a 法の理念、b 制定法、 

c 法の適用 

事前学習 

「第１節[1]法の理念・目的、第３節[1]法の

適用」を熟読し、原則 A4 用紙(表)にまとめ

る。 

事後学習 
「第２節[1]法源、[2]ａ制定法」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第２回 

憲法について 

a 歴史―外国、日本、 

b 最高法規制、c 基本原理 

事前学習 
「第２章 第１節[1]近代的意義の憲法」を熟

読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「第１節[4]最高法規性、[5]日本国憲法の基

本原理」を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述

し、提出する。 

第３回 

国民主権 

a 国民をどうとらえる、 

b 象徴天皇制、c 代表民主制 

事前学習 
「第２節[1]民主主義」を熟読し、A4用紙(表)

にまとめる。 

事後学習 
「[2]象徴天皇制、[3]代表民主制」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第４回 
基本的人権１ 

a 体系 

事前学習 
「第３節[1](1)基本的人権の体系」を熟読

し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「[1](1)ｂ社会権、(3)享有する主体」を熟読

し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第５回 
基本的人権２ 

a 人権と公共の福祉、b 自由権 

事前学習 
「[1](4)人権と公共の福祉、[2](1)ｂ信教の

自由」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「[2](1)ｃ学問の自由 (2)経済的自由」を

熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出す

る。 

  



 

 

 

第６回 
基本的人権３ 

a 国務請求権など、b 社会権 

事前学習 
「[3](1)国務請求権、(2)参政権」を熟読し、

A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 
「[4](2)生存権、(3)教育を受ける権利」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第７回 国民の義務、平和主義 

事前学習 
「第４節 国民の義務」を熟読し、A4用紙(表)

にまとめる。 

事後学習 
「第５節[2]憲法第９条、[3]ｂ自衛隊」を熟

読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第８回 立法権―国会 

事前学習 
「第７節[1]国会の地位」を熟読し、A4 用紙

(表)にまとめる。 

事後学習 
「[4]国会の活動、[5]国会の活動」を熟読し、

A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第９回 行政権―内閣 

事前学習 
「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 

「[2](2)総理大臣の権限、[3]内閣の権能」を

熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出す

る。 

第１０回 司法権―裁判所 

事前学習 
「第９節[1]ａ司法とは何か、[2](1)裁判所

の組織」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「[1](2)司法権の限界、[2](3)最高裁判所」

を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出

する。 

第１１回 
財政 

a 国費と予算 

事前学習 
「第１０節[2]国費と予算、[3](1)政教分離

の原則」を熟読し、A4用紙(表)にまとめる。 

事後学習 

「[1]財政の基本原則、[3](2)公私分離の原

則」を熟読し、A4用紙(裏)に手書で記述し、

提出する。 

第１２回 
地方自治１ 

a 基本原則、b 組織、c 権能 

事前学習 

「第１１節[1](1)住民自治と団体自治、 

[3](2)条例制定権」を熟読し、A4用紙(表)に

まとめる。 

事後学習 
「[3](1)自治事務と法定受託事務」を熟読

し、A4用紙(裏)に手書で記述し、提出する。 

第１3 回 総合まとめ 
事前学習 

大事だと思う項目を三つ選び、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」41項目から質問を三つ選ぶ。 

事後学習 総まとめ 

課題研究 

1 

国民主権について述べよ（手書き、1500 字程度） 

提出期限は授業内で提示する。 

実施時期：別途通知する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

課題研究 

2 

自由権について述べよ（手書き、1500 字程度） 

提出期限は授業内で提示する。 

実施時期：別途通知する 

事後学習：レポートを作成するうえで授業の振り返りを行う 

期末試験 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
臨床心理学概論／臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP2114 

SPMP2114 
２．授業担当教員 鈴木 康明 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科

学的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や

軽減を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけ

でなく、問題を理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。ま

た、問題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

1.精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

3.不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○課題１ 主題に対する振り返り その１  

講義主題ごとにレスポンスシート（Ａ４用紙半分程度）を作成し、内容理解について振り返る。 

→全体で20回程度を予定している。 

○課題２ 主題に対する振り返り その２ 

 シートに書かれた事柄を可能な範囲で共有、討議することで、さらに内容理解を深める。 

→全体で20回程度を予定している。 

○課題３ グループワーク  

 主題によっては班で学習する。 

→役割分担を決定し、討議および共同研究を行う。詳細は教場において指示する。 

○課題４ レポート作成 Ａ４（40字×40行）2枚程度のものを作成し提出する。 

→関心のある精神療法をとりあげ、概要とそれに対する自分の考えをまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木康明編著『はじめて学ぶ心理学』北樹出版 

【参考書】松原達哉編著『図解雑学臨床心理学』ナツメ社 

【資 料】教場で配布する。練習問題①～⑥も同様である 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は心理学部の必修科目であり、また、公認心理師受験に必要な心理学基礎科目の一つである。その

ため受講者が将来、心理臨床にかかわるであろうことを前提に、実践に役立つ思考力、創造力、問題解決能

力を育成することを目指している。この目的達成のため、受講者は次の事柄を遵守することを望む。 

1．常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

2．質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に励む。 

3．欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

4．勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセル

フモニタリングにつとめる。 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出席 

であってもＦ評価になることがある。 

また教員は次のことを実行する。 

1．講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2．声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

3．討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

4．受講者の質問には誠実に対応する。 

5．受講者が上記のメッセージ 1～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 教場で伝える。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・学習の仕方 ・学習のための集団づくり 

事前学習 教科書 11 頁～20 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 11 頁～20 頁をまとめる。 

第２回 
１ 臨床心理学の成り立ちについて 

・臨床心理学とは何か ・内容 

事前学習 教科書 91 頁～94 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 91 頁～94 頁をまとめる。 

第３回 
２ 心理学的に人間を理解する 

・感覚と知覚 ・情動と感情 ・動機づけと欲求  

事前学習 教科書 21 頁～38 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 21 頁～38 頁をまとめる。 

第４回 ・学習 ・記憶 
事前学習 教科書 41 頁～53 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 41 頁～53 頁をまとめる。 

第５回 
３ 臨床発達心理学を学ぶ 

・乳幼児期 ・児童期 ・青年期 

事前学習 教科書 55 頁～72 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題① 

第６回 ・老年期 ・生涯発達 
事前学習 教科書 55 頁～72 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 55 頁～72 頁をまとめる。 

第７回 
４ 心理アセスメントとは 

・性格と測定 

事前学習 
教科書 73 頁～81 頁、96 頁～101 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 73 頁～81 頁、96 頁～101 頁をまと

める。 

第８回 ・面接法 ・観察法 ・その他 
事前学習 教科書 81 頁～86 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 81 頁～86 頁をまとめる。 

第９回 ・投映法 
事前学習 教科書 86 頁～89 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 86 頁～89 頁をまとめる。 

第１０回 ・質問紙法 
事前学習 教科書 86 頁～89 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 86 頁～89 頁をまとめる。 

第１１回 
６ 心理的援助の理論と方法 

・精神分析的アプローチ  ①フロイトを中心に 

事前学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁を読ん

でおく。 

事後学習 演習問題② 

第１２回 ・    :       ②ユングを中心に 

事前学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁をまと

める。 

第１３回 ・行動論的アプローチ    ①行動療法 
事前学習 

教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁を読ん

でおく。 

事後学習 練習問題③ 

第１４回 ・    :       ②認知行動療法を中心に 

事前学習 
教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁をまと

める。 

第１５回 
・ヒューマニスティック・アプローチ 

①来談者中心療法 

事前学習 教科書 107 頁～108 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題③ 

第１６回 ・    :       ②フォーカシングなど 
事前学習 教科書 107 頁～108 頁を読んでおく。― 

事後学習 教科書 107 頁～108 頁をまとめる。 

第１７回 ・グループ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１８回 ・コミュニティ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１９回 ・アーツ・アプローチ     ①コラージュ療法：個人  
事前学習 教科書 109 頁～114 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題④ 

第２０回 ・    :        ②コラージュ療法：集団 
事前学習 教科書 109 頁～114 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 109 頁～114 頁をまとめる。 

第２１回 
６ 社会とのかかわり 

・病気と災害 ・キャリア形成 

事前学習 
教科書 119 頁～124 頁、128 頁～136 頁を読
んでおく。 

事後学習 
教科書 119 頁～124 頁、128 頁～136 頁をま
とめる。 

第２２回 ・遺族支援①喪失の悲しみについて 
事前学習 教科書 124 頁～128 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題⑤ 

第２３回 ・    :       ②死別について 
事前学習 教科書 124 頁～128 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 124 頁～128 頁をまとめる。 

第２４回 ・スクールカウンセリング ① 不登校 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第２５回 ・    :        ② いじめ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

  



 

 

第２６回 ・    :        ③ 自殺予防 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「統合失調症」について整理しなさい。 

第６回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発表
する。教員への質問、指導は随時行う。 

事後学習：心理職は統合失調症にどのように関わるか考えをまとめておく。 

課題研究 

2 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「うつ病」について整理しなさい。 

第 13 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発

表する。教員への質問、指導は随時行う。 

事後学習：心理職はうつ病にどのように関わるか考えをまとめておく。 

課題研究 

3 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「精神疾患に対する心理職のかかわり」について整理しなさい。 

第 18 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発

表する。教員への質問、指導は随時行う。 

事後学習：課題研究１と２の事後学習で考えたことが、今回どの程度参考になったかまとめる。 

課題研究 

4 

課題研究 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

「臨床心理学の社会的役割」について自分の考えを整理しなさい。 

第 24 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発
表する。教員への質問、指導は随時行う。 

事後学習：心理職の今後の課題について考えを文章としてまとめこれからの学習の礎とする。 

 



 

 

１．科目名（単位

数） 
臨床心理学概論／臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP2114 

SPMP2114 
２．授業担当教員 鈴木 康明 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科

学的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や

軽減を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけ

でなく、問題を理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。ま

た、問題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

1.精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

3.不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

○課題１ 主題に対する振り返り その１  

講義主題ごとにレスポンスシート（Ａ４用紙半分程度）を作成し、内容理解について振り返る。 

→全体で20回程度を予定している。 

○課題２ 主題に対する振り返り その２ 

 シートに書かれた事柄を可能な範囲で共有、討議することで、さらに内容理解を深める。 

→全体で20回程度を予定している。 

○課題３ グループワーク  

 主題によっては班で学習する。 

→役割分担を決定し、討議および共同研究を行う。詳細は教場において指示する。 

○課題４ レポート作成 Ａ４（40字×40行）2枚程度のものを作成し提出する。 

→関心のある精神療法をとりあげ、概要とそれに対する自分の考えをまとめる。 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】鈴木康明編著『はじめて学ぶ心理学』北樹出版 

【参考書】松原達哉編著『図解雑学臨床心理学』ナツメ社 

【資 料】教場で配布する。練習問題①～⑥も同様である 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は心理学部の必修科目であり、また、公認心理師受験に必要な心理学基礎科目の一つである。その

ため受講者が将来、心理臨床にかかわるであろうことを前提に、実践に役立つ思考力、創造力、問題解決能

力を育成することを目指している。この目的達成のため、受講者は次の事柄を遵守することを望む。 

1．常に高い緊張感と集中力を保って受講し、自己鍛錬を怠らない。 

2．質問、発表を積極的に行い、主体性の形成に励む。 

3．欠席、遅刻、早退をしないことで自己管理力をつける。 

4．勝手な退室や、講義に関係のない振る舞い、私語、居眠り、スマートフォンの操作などをせず、常にセル

フモニタリングにつとめる。 

なお、明らかに態度が悪いと判断された場合厳格な指導が行われる。その後も改善されない場合は全出席 

であってもＦ評価になることがある。 

また教員は次のことを実行する。 

1．講義の目的を明確にし、シラバスに沿って講義する。 

2．声の大きさや話し方など、受講者の聞きやすさ、わかりやすさについて配慮する。 

3．討議や演習など受講者が積極的に講義に参加できる環境を作る。 

4．受講者の質問には誠実に対応する。 

5．受講者が上記のメッセージ 1～４が守らない場合、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 教場で伝える。 

  



 

 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

・学習の仕方 ・学習のための集団づくり 

事前学習 教科書 11 頁～20 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 11 頁～20 頁をまとめる。 

第２回 
１ 臨床心理学の成り立ちについて 

・臨床心理学とは何か ・内容 

事前学習 教科書 91 頁～94 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 91 頁～94 頁をまとめる。 

第３回 
２ 心理学的に人間を理解する 

・感覚と知覚 ・情動と感情 ・動機づけと欲求  

事前学習 教科書 21 頁～38 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 21 頁～38 頁をまとめる。 

第４回 ・学習 ・記憶 
事前学習 教科書 41 頁～53 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 41 頁～53 頁をまとめる。 

第５回 
３ 臨床発達心理学を学ぶ 

・乳幼児期 ・児童期 ・青年期 

事前学習 教科書 55 頁～72 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題① 

第６回 ・老年期 ・生涯発達 
事前学習 教科書 55 頁～72 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 55 頁～72 頁をまとめる。 

第７回 
４ 心理アセスメントとは 

・性格と測定 

事前学習 
教科書 73 頁～81 頁、96 頁～101 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 73 頁～81 頁、96 頁～101 頁をまと

める。 

第８回 ・面接法 ・観察法 ・その他 
事前学習 教科書 81 頁～86 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 81 頁～86 頁をまとめる。 

第９回 ・投映法 
事前学習 教科書 86 頁～89 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 86 頁～89 頁をまとめる。 

第１０回 ・質問紙法 
事前学習 教科書 86 頁～89 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 86 頁～89 頁をまとめる。 

第１１回 
６ 心理的援助の理論と方法 

・精神分析的アプローチ  ①フロイトを中心に 

事前学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁を読ん

でおく。 

事後学習 演習問題② 

第１２回 ・    :       ②ユングを中心に 

事前学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 101 頁～108 頁、38 頁～40 頁をまと

める。 

第１３回 ・行動論的アプローチ    ①行動療法 
事前学習 

教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁を読ん

でおく。 

事後学習 練習問題③ 

第１４回 ・    :       ②認知行動療法を中心に 

事前学習 
教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁を読ん

でおく。 

事後学習 
教科書 41 頁～45 頁、108 頁～109 頁をまと

める。 

第１５回 
・ヒューマニスティック・アプローチ 

①来談者中心療法 

事前学習 教科書 107 頁～108 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題③ 

第１６回 ・    :       ②フォーカシングなど 
事前学習 教科書 107 頁～108 頁を読んでおく。― 

事後学習 教科書 107 頁～108 頁をまとめる。 

第１７回 ・グループ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１８回 ・コミュニティ・アプローチ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１９回 ・アーツ・アプローチ     ①コラージュ療法：個人  
事前学習 教科書 109 頁～114 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題④ 

第２０回 ・    :        ②コラージュ療法：集団 
事前学習 教科書 109 頁～114 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 109 頁～114 頁をまとめる。 

第２１回 
６ 社会とのかかわり 

・病気と災害 ・キャリア形成 

事前学習 
教科書 119 頁～124 頁、128 頁～136 頁を読
んでおく。 

事後学習 
教科書 119 頁～124 頁、128 頁～136 頁をま
とめる。 

第２２回 ・遺族支援①喪失の悲しみについて 
事前学習 教科書 124 頁～128 頁を読んでおく。 

事後学習 練習問題⑤ 

第２３回 ・    :       ②死別について 
事前学習 教科書 124 頁～128 頁を読んでおく。 

事後学習 教科書 124 頁～128 頁をまとめる。 

第２４回 ・スクールカウンセリング ① 不登校 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第２５回 ・    :        ② いじめ 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

  



 

 

第２６回 ・    :        ③ 自殺予防 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「統合失調症」について整理しなさい。 

第６回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発表
する。教員への質問、指導は随時行う。 

課題研究 

2 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「うつ病」について整理しなさい。 

第 13 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発
表する。教員への質問、指導は随時行う。 

課題研究 

3 

課題研究 精神医学の理解 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

教科書 146 頁～165 頁を読み、「精神疾患に対する心理職のかかわり」について整理しなさい。 

第 18 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発
表する。教員への質問、指導は随時行う。 

課題研究 

4 

課題研究 Ａ４横書き４０字×４０行 １枚 

「臨床心理学の社会的役割」について自分の考えを整理しなさい。 

第 24 回授業開始時に提出する。提出後、小グループで課題作成時に考えた事柄を中心に意見交換をし、その内容を発
表する。教員への質問、指導は随時行う。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学概論 ／臨床心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2114 

２．授業担当教員 中野 真也 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

臨床心理学として、その成り立ち、不適応や障害、病、苦悩の発生原因や発生過程、回復の過程を探る科学

的側面と、問題を抱える人々に寄り添いながら、適応の調整や人格的成長を促進することで問題の解消や軽減

を目指す実践的側面との両面を学ぶ。そのために、心理的援助を必要とする人々の心理を理解するだけでな

く、問題を理解するアセスメントの視点から各発達段階に生じやすい心理的問題や障害を理解する。また、問

題の解決に向かう代表的な援助の理論や技法について理解を深める。 

８．学習目標 

1.精神疾患や発達障害を含めて、心理的問題を抱える人々の心理を理解し、説明できる。 

2.各発達段階における心理的課題や障害を理解し、説明できる。 

3.不登校・いじめ・虐待・自死・非行問題といった代表的な心理臨床の問題を理解し、説明できる。 

4.心理アセスメントの考え方と方法について理解し、説明できる。 

5.主要な心理的援助の理論と技法を理解し、説明できる。 

6.スクールカウンセリングについて理解をし、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

〇課題１ 「問い」への見解とグループディスカッション  

毎回の講義内容に関連した「問い」に対して、主体的に考え、自らの意見を持つとともに、グループでの討

議を行い、内容理解を深める。 

○課題２ 個人あるいはグループでの発表 

 第1回講義において、指示されたテーマの中から興味・関心があるものを選び、該当する講義の回において、

調べ学習した結果を個人あるいはグループで発表する。 

○課題３ レポート課題  

 講義で扱ったテーマを踏まえて、臨床心理学の学びを今後の自分にどう活かすかについて論じること（1000

～2000字） 

10．教科書・参考

書・教材 

【教科書】大野博之・奇恵英・斎藤富由起・守谷賢二（編著）『公認心理師のための臨床心理学――基礎から

実践までの臨床心理学概論』福村出版、2019。 
【参考書】野島一彦・岡村達也（編著）『臨床心理学概論』遠見書房、2019。 
上島国利（監修）『最新図解 やさしくわかる精神医学』ナツメ社、2017。 

＊その他、必要に応じて資料を配布する 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.精神疾患・発達障害を含めた心理的問題を抱える人の心理の理解 

2.各発達段階における心理的課題と障害の理解 

3.代表的な心理臨床の理解 

4.心理アセスメントの考え方と方法の理解 

5.主要な心理的援助の理論と技法の理解 

6.スクールカウンセリングについての理解 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

レポート課題 ４０％ 

授業への参加 ３０％ 

発表 ３０％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義は臨床心理学の全体像を入り口として学び、その概要を理解することを目的としています。公認心理

師などの援助職を目指す人はもちろんですが、日常生活や社会に出る上で、人の心や関係とその変化について

学ぶことは、自分を知り変えることにつながります。受け身でなく、主体的に疑問を持ち、講義に参加してく

ださい。また、グループワークや発表では、他の受講者との共同作業が求められます。身勝手ではなく、周り

の人の気持ちに配慮しつつ、自分を活かせるように心がけてください。 

なお、スマートフォンの使用や、講義や他の学生の迷惑になるような行為は厳しく指導するだけでなく、授

業態度点として減点することもあります。ご注意ください。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する。 
14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：本講義の進め方と成績

評価、発表のための準備 

事前学習 シラバスを一読しておく 

事後学習 受講にあたっての心構えと見通しを持つ 

第２回 臨床心理士と公認心理師、その目的  
事前学習 教科書 5～21 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 5～21 ページをまとめる。 

第３回 臨床心理学の歴史 
事前学習 教科書 2～4 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 2～4 ページをまとめる。 

第４回 臨床心理士の活動領域について 
事前学習 教科書 22～32 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 22～32 ページをまとめる。 

第５回 
臨床心理アセスメント：心理検査法、面接法、

観察法 

事前学習 教科書 40～42 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 40～42 ページをまとめる。 

  



 

 

第６回 知能と発達のアセスメント 
事前学習 教科書 42～50 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 42～50 ページをまとめる。 

第７回 面接の基礎とケースフォーミュレーション 
事前学習 教科書 50～63 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 50～63 ページをまとめる。 

第８回 精神分析的アプロ―チ 
事前学習 教科書 64～69 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 64～69 ページをまとめる。 

第９回 
分析心理学（ユング）的アプローチと箱庭療

法 

事前学習 配布資料を読んでおく 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１０回 行動論的アプローチ（行動療法） 
事前学習 教科書 69～75 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 69～75 ページをまとめる。 

第１１回 認知論的アプローチ（認知療法） 
事前学習 教科書 69～75 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 69～75 ページをまとめる。 

第１２回 
ヒューマニスティック・アプローチ（来談者
中心療法） 

事前学習 教科書 76～83 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 76～83 ページをまとめる。 

第１３回 システミック・アプローチ（家族療法） 
事前学習 教科書 84～87 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 84～87 ページをまとめる。 

第１４回 ブリーフセラピー 
事前学習 教科書 87～90 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 87～90 ページをまとめる。 

第１５回 
グループアプローチ、コミュニティアプロー
チ 

事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１６回 心理療法のまとめ：演習・討議 
事前学習 配布資料を読んでおく。 

事後学習 配布資料をまとめる。 

第１７回 精神医学の基礎知識・枠組み 
事前学習 教科書 114～143 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 114～143 ページをまとめる。 

第１８回 精神疾患：統合失調症について 
事前学習 教科書 144～153 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 144～153 ページをまとめる。 

第１９回 精神疾患：うつ病、双極性障害、PTSD など 
事前学習 教科書 153～161 ページを読んでおく 

事後学習 教科書 153～161 ページをまとめる 

第２０回 精神疾患：不安症、摂食障害、適応障害など 
事前学習 教科書 161～189 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 161～189 ページをまとめる。 

第２１回 
教育領域の臨床心理学とスクールカウンセリ
ング① 

事前学習 教科書 193～215 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 193～215 ページをまとめる。 

第２２回 
教育領域の臨床心理学とスクールカウンセリ

ング②：いじめ、不登校、非行などの問題 

事前学習 教科書 193～215 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 193～215 ページをまとめる。 

第２３回 福祉領域の臨床心理学 
事前学習 教科書 216～236 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 216～236 ページをまとめる。 

第２４回 司法・矯正領域における臨床心理学 
事前学習 教科書 237～253 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 237～253 ページをまとめる 

第２５回 産業領域の臨床心理学 
事前学習 教科書 254～278 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 254～278 ページをまとめる。 

第２６回 医療・保健領域における臨床心理学 
事前学習 教科書 279～304 ページを読んでおく。 

事後学習 教科書 279～304 ページをまとめる。 

課題研究
1 

課題研究テーマ：カウンセリング、心理療法という言葉・用語が、一般にどのように用いられ、意味しているかを調べ、
まとめなさい 
レポート形式：A4 一枚（1000 字以上） 
実施時期：第 2 回授業後に実施する。 
提出期限：第 3 回授業開始時に提出する。 
     講師が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付け、
理解を促すこととする。 
事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる 

課題研究 
2 

課題研究テーマ：伝統的なカウンセリングでは、「カウンセリングは助言をしない」ことと言われることがあります。
その理由を、講義をもとにまとめた上で、自らの考えを述べなさい。 
レポート形式：A4 一枚（1000 字以上） 
実施時期：第 10 回授業後に実施する。 
提出期限：第 15 回授業開始時に提出する。 
     講師が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付け、
理解を促すこととする。 
事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

課題研究 
3 

課題研究テーマ：講義で扱った心理学的支援のアプローチから一つ選び、その目的や方法についてまとめた上で、自ら
の考えを述べなさい。ただし、発表を担当したアプローチを除くこととする。 
レポート形式：A4 一枚（1000 字以上） 
実施時期：第 16 回授業後に実施する。 
提出期限：第 21 回授業開始時に提出する。 
     講師が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付け、
理解を促すこととする。 
事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

課題研究 
4 

課題研究テーマ：心療内科・精神科の診察を受けた患者から「お医者さんは話を聞いてくれなかった」と不満が語られ
ることがしばしばあります。なぜこのようなことが起こりやすいのか、講義の内容を踏まえた上で、論じなさい。 
レポート形式：A4 一枚（1000 字以上） 
実施時期：第 22 回授業後に実施する。 
提出期限：第 25 回授業開始時に提出する。 
     講師が添削したものを返却し、それぞれに指導を行う。また、ポイントについて講義内外で質問を受け付け、
理解を促すこととする。 
事後学習： レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換した内容をまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 倫理学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1320 

２．授業担当教員 篠 大輔 

４．授業形態 講義、演習、ディスカッション ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

スで学ぶ倫理学である。 

 価値（判断）という捉えどころのないものに対して、人類社会は、少なくとも 2,000 年以上にわたって思

索を積み重ね、叡智を積み上げてきた。本コースでは、そのような倫理学の主要な理論や学説を、日常生活

につながりをもつような問いと重ね合わせながら学んでいく。 

８．学習目標 

１ 現代社会における様々な倫理的問題に関心を持ち、それに対する自分の意見を発表することができる。 

２ さまざまな倫理学説を学ぶことによって、日常生活の中にいろいろなかたちで姿を表す「正義」「幸福」

「公正」「自由」「義務」といった概念に対して、自分なりに根拠をもって説明できるようになる。 

３ 倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を聞いている人に分かりやすく述

べることができる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．事前課題・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 

「事前課題・ワークシートに記述してきた自分の意見や授業中のディスカッションを踏まえて、自分自身

の倫理観について分析しなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

高橋昌一郎『哲学ディベート 〈倫理〉を〈論理〉する』ＮＨＫ出版、2007。 

【参考書】 

ジェームズ・レイチェルズ著・古牧徳生・次田憲和訳 

『現実をみつめる道徳哲学‐安楽死からフェミニズムまで‐』晃洋書房、2003。 

アンソニー・ウエストン著・野矢茂樹・高村夏輝・法野谷俊哉訳『ここからはじまる倫理』春秋社、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・現代社会における様々な倫理的問題に関心を持つことができたか。 

・倫理学に関わる概念について、自分なりに根拠をもって説明できるようになったか。 

・倫理的問題に関する様々な議論を理解し、それを踏まえて自分の意見を持つことができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．事前課題を毎回出しますので、教科書を読み、授業前に事前課題に取り組みましょう。事前課題を行っ

ていない人の出席は認めません。 

２．授業中は私語を慎み、携帯電話の電源を切って参加してください。 

３．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。 

４．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。 

５．レポートや課題の提出期限を守ってください。 

６．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 はじめに‐〈論理〉と〈倫理〉 

事前学習 
「目次」を見て、興味のあるテーマをチェックして

おく。 

事後学習 
倫理学を学ぶ意義について自分なりに考えをまとめ

ておく。 

第２回 功利主義と普遍的道徳 

事前学習 
教科書「はじめに」（pp.9～24）を読み、事前課題に

取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第３回 
文化‐食べるとはどのようなことか①（第Ⅰ章） 

‐命の授業‐ 

事前学習 教科書（pp.73～94）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第４回 
文化‐食べるとはどのようなことか②（第Ⅰ章） 

‐犬食問題‐ 

事前学習 教科書（pp.95～114）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 



 

 

第５回 
人命‐いかに産むべきか①（第Ⅱ章） 

‐代理出産‐ 

事前学習 教科書（pp.115～138）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第６回 
人命‐いかに産むべきか②（第Ⅱ章） 

  ‐ベビー・ビジネス‐ 

事前学習 教科書（pp.138～158）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第７回 
人権‐どのように罰するべきか①（第Ⅲ章） 

‐死刑‐ 

事前学習 教科書（pp.159～185）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第８回 
人権‐どのように罰するべきか②（第Ⅲ章） 

‐終身刑‐ 

事前学習 教科書（pp.186～201）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第９回 
自由‐何をしても許されるのか①（第Ⅳ章） 

‐メーガン法‐ 

事前学習 教科書（pp.203～224）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１０回 
自由‐何をしても許されるのか②（第Ⅳ章） 

‐売春‐ 

事前学習 教科書（pp.225～245）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１１回 
尊厳‐いかに死すべきか①（第Ⅴ章） 

‐安楽死‐ 

事前学習 教科書（pp.247～270）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１２回 
尊厳‐いかに死すべきか②（第Ⅴ章） 

     ‐自殺‐ 

事前学習 教科書（pp.270～289）を読み、事前課題に取り組む。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったことをワ

ークシートにまとめ、分からなかったところがあれ

ば教員に質問する。 

第１３回 
これまでの議論を踏まえて自分自身の倫理観につ

いて分析する 

事前学習 
これまで取り上げたテーマやディスカッションの内

容を復習し、自らの倫理観について考えておく。 

事後学習 
ディスカッションの中で明らかとなってきた自分自

身の倫理観について分析し、まとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：教科書の序章「道徳‐あなたはなぜ正直なのか」を読み、自分の考えに一番近い人物名を挙げ、その

理由をまとめなさい。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 2回の授業後に実施する。 

提出期限：第 3回の授業開始時に提出する。 

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

課題研究 

2 

課題研究テーマ：これまで授業で取り上げてきたテーマの中から興味あるものを１つ選び、文献調査等を行い、考察を

まとめる。 

レポート形式：A4用紙 1枚（1000字程度） 

実施時期：第 12回の授業後に実施する。 

提出期限：第 13回の授業後に提出する。 

事後学習：期末レポート作成に活用する。 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 宮田 洋之 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

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目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1 対象者に応じたレクリエーション・ワークを展開する。グループで指導計画を立案し、実際にレクリ

エーションを指導する。 

・対象者の特徴に応じた具体的な指導方法を考案し実践する。 

・支援を行う上での留意点を明確にする。 

・タイムスケジュールや用具などの周辺的条件について配慮する。以上三点を考慮すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

毎時間ワークシートと学習資料を配布する。 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『楽しいをつくる－やさしいレクリエーション実践－』。 

諸澄俊之著『よく効くふれあいゲーム 119』杏林書院。 

三浦一朗著『楽しいアイスブレーキングゲーム集』日本レクリエーション協会。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーションの意義や特性を把握し、発達段階に応じたレクリエーション・ワークについて知ることを

ねらいとする。自らが楽しいと思えないことは、対象者を楽しませることはできない。レクリエーション・

ワークを自分で楽しむことからスタートし、徐々にレクリエーション・ワークを計画し、援助する立場とし

ての視点を養ってほしいと考えている。 

授業においては以下のような基本的なルールを守ること。 

1．活発な授業への参加態度を望む。楽しい雰囲気で学習することをこころがけること。 

2．実技中心の授業なので、運動にふさわしい服装や髪型（Tシャツ、ジャージ、運動靴など動きやすいもの）

で参加すること。 

3．時間厳守、私語は慎むこと。 

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 

「アイスブレーキングとは」 

事前学習 
アイスブレーキングの概要を調べ、ある程度

把握しておく。 

事後学習 
授業の内容をまとめ、次回の実践に活かせる

ようにまとめておく。 

第２回 「心をひらく楽しいゲーム」 

事前学習 
アイスブレーキングゲームを調べ、どのよう

なものがあるか把握しておく。 

事後学習 
授業でアイスブレーキングゲームを実際に

行ってみる。 

第３回 
グループごとによるレクリエーション・ワークのプラン

ニング 

事前学習 

グループで様々な意見交換をし、より良いレ

クリエーション･ワークを計画できるように

自分なりにまとめておく。 

事後学習 
グループで計画したレクリエーション･ワー

クを良い点、悪い点を見つけてまとめる。 



 

 

第４回 「アイスブレーキングの手法を学ぶ」 

事前学習 
アイスブレーキングの手法を自分なりに調

べ、意見できるようにまとめておく。 

事後学習 
実技で行った内容の良い点、悪い点を見つけ

てまとめる。 

第５回 
「一人で楽しめる手遊びやレクリエーション・ダンスの

手法を学ぶ」 

事前学習 レクリエーション・ダンスの手法を調べる。 

事後学習 
授業で行ったレクダンスの手法について考

察し、自分のオリジナル作品を考えてみる。 

第６回 

【集中実技①】 

実技を通して、小グループで楽しめるレクリエーション

の手法を学ぶ 

事前学習 
小グループレクレーションの手法を調べ、ま

とめておく。 

事後学習 
グループで楽しめる手法を考え、実践してみ

る。 

第７回 

【集中実技②】 

実技を通して、児童期・青年期を対象にしたレクリエー

ションの手法を学ぶ① 

事前学習 
児童期・青年期レクレーションを調べ、どの

ようなものがあるのかまとめておく。 

事後学習 
年齢に合わせたレクリエーションを自分な

りに考え、独自のプログラムを考えてみる。 

第８回 

【集中実技③】 

グループごとによるレクリエーション・ワーク 

運動を通しての身体作り、体力づくり① 

事前学習 
レクリエーション運動の実践を良く調べ、自

分なりにまとめ、活動案を作成する。 

事後学習 
活動した内容の反省点、良かった点をまと

め、ノートに記入しておく。 

第９回 

【集中実技③】 

グループごとによるレクリエーション・ワーク① 

運動を通しての身体作り、体力づくり② 

事前学習 
レクリエーション運動を自分なりに考え、独

自のプログラムを作成する。 

事後学習 

活動した内容の反省点、学んだこと、わかっ

たことなどをまとめ、ノートに記入してお

く。 

第１０回 
グループごとによるレクリエーション・ワーク 

ウォークラリープログラムの作成 

事前学習 
ウォークラリーをする場所の歴史や文化を

良く調べ、内容を把握しておく。 

事後学習 

活動した内容の反省点、学んだこと、わかっ

たことなどをまとめ、ノートに記入してお

く。 

第１１回 
グループごとによるレクリエーション・ワーク 

実技の反省点・改善点等ディスカッションする 

事前学習 
レクリエーション実践して、自分なりの改善

点を整理しておく。 

事後学習 
レクリエーション実践についてディスカッ

ションし、意見をまとめ、改善案作成する。 

第１２回 「今日におけるレクリエーションの必要性と課題」 

事前学習 
レクリエーションの必要性と課題を調べ、考

えをまとめておく。 

事後学習 
ディスカッションした内容をまとめ、今後の

活動に活かせるようまとめておく。 

第１３回 学習のまとめ 

事前学習 
実践してきたレクリエーション・ワークを振

り返、まとめておく。 

事後学習 
今後の活動に活かせるようにレクリエーシ

ョン・ワークをまとめる。 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第１回～第５回の講義内容で紹介する「幼年期や老年期を対象としたレクリエーションの手法」につ

いてレポートにまとめる。 

レポート形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第５回授業後に実施する。 

提出期限：第６回授業開始時に提出する。なお、提出された指導案の内容を踏まえ、集中実技の授業内にて、添削指導・

質疑応答・意見交換の時間を設ける。 

事後学習：添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

課題研究 

2 

課題研究テーマ：第１０回、第 11 回の集中実技授業の内容を踏まえ「レクリエーション・スポーツ」についてレポー

トにまとめる。 

レポート形式：授業内でプリントを配布(パソコンで作成したい学生には Excel ファイルを渡す) 

実施時期：第１１回授業後に実施する。 

提出期限：第１４回の授業終了後に提出する。 

事後学習：第１５回「学習のまとめ」の授業内にて「レクリエーション・スポーツ」について学んだ内容をノートにま

とめる。 

 

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　幼稚園での体育教諭、スポーツクラブでの幼児体育講師としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 GEHL1102 

２．授業担当教員 中村 裕 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション・体育関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

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目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各対象者に合った（子どもの場合は運動発達、運動能力）レクリエーション企画案の作成 

２．企画案に沿った運営の実施 

３．運営後の評価および今後の課題 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

特になし（必要に応じて資料を配布） 

【参考書】 

日本レクリエーション協会編『レクリエーション支援の基礎』 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

レクリエーションの意義や特性を把握し基礎的な知識、応用的な知識を学習します。実際に体験をすること

でレクリエーションの楽しさを理解するはずです。最終的にはレクリエーションを自ら立案し、援助できる

能力を培ってください。保育現場や様々なところできっと役に立ちます。また、一つのレクリエーションを

対象者に合うようにアレンジし、オリジナルなものを生み出すことにも挑戦します。たのしい授業にしてい

きましょう。 

 

 授業においては以下のルールを守るようにお願いします。 

１．実技を行う為、運動できる服装で参加してください。（髪型、靴など：室内の場合、室内用シューズ） 

２．欠席、遅刻、早退は原則禁止です。やむをえない理由の場合は必ず届け出てください。 

３．自主的なおかつ積極的な授業参加を望みます。 

13．オフィスアワー 授業内で周知する 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

本講義の意義（概要、留意点など、これから学習する内

容の説明確認）アイスブレーキング体験 1 

事前学習 レクリエーションとは何かについて考える。 

事後学習 
レクリエーションの理論と実際を復習する。 

アイスブレーキングについて調べる。 

第２回 
レクリエーションワーク 体験・ディスカッション 

アイスブレーキング体験 2 

事前学習 アイスブレーキングの方法を調べる。 

事後学習 
アイスブレーキングの役割や自分なりに感じ

た事をまとめる。 

第３回 

レクリエーションワーク（幼児期） 体験・ディスカッ

ション（体験した後、より良くする為にはどの点を改善

した方が良いかを話し合う） 

事前学習 
幼児期の特徴・留意点について考える。 

幼児期のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

第４回 

レクリエーションワーク（児童期 1）体験・ディスカッ

ション（体験した後、より良くする為にはどの点を改善

した方が良いかを話し合う） 

事前学習 
児童期の特徴・留意点について考える。 

児童期のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

  



 

 

第５回 

レクリエーションワーク（児童期 2）体験・ディスカッ

ション（体験した後、より良くする為にはどの点を改善

した方が良いかを話し合う） 

事前学習 
児童期の特徴・留意点について考える。 

児童期のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

第６回 

レクリエーションワーク（青年期）体験・ディスカッシ

ョン（体験した後、より良くする為にはどの点を改善し

た方が良いかを話し合う） 

事前学習 
青年期の特徴・留意点について考える。 

青年期のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

第７回 

レクリエーションワーク（高齢・老年期）体験・ディス

カッション（体験した後、より良くする為にはどの点を

改善した方が良いかを話し合う） 

事前学習 
高齢・老年期の特徴・留意点について考える。 

高齢・老年期のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

第８回 

レクリエーションワーク（障害者）体験・ディスカッシ

ョン（体験した後、より良くする為にはどの点を改善し

た方が良いかを話し合う） 

事前学習 
障害者の特徴・留意点について考える。 

障害者のレクリエーションを考える。 

事後学習 
ディスカッションを参考に良い点、改善点を自

分なりにまとめる。 

第９回 

レクリエーション事業計画 1（幼児期） 

対象・時間・種目・ルール注意点や工夫することなどを

グループでディスカッションをして計画案を作成する。 

事前学習 レクリエーション支援の方法について考える。 

事後学習 レクリエーション支援の方法を確認する。 

第１０回 
レクリエーション事業計画 2（幼児期） 

発表、評価、振り返り 

事前学習 レクリエーション運営の方法について考える。 

事後学習 発表の振り返りを自分なりにまとめる。 

第１１回 

レクリエーション事業計画 3（素材・道具を使用）（幼

児期・学童期） 

対象・時間・種目・ルール注意点や工夫することなどを

グループでディスカッションをして計画案を作成する。 

事前学習 レクリエーション支援の方法について考える。 

事後学習 レクリエーション支援の方法を確認する 

第１２回 

レクリエーション事業計画 4（素材・道具を使用）。（学

童期） 

発表、評価、振り返り 

事前学習 レクリエーション運営の方法について考える 

事後学習 発表の振り返りを自分なりにまとめる 

第１３回 レクリエーション事業計画 5（高齢者・障害者） 
事前学習 事業計画を考える。（運営） 

事後学習 事業計画を振り返る 

課題研究 

1 

課題研究テーマ：第２回〜第５回の講義内容を踏まえて「幼児期から学童期に於いてレクリエーションを行うことの重

要性」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第５回の授業後に実施する。 

提出期間：第６回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第８回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究

2 

課題研究テーマ：第６回〜第８回の講義内容を踏まえて「青年期・高齢者・障害者にレクリエーション支援をする際、

問題点および気を配る点」についてレポートにまとめる。 

レポート形式：A4用紙１〜２枚（1、000〜１、400字程度） 

実施期間：第８回の授業後に実施する。 

提出期間：第９回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第１１回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　15.実務経験を有する教　　員特記事項

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　総合体育研究所や児童育成協会（こどもの城）での勤務経験の知見を活かし、「7」に示した講義概要に則した講義を行う。


