
 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅠA（社会福祉制度・政策理論研究）（2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP5201 

 ２．授業担当教員 金 貞任、尹 文九、藤田 伍一、喜多村 悦史、佐々木 貴雄 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

専門演習は、各研究分野ごとに、教員がチームティーチングで担当する科目である。専門演習Ⅰでは、受

講者がこれから研究を進めていくための基礎を作るため、各研究分野についての幅広い理解とともに、研究
の方法論についても、実践的に理解してもらうことを目的とする。受講者には、授業内で提示される課題に
積極的に取り組み、自らの研究能力を高めていくことが求められる。 

８．学習目標 
・研究テーマに関連する制度や政策理論について理解し、自ら説明することができる。 

・これまでの研究の蓄積から学んだことを基にして、自らの研究計画を立てることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

授業内で指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

岩田正美他『社会福祉研究法 現実世界に迫る 14 レッスン』有斐閣アルマ、2006 （1-7 回目で使用） 

尹文九『高齢社会の政治経済学―日本の高齢者福祉政策を中心に－』ミネルヴァ書房、2017（8-15 回目で
使用） 

香取照幸『教養としての社会保障』東洋経済新報社、2017（17-23 回で使用） 

このほか、14．学習の展開及び内容の【参考文献】欄を参照されたい。 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

８．学習目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

授業内での課題への取り組み 50％ 

自らの研究についての授業での発表 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

修士論文作成に向けてのプロセスは、1 年次から始まっている。積極的に学び、自らの能力を高めていって

ほしい。 

13．オフィスアワー 授業において各担当教員に確認されたい。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 研究とは何か（金） 

【学習の目標】 研究とは何かについて学習する。 

【学習の内容】 研究とは何を意味するかを考える。 

社会福祉研究の特徴について理解する。 

        社会福祉研究の分野と範囲に関して把握する。 

【キーワード】 研究の特徴、研究分野、研究範囲 

【学習の課題】 研究とは何かに関して学習する。 

        受講生の研究テーマに関する先行研究を集める。 

【参考文献】  岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマ、2006 

安部陽子『看護研究のための文献レビュー：マトリックス方式』医学書院、2012 

        福祉社会学会雑誌、老年社会科学雑誌、社会政策学会雑誌、社会福祉学会雑誌 

2 － 3 . テーマ 研究の設計方法と先行研究レビュー（金） 

【学習の目標】 研究の設計方法について理解する。 

        論文の設計方法の仕組みを理解する。 

        先行研究レビューの記述を理解する。 

【学習の内容】 研究のテーマに関するルールを学習する。 

        研究の概念の定義の記述を身につける。 

        先行研究の収集とレビューの記述方法を学習する。 

【キーワード】 テーマ設定、研究の概念、先行研究レビュー 

【学習の課題】 研究テーマの設定を学習する。 

        先行研究を収集し、先行研究をレビューする。 

【参考文献】  岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマ、2006 

安部陽子『看護研究のための文献レビュー：マトリックス方式』医学書院、2012  

福祉社会学会雑誌、老年社会科学雑誌、社会政策学会雑誌、社会福祉学会雑誌 

4 . テ ー マ 研究の倫理と仮説の構築、高齢者福祉論文の購読（金） 

【学習の目標】 研究の倫理とは何かについて理解する。 

        論文のオリジナルティーを発見する。 

        仮説の構築の仕組みを学習する。 

【学習の内容】 研究の倫理が重要な理由を整理する。 

        論文のオリジナリティーを記述する。 

        仮説を構築、仮説検証の手続きについて理解する。 

        高齢者に関連する研究の仮説を作成する。 

【キーワード】 研究の倫理、オリジナリティー、仮説、検証 

【学習の課題】 論文では、研究の倫理がどのように扱われているか整理する。 

        研究の背景と目的、先行研究レビュー、仮説を設定する。 

【参考文献】  岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマ、2006 

安部陽子『看護研究のための文献レビュー：マトリックス方式』医学書院、2012 

福祉社会学会雑誌、老年社会科学雑誌、社会政策学会雑誌、社会福祉学会雑誌 



 

 

5 － 6 . テーマ 政策論文の購読（金） 

【学習の目標】 介護保険制度に関する政策論文を学習する。 

社会福祉に関する政策論文の長所と短所を学習する。 

先行研究を批判的に捉えることを学ぶ。 

【学習の内容】 介護サービスの社会化に関する先行研究をレビューする。 

        介護サービスの選別化と普遍化とは何かを学習する。 

【キーワード】 介護保険制度、介護サービス、介護の社会化、普遍化、選別化 

【学習の課題】 介護保険制度の政策研究を収集する。 

        介護サービスの社会化とは何かを調べる。 

        介護サービスの選別化と普遍化とは何かを整理する。 

【参考文献】  岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマ、2006 

福祉社会学会雑誌、老年社会科学雑誌、社会政策学会雑誌、社会福祉学会雑誌  

7 . テ ー マ 政策と政策類型、政策学（尹） 

【学習の目標】 政策の概念や類型、政策学について理解する。 

【学習の内容】 １．政策の概念を政治、制度や意思決定（無意志決定）企画、計画などと比較検討 

        ２．職制や機能、性格による政策類型 

        ３．政策学の重要性や研究の方法 

【キーワード】 政策、政治、制度、計画 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  尹文九『高齢社会の政治経済学―日本の高齢者福祉政策を中心に－』ミネルヴァ書房、2017 

【学習する上での留意点】専門用語の内容を明確に理解する。  

8 . テ ー マ 政策環境（尹） 

【学習の目標】 政策環境にはどのようなものがあるかについて理解する。 

【学習の内容】 １．政策環境の意義   ２．政策環境として少子高齢化社会   ３．政治体制と政策関係 

   ４．政策決定過程のアクター（参加者）   ５．政策企業家 

【キーワード】 政策環境、政治アクター、少子高齢化社会、政策企業家 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  前掲書  

【学習する上での留意点】社会政策と関連し、少子高齢社会をめぐる諸問題点を理解する。 

9 . テ ー マ 福祉国家と福祉政策（尹） 

【学習の目標】 福祉国家と福祉政策について特に福祉レジーム論を中心に福祉国家を理解する。  

【学習の内容】 １．福祉国家と福祉社会 ２．社会福祉政策に発展移管する理論 ３．福祉レジーム ４．権力資源動員モデル  

【キーワード】 福祉レジーム、福祉国家、権力資源動員モデル 

【学習の課題  政策決定理論モデルの中で、自分が好きなモデルを選び、その内容を調べ、理解した内容をまとめる。  

【参考文献】  前掲書  

【学習する上での留意点】福祉レジームの内容を明確に理解する。  

1 0 . テ ー マ 社会福祉政策決定の理論モデル（尹） 

【学習の目標】 社会福祉政策を決定する際、どのような理論モデルがあるかについて理解する。  

【学習の内容】 １．政策決定理論モデル ２．日本の政策決定に関する理論 ３．政策形成プロセス、４．政策議題の設定 

【キーワード】 合理的な意思決定モデル、満足モデル、エリート理論、政策議題 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  前掲書 

【学習する上での留意点】政策議題設定に影響を及ぼす要因について明確に理解する。  

1 1 . テ ー マ 日本の高齢者福祉政策の歴史（尹） 

【学習の目標】 少子・高齢化の政策環境の変化に対して日本政府が具体的にどのように対応してきたかを理解する。  

【キーワード】 １．歴史・制度的アプローチ―研究方法   ２．歴史から見た日本の高齢者福祉政策の変化 

 ３．日本型福祉社会論   ４．福祉文化と福祉政策 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】 

なぜ、日本政府は高齢者福祉政策においては約 10 年程度で大きな政策転換が行われてきたのかを理解する。 

1 2 . テ ー マ 政策の窓理論モデルと介護保険法の決定過程（尹） 

【学習の目標】 政策の窓理論モデルを用いつつ、介護保険制度の政策形成及び決定過程を理解する。  

【学習の内容】 １．キングンの政策の窓理論モデル  ２．介護保険制度の政策形成過程  ３．介護保険制度の決定過程 

【キーワード】 政策の窓理論モデル、介護保険制度、政策形成と決定 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】政策形成過程と決定過程における、特に政治アクターを中心にその役割などを理解する。 

1 3 . テ ー マ 政策執行と老人医療政策（老人医療費無料化制度）（尹） 

【学習の目標】 老人医療費無料化を事例として政策執行の内容を理解する。   

【学習の内容】 １．政策執行の重要性   ２．政策形成と執行の関係   ３．キャンベルの政策類型モデル 

 ４．老人医療費無料化制度   ５．政策執行に影響を及ぼす要因 

【キーワード】 政治・行政一元論と二元論、大きくて新しい決定モデル、老人医療無料化制度、福祉元年 

【学習の課題】 次回のキーワードについて調査し、理解した内容をまとめておくこと。 

【参考文献】  前掲書   

【学習する上での留意点】 

政策執行は政策環境、特に経済や政治的な要因によって大きく影響を受けやすいが、第２セクターとは異なることを理解する。 

1 4 . テ ー マ 福祉における「政策」と「制度」について（藤田） 



 

 

【学習の目標と内容】まず政策構造を形作る要素を考えると、一定の政策対象に対して政策目的を設定する。そして政策をとりまく
環境やコストを考えながら政策手段を構築ないし選択することになる。この場合に制度とは政策手段を定型化
したものである。したがって政策目的や環境、コストが変化すれば、制度も合目的的に変化させなければなら

ない。また、政策と制度をしっかり結びつけるのは、強い問題意識であることに注意する必要がある。 

【キーワード】 社会政策、経済政策、社会保険、公的扶助、社会福祉等 

【学習の課題】 政策論から制度論を導き出す経路が重要である。制度論から政策論へは、「意図せざる効果」によって無理がある。  

【参考文献】  授業で必要な文献などは掲示する。 

【学習の留意点】政府が直接経営しないボランティア福祉制度の組み立て方については別個に考えてみよう。 

15－16.テーマ 社会保障とは何か（喜多村） 

【学習の目標】 社会保障政策担当者の目を通して、社会保障制度の基本を理解する。 

【学習の内容】 わが国の社会保障制度の基本となっている「国民皆保険・皆年金」について、これが国家政策として採択されるこ

とになった時代背景を踏まえつつ、体系的、制度横断的に理解する。併せて制度の複雑さから生じている不都合事
例も検討する。 

【キーワード】 皆保険・皆年金、職域保険・地域保険、自助・互助・共助・公助、福祉国家 

【学習の課題及び留意点】 教科書とは異なる視点から考えを整理し、発表討議することで、政策決定の背景やプロセスの理解が深
まる。授業の事前及び事後の自宅学習において教科書を読み込むことを求める。 

【参考文献】  香取照幸『教養としての社会保障』東洋経済新報社、2017 

        岩村正彦『社会保障判例百選 第 5 版』有斐閣、2016 

17－19.テーマ 社会保障と日本の社会・経済・財政との関係（喜多村） 

【学習の目標】 社会保障政策担当者の目を通して、わが国の社会保障制度が抱える課題を定量的に理解する。 

【学習の内容】 社会保障制度の持続性を揺るがしている要因は、少子高齢化、社会保障給付の肥大化、財源負担の将来世代へのつ

け回しである。これを解決する道筋について多角的に検討する。痛みを伴う改革には反対論が必定である。受給者
と財源保険料負担者、先行世代と後発世代など。いかにして改革への合意を得るか。単に権利を主張するのでは制
度の持続性は確保できない。さまざまな視点を踏まえた検討が必要である。 

【キーワード】 人口減少・少子化・高齢化、経済成長、政府財政、赤字国債、国民負担率 

【学習の課題及び留意点】 教科書とは異なる視点から考えを整理し、発表討議することで、政策決定の背景やプロセスの理解が深
まる。授業の事前及び事後の自宅学習において教科書を読み込むことを求める。 

【参考文献】  香取照幸『教養としての社会保障』東洋経済新報社、2017 

20－21.テーマ 社会保障改革の方向性（喜多村） 

【学習の目標】 社会保障政策担当者の目を通して、これからの社会保障制度設計のあるべき姿を議論する。 

【学習の内容】 社会保障制度の持続性への疑念が国民の将来不安につながっている。安心を取り戻すためには何が必要なのか。わ
が国の社会保障制度が抱えている課題は、留学生諸君の出身地であるアジア諸国の将来課題でもある。視野を広げ、

自助と連帯あるという社会保障の基本に立ち返った課題解決を議論する。同時に制度参加者誰にも理解できる簡素
な制度にする必要がある。 

【キーワード】 将来不安、安心社会、福祉から就労へ、雇用創出、簡素な制度 

【学習の課題及び留意点】 痛みを伴う改革には反対論が必定である。受給者と財源保険料負担者、先行世代と後発世代など。いか
にして改革への合意を得るか。単に権利を主張するのでは制度の持続性は確保できない。さまざまな視
点を踏まえた検討が必要である。 

【参考文献】  香取照幸『教養としての社会保障』東洋経済新報社、2017 

        喜多村悦史『社会保障改革の処方箋』医薬経済社、2013 

22－24.テーマ 社会保障・社会福祉政策に関する研究論文の精読（佐々木） 

【学習の目標】 研究論文の構造を学ぶとともに内容を理解し、その成果とともに課題を指摘できるようにする。 

【学習の内容】 『社会政策』『社会保障研究』『社会福祉学』などの研究雑誌に掲載された、社会保障・社会福祉政策に関する論文
を精読し、論文の流れや構成を理解するとともに、その内容について批判的に検討する。 

【キーワード】 社会問題 政策過程 政策評価 制度分析 

【学習の課題】 授業で取り上げる論文について精読し、要約するとともに、その論文の成果や問題点について説明する。 

【学習する上での留意点】 論文を読まずに論文を書くことはできない。授業で取り上げる文献だけでなく、多くの文献に触れるこ
とで、研究の方法論を体得してほしい。 

25－26.テーマ 外国研究・国際比較研究に関する研究論文の精読（佐々木） 

【学習の目標】 研究論文の構造を学ぶとともに内容を理解し、その成果とともに課題を指摘できるようにする。 

【学習の内容】 『社会政策』『社会保障研究』『社会福祉学』などの研究雑誌に掲載された、外国研究・国際比較研究の論文を精読
し、論文の流れや構成を理解するとともに、その内容について批判的に検討する。 

【キーワード】 外国研究 国際比較研究 

【学習の課題】 授業で取り上げる論文について精読し、要約するとともに、その論文の成果や問題点について説明する。 

【学習する上での留意点】 論文を読まずに論文を書くことはできない。授業で取り上げる文献だけでなく、多くの文献に触れるこ
とで、研究の方法論を体得してほしい。 

27－28.テーマ 研究計画の発表と構想発表に向けての準備（佐々木） 

【学習の目標】 より良い研究計画書を作成するとともに、構想発表の準備を整える。 

【学習の内容】 研究計画書の進捗状況を発表し、受講者間で議論を深めていく。 

【学習の課題】 研究方法の授業で学んだことをもとに、指導教官の指導を受けながら、研究計画書の作成を進めておくこと。 

【参考文献】  岩田正美他『社会福祉研究法 現実世界に迫る 14 レッスン』有斐閣アルマ、2006 

        伊丹敬之『創造的論文の書き方』有斐閣、2001 

        伊藤修一郎『政策リサーチ入門 ―仮説検証による問題解決の技法』東京大学出版会、2011 

        佐藤郁哉『社会調査の考え方 上・下』東京大学出版会、2015 

【学習する上での留意点】 他の受講者も発表を参考にしながら、より具体的で明確な研究計画書としてほしい。 



 

 

課題研究１ 
(金) 

課題研究テーマ：岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマと、先行研究を読み、自分の研究テーマ

について、研究テーマがない者は、本人が関心のある領域の先行研究をまとめなさい。引用先行文献４本

以上 

レポート形式・提出期限：2,000 字程度。5 回目の講義時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意

見交換を行う。 

提出したレポートについて質問がある場合は、担当教員の授業内で受けつける。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

課題研究２ 
（尹） 

課題研究テーマ：政策評価について 

目的：政策評価の意義を理解したうえで具体的にどのような方法で政策を評価しているのか、またはプラ

イべイト分野と比べてなぜパブリック分野では政策評価が容易ではないのか、問題点や課題には

何があるのかについて理解する。 

方法：上記の内容を踏まえながら、2,000 字以内でレポートをまとめ、13 回授業の終了後提出する。 

    提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅠB（援助技術・実践研究） （2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP5202 

 ２．授業担当教員 

【池袋】大山 勉、先崎 章、田代 幹康、立松 英子、田中 喜

美子 【名古屋】伊東 眞理子、大山 勉、先崎 章、田代 幹康、

立松 英子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

専門演習は、各研究分野ごとに、教員がチームティーチングで担当する科目である。専門演習Ⅰでは、

受講者がこれから研究を進めていくための基礎を作るため、各研究分野についての幅広い理解とともに、

研究の方法論についても、実践的に理解してもらうことを目的とする。受講者には、授業内で提示される

課題に積極的に取り組み、自らの研究能力を高めていくことが求められる。 

８．学習目標 
・研究テーマに関連する援助についての理念や技術について理解し、自ら説明することができる。 

・これまでの研究の蓄積から学んだことを基にして、自らの研究計画を立てることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内で指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】指定しない 

【参考書】授業内で伝える 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 「８．学習目標」を達成することができたかどうかを基準に判断する 

○評定の方法 

 授業内での課題への取り組み 50％ 

自らの研究についての授業での発表 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

児童、障害者、高齢者などの領域の研究論文を作成する予定の人に受講をしてほしい。 

５人の教員が６回ずつ担当して行う。 

13．オフィスアワー 各教員が授業内で知らせる 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 社会福祉への理解（田中、伊東） 

【学習の目標】 社会福祉の概念について分かる。 

【学習の内容】 社会や社会システムへの理解 

【キーワード】 システム(社会・組織・グループ・家族・個人)の機能、開放的・閉鎖的システムの発達 

【学習の課題】 社会福祉の包括性、学制間・多職種間との協力などの内容と方法について考えてみる。 

【参考文献】  平山尚外(2000)、「人間の行動と社会環境」、とレジュメ 

【学習する上での留意点】 社会福祉を理論や抽象的概念として覚えるので、社会福祉の持つ実践的・実用的・複合的な面を含んだ

包括的な概念として理解できるように指導する。 

2 . テ ー マ 社会福祉援助・実践への理解（田中、伊東） 

【学習の目標】 社会福祉援助・実践に関して理解する。 

【学習の内容】 人間の行動と環境に関する理解を深め、人間の問題との関連性から対処方法が探索できるように働きかける。 

【キーワード】 人間の行動・環境、人間の問題・環境の問題、家族の中の個人の問題、グループの中の個人の問題、 

組織の中の個人の問題、地域の中の個人の問題、環境の中の個人の問題 

【学習の課題】 今まで、周りの人々の生活や経験などと顧みて、解決策が見つかりにくいと思った問題について探索する。 

【参考文献】  洪金子外(2000)、「人間の行動と社会環境」、高憲出版社とレジュメ 

3 . テ ー マ 社会福祉援助・実践対象と分野への理解（田中、伊東） 

【学習の目標】 社会福祉援助・実践の対象と分野について理解する。 

【学習の内容】 社会福祉援助・実践の対象について理解して、それぞれの対象に社会福祉援助・実践が適用できる。 

【キーワード】 対象者の特徴、対象者と関連法律、制度・政策など 

【学習の課題】 貧困者・低所得者、児童、青少年、高齢者など社会福祉対象者の特徴や医療・スクールソーシャルワークなどの社

会福祉分野について理解し、彼らを対象とする援助技術やその使い方について概略的に学習する。 

【参考文献】  ワークショップ資料とレジュメ   

【学習する上での留意点】 人間の成長とともに変わっていく発達段階と課題について連続性を持って考えるように指導する。 

4 . テ ー マ 社会福祉援助・実践の基本的な技術（田中、伊東） 

【学習の目標】 社会福祉援助・実践領域について分かり、それぞれの領域に社会福祉援助・実践が適用できる。 

【学習の内容】 社会福祉援助・実践の基本的な技術である面接技法について学ぶ。 

【キーワード】 面接(構造化面接・半構造化面接)、積極的傾聴 

【学習の課題】 面接(構造化面接・半構造化面接)、積極的傾聴 

【参考文献】  洪金子外(2006)社会福祉実践論、同仁出版社 

【学習する上での留意点】 社会福祉援助・実践の基本技術は、かなりの実践経験と経歴を積みながら成熟していくことを肝に銘じ

て、常時、利用者中心の実践になるように気を使うこと。  

5 . テ ー マ 社会福祉の基本的理念と関わる研究とその方法（田中、伊東） 

【学習の目標】 社会福祉の基本的理念と関わる研究とその方法ついて学習する。 

【学習の内容】 社会福祉の理念・価値・倫理に関する先行研究や論文を選んで発表した後ディスカッションする。 

【キーワード】 社会福祉の理念・価値・倫理 



 

 

【学習の課題】 社会福祉の主な価値ディレンマについて調べる。日本の社会福祉士の倫理綱領について熟知する。 

【参考文献】  大学院生の先行論文の発表資料 

【学習する上での留意点】 5 回目の授業では、現場で働くとき、実践するとき、基礎になることを覚えるようにする。 

6 . テ ー マ ノーマライゼーションの理念、実践方法②（田代） 

【学習の目標】 スウェーデンにおけるノーマラィゼーションの歴史的展開と実践方法について学ぶ。 

【学習の内容】 (1) ノーマラィゼーションの視点(北欧型) 

        (2) スウェーデンにおける脱施設化とコミュニティワークについての検討 

【キーワード】 施設解体、脱施設化 

【学習の課題】 (1) 脱施設化とコミュニティワークの手法について考察する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2 版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4 版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011 年 

【学習する上での留意点】学生による発表と討論を通じて学習を進めるので事前に関連する文献を収集・分析し、資料の作成を行う。 

7 . テ ー マ コミュニティワークの理論と実践方法①（田代） 

【学習の目標】 コミュニティワークの主要な理論・視点について学び、地域での展開方法について検討する。 

【学習の内容】 (1) コミュニティワークの歴史的変遷 

(2) コミュニティワークの理論・視点 

【キーワード】 コミュニティワーク、COS、セツルメント、ニーズ・資源調整説、インターグループワーク説、地域組織化説 

【学習の課題】 (1) コミュニティワークの歴史的変遷についてまとめる。 

(2) コミュニティワークの主要な理論・視点について整理する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2 版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4 版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011 年 

【学習する上での留意点】学生による発表と討論を通じて学習を進めるので事前に関連する文献を収集・分析し、資料の作成を行う。 

8 . テ ー マ コミュニティワークの理論と実践方法（田代） 

【学習の目標】 コミュニティワークの手法・実践方法を演習を通じて理解する。 

【学習の内容】 (1)地域におけるコミュニティワークの実践例の方法 

【キーワード】 アウトリーチ、地域診断、コミュニティ分析 

【学習の課題】 (2)地域におけるコミュニティワークの実践例について調査し、発表する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2 版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4 版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011 年 

【学習する上での留意点】学生による発表と討論を通じて学習を進めるので事前に関連する文献を収集・分析し、資料の作成を行う。 

9 . テ ー マ エコロジカルアプローチと実践方法①（田代） 

【学習の目標】 エコロジカルアプローチについて理解し、その支援方法について検討する。 

【学習の内容】 エコロジカル理論の概念 

【キーワード】 ジャーメイン、ジェルグラム、エコマップ 

【学習の課題】 エコロジカル理論の概念を学びその内容を理解し発表する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2 版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4 版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011 年 

【学習する上での留意点】学生による発表と討論を通じて学習を進めるので事前に関連する文献を収集・分析し、資料の作成を行う。 

1 0 . テ ー マ エコロジカルアプローチと実践方法②（田代） 

【学習の目標】 エコロジカルアプローチにもとづく事例を通してその支援・実践方法について検討する。 

【学習の内容】 (1)アセスメントについて 

(2)支援方法・アプローチについて 

(3)事例から実践を考える。 

【キーワード】 ライフモデル、ストレッサー 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2 版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4 版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 年 

【学習する上での留意点】学生による発表と討論を通じて学習を進めるので事前に関連する文献を収集・分析し、資料の作成を行う。 

1 1 . テ ー マ 障害者の支援と研究（身体障害者）（先崎） 

【学習の目標】 身体障害者（脳卒中、外傷性脳損傷）の事例を通してその支援、実践方法および研究について検討する。 

【学習の内容】 (1) アセスメントについて 



 

 

         (2) 支援方法・アプローチについて 

                (3) 事例から実践を考える。 

         (4) 実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 リハビリテーション、障害の受容、障害への適応 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  先崎章『精神医学・神経心理学的対応 リハビリテーション』医歯薬出版 2011 年 

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 2 . テ ー マ 障害者の支援と研究（精神障害者）（先崎） 

【学習の目標】 身体障害者と精神障害の合併事例を通してその支援、実践方法および研究について検討する。 

【学習の内容】 (1) アセスメントについて 

         (2) 支援方法・アプローチについて 

                (3) 事例から実践を考える。 

         (4) 実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 自殺未遂、偏見、地域での生活 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  先崎章『精神医学・神経心理学的対応 リハビリテーション』医歯薬出版 2011 年 

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 3 . テ ー マ 高齢者（含む認知症者）や脳損傷者とその家族支援（先崎） 

【学習の目標】 高齢者、認知症者、脳損傷者（高次脳機能障害）の事例を通してその支援、実践方法および研究について検討する。 

【学習の内容】 (1) 医療側の視点、社会福祉の視点について 

         (2) 医療的アプローチ、社会福祉的アプローチの違いについて 

                (3) 事例から実践を考える。 

         (4) 実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、外傷性脳損傷、脳卒中、地域包括ケアシステム 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  森本榮 編『高齢者の理学療法 第２版』三輪書店 2011 年 

        日本認知症ケア学会編『改訂５版 認知症ケアの実際Ⅱ各論』ワールドプランニング 2016 年 

        先崎章『高次脳機能障害 精神医学・心理学的対応ポケットマニュアル』医歯薬出版 2009 年 

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 4 . テ ー マ 精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究から学ぶこと（これまでのエビデンス）（先崎） 

【学習の目標】 精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究から、支援・援助の実践をどう行うべきなのか検討する。 

【学習の内容】 精神障害者へのスティグマ、偏見の本質はなにか、これまで各国でどのような研究がなされてきたか 

【キーワード】 エビデンス、スティグマ、機会主義、社会統制 

【学習の課題】 過去の精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究を通して、自身が持つスティグマを点検する。 

【参考文献】  ノーマン・サルトリウスら著『パラダイム・ロスト』中央法規 2015 年 

        （先崎章訳 第 6 章 7 章、スティグマ経験についての質問票） 

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 5 . テ ー マ 精神障害者(障害者一般)へのスティグマ、偏見についての研究から学ぶこと(今後の支援や研究の在り方)（先崎） 

【学習の目標】 障害者へのスティグマ、偏見についての研究から、支援・援助の実践と研究をどう行うべきなのか検討する。 

【学習の内容】 今後、障害者へのスティグマ、偏見について実践・研究を行うときにどのような方法があり、視点を持つべきか 

【キーワード】 スティグマ、機会主義、社会統制、克服するプログラム、マスメディア 

【学習の課題】 過去の精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究を通して、当事者を支援する研究の在り方を学ぶ。 

【参考文献】  ノーマン・サルトリウスら著『パラダイム・ロスト』中央法規 2015 年 

        （先崎章訳 第 6 章 7 章、スティグマ経験についての質問票） 

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 6 . テ ー マ 医療・保健分野の支援・研究手法を社会福祉分野の支援・研究に生かす（先崎） 

【学習の目標】 社会福祉分野の研究手法と医療・保健分野の研究手法とは共通する点、異なる点とがある。共通する点を中心に学

習する。医療保健や福祉現場の経験を動機に、どのように支援を行い、さらに調査・研究計画を立てるか、そのた

めには、どのような知識や方法論やスキルが必要か。 

【学習の内容】 「研究入門」「論文に多用される多変量解析法」「健康関連 QOL 評価法」（出典については以下の参考文献）の内容

を初心者にもわかりやすく学習していく。各受講者の興味、研究題材に沿って話題を展開していく。  

【キーワード】 「研究入門」研究プロセス、仮説生成、仮説検証、研究デザイン、研究力、先行研究、研究の質、選択バイアス、

測定バイアス、新規性（オリジナリティ）、実現可能性、研究倫理、臨床研究、実践研究、研究構想、研究計画書、

エビデンスレベル、原著論文の構成、背景と目的、研究課題と仮説、対象と方法、横断研究、縦断研究、観察研究、

介入研究、質的研究、量的研究、信頼性と妥当性、標準化尺度、順序尺度、間隔尺度、カテゴリー、データ収集、

プロトコール、多変量解析、因果関係、プログラム評価。 「統計解析」各種解析方法。 

「健康関連 QOL 評価法」SF-36、SF-12、SF-8、SIP、WHOQOL、RDQ、ODI、DASH、QOL-AD、QOL-C30、

QOL-C15、DQoL、QLDJ、CHART、CIQ。 

【学習の課題】 各受講者の支援スキルをアップさせて同時に研究論文にするためには、どのような方法論やスキルが必要か。 

【参考文献】  雑誌「総合リハビリテーション」（医学書院）2016 年号 1 月号～12 月号に連載された「研究入門」近藤克則氏執

筆。同、「論文に多用される多変量解析法」奥田千恵子氏執筆。同、「健康関連 QOL 評価法」鈴鴨よしみ氏および

田中尚文氏執筆。  

【学習する上での留意点】 学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 



 

 

1 7 . テ ー マ 障害の種類や程度、個々に異なる配慮事項（立松） 

【学習の目標】 障害や慢性疾患の様々な種類、程度、個々に異なる治療法や配慮事項、就学、就労について概観する。 

【学習の内容】 障害には多くの種類とその程度、合併症があり、年齢によっても変遷することを具体的事例によって学ぶ。 

【キーワード】 ICD-10、DSM-5、知的障害、肢体不自由、感覚障害（視覚･聴覚）、重症心身障害児、発達障害、小児慢性特定疾

 病 

【学習の課題】 興味をもった障害や慢性疾患について、その治療法や配慮事項、関連する福祉制度について調べて授業に臨む。 

【参考文献】  アローウィン『発達障害の理解と支援』(DVD 教材) 2008 

【学習する上での留意点】 障害者の生活上の不便についてできるだけ具体的に想像すること。 

1 8 . テ ー マ 障害者を支える福祉制度（立松） 

【学習の目標】 障害者を支える日本の福祉制度について知る。 

【学習の内容】 障害の種類や程度、年齢、合併症により複雑な様相を示す人々を背景に、その生活を支える福祉制度について学ぶ。 

【キーワード】 障害者総合支援法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、小児慢性特定疾病医療費助成制度、自立支援給付 

【学習の課題】 障害者を支える日本の福祉制度について調べ、授業での発表を通してその詳細を学ぶ。 

【参考文献】  立松英子・小林保子『保育者のための障害児療育』学術出版会 2017 

【学習する上での留意点】 障害者の支援は家族の支援でもあります。様々な側面からの支援方法があることを学んでください。 

1 9 . テ ー マ 障害者福祉の教育的側面（立松） 

【学習の目標】 障害者の権利に関する条約の署名から批准までの国内法の改正について、インクルーシブ教育の視点から概観する。 

【学習の内容】 病気や障害のある子どもの就学前から就労までを見通して、日本で制度化されている障害福祉や教育について学ぶ。 

社会政策としてのインクルージョンから、現在のインクルーシブ教育まで、イギリスの制度の変遷を例に学ぶ。 

【キーワード】 ICF、障害者の権利に関する条約、インテグレーション、インクルージョン、インクルーシブ教育、 

合理的配慮、基礎的環境整備 

【学習の課題】 キーワードの意味やその理念を調べ、授業での発表を通してその詳細を確認する。 

【参考文献】  ①外務省訳「障害者の権利に関する条約」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html 

②メアリーウォーノック『イギリス 特別なニーズ教育の新たな視点』 

【学習する上での留意点】 国際的な観点から障害者政策の進展について考えること。 

2 0 . テ ー マ 障害者を支えるテクノロジー（立松） 

【学習の目標】 障害者を支える情報伝達システムや支援機器について知る。 

【学習の内容】 障害の種類や程度、年齢、また、合併症の有無により、個々を支えるテクノロジーも多岐にわたることを学ぶ。 

【キーワード】 ICT、IoT、介護ロボット、車椅子、音声伝達システム 

【学習の課題】 ICT、IoT、介護ロボットを含めて具体的にどのような支援方法があるのか調べる。 

【参考文献】  坂村健『IoT とは何か 技術革新から社会革新へ』角川新書 2016 

【学習する上での留意点】 近年、福祉の現場ではテクノロジーの活用により、ネットワークの拡大や人手不足を補う動きが進んで 

おり、情報弱者と活用者との格差が広がりつつあることを念頭に、未来志向で様々な支援手段を学んでください。 

2 1 . テ ー マ 障害児を対象とした個別の支援計画の作成（立松） 

【学習の目標】 子どもを例に、障害者を対象とした個別の支援計画作成についての基礎知識を学ぶ。 

【学習の内容】 支援の対象となる「障害児」の定義、トータルな支援に必要な視点、個別の支援計画作成のポイント 

【キーワード】 障害児支援利用計画、個別支援計画、放課後等デイサービス、特別支援学校 

【学習の課題】 キーワードの意味やその理念を調べ、授業での発表を通してその詳細を確認する。 

【参考文献】  日本相談支援専門員協会編『障害のある子の支援計画作成事例集』中央法規 2016 

【学習する上での留意点】 児童福祉法に基づく障害児相談支援に際しては、子ども主体の個別の支援計画を作成することが必須で 

す。本授業を通して、その基礎的知識や留意事項を学んでください。 

2 2 . テ ー マ 障害者を対象とした研究の心理学的側面（立松） 

【学習の目標】 研究の対象となる障害者の実態記述や事例のまとめ方、倫理的配慮において必要な視点を学ぶ。 

【学習の内容】 実態記述の諸側面（診断・評価・定義・尺度）、比較対照群の設定、事例研究における客観性の確保、倫理的配慮 

        研究の実用的価値と社会的営みとの関係 

【キーワード】 こころ、認知、診断、実態評価、質的調査、量的調査、実践研究、行動評価尺度、研究倫理 

【学習の課題】 目に見えない人の「こころ」が研究の要素として入り込む場合の留意点を学ぶ。 

【参考文献】  南原朝数・市川伸一・下山晴彦編『心理学研究法入門』東京大学出版会 2007 

【学習する上での留意点】 自己表現の困難な障害者の実態を捉えるとき、支援者の見方や先入観により実態が歪むことがあります。 

社会福祉学の研究においても同様であり、研究結果や考察に大きな影響を与えるので注意が必要です。 

2 3 . テ ー マ オリエンテーション、論文作成における研究上の問い（Research Question）の重要性（大山） 

【学習の目標】 25 回～30 回まで６回の講義内容を理解し、自分の課題意識を明確にする。 

【学習の内容】 受講者の福祉に関する疑問について話し合い、次回からのレジュメ作成と、発表の役割分担を決める。 

【キーワード】 研究論文 研究上の問い（Research Question） 障害者福祉、  

【学習の課題】 自己紹介の中で、自分がこれまで学んできたこと、関心を持っていることなどを報告し、問題意識を明確にする。

発表の分担もするので、現時点で自分の関心の高いものについて考えておく。 

【参考文献】  研究論文作成に関する参考図書    

【学習する上での留意点】 受講者自身のもつ障害者のイメージ、疑問に感じていることを事前に考えてくる。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html


 

 

2 4 . テ ー マ 障害者の生活のしづらさと支援（大山） 

【学習の目標】 障害のある人の生活の実態、何に困っているのか、どのような支援が求められているのかを理解する。 

【学習の内容】 疑問に感じたことを明らかにするという意識を持ち、生活のしづらさを考える。 

【キーワード】 生活のしづらさ 地域生活支援 チーム支援 

【学習の課題】 発表者はレジュメを作成し報告を行う。他の人も予備学習をした上で参加すること。 

【参考文献】  「平成 23 年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」厚生労働省  

【学習する上での留意点】 報告者の発表を聴いたうえで、積極的に質問し討論に加わることが求められる。  

2 5 . テ ー マ 障害者を支援する際の理念・価値（ノーマライゼーション、生活の質：QOL）（大山） 

【学習の目標】 ノーマライゼーションおよび生活の質全般を理解した上で、障害者の現状と課題を知る。 

【学習の内容】 障害者の処遇の歴史や現状と課題を検討し、ノーマライゼーションや生活の質について考える。 

【キーワード】 社会的排除 偏見 ノーマライゼーション 生活の質（QOL） 

【学習の課題】 発表者はレジュメを作成し報告を行う。他の人も予備学習をした上で参加すること。 

【参考文献】  このテーマに関する参考図書を各自読んでくること 

【学習する上での留意点】 報告者の発表を聞いたうえで、積極的に質問し討論に加わることが求められる。 

2 6 . テ ー マ 医学モデルと社会モデル、リカバリー（大山） 

【学習の目標】 医学モデルと社会モデル、リカバリーについて理解し、他の人に説明できる。 

【学習の内容】 具体的な事例をもとに、障害の捉え方および支援のあり方を考える。 

【キーワード】 国際障害分類（ICIDH）、国際機能分類（ICF）、リカバリー 

【学習の課題】 発表者はレジュメを作成し、報告を行う。他の人も事前学習をした上で参加すること。 

【参考文献】  「五体不満足」乙武洋匡（講談社 1998） 

「医学モデルから脱却しよう」原昌平（CLAIRIERE、2013）※授業内配布  

【学習する上での留意点】 報告者の発表を聞いたうえで、積極的に質問し討論に加わることが求められる。 

2 7 . テ ー マ 精神保健医療福祉における調査研究、Evidence-Based Practice（科学的根拠に基づく支援）とは（大山） 

【学習の目標】 精神保健医療福祉領域における調査研究の歴史と現状と Evidence-Based Practice について理解する。 

【キーワード】 Evidence-Based Medicine、 Evidence-Based Practice 

【学習の課題】 発表者はレジュメを作成し、報告を行う。他の人も事前学習をした上で参加すること。  

【参考文献】  『科学的根拠に基づく実践プログラム（EBP;Evidence-Based Practices）』日本精神障害者リハビリテーション学 

         会 

【学習する上での留意点】 報告者の発表を聞いたうえで、積極的に質問し討論に加わることが求められる。 

2 8 ． テ ー マ 受講生の研究について、現段階の構想を発表する（大山） 

【学習の目標】 自分の研究について発表することに加えて他の人の研究について関心を持ち、質問やコメントをできる。 

【学習の内容】 全員がレジュメを作成し、報告を行う。 

【キーワード】 研究上の問い（Research Question） 研究の目的 仮説 仮説検証の方法  

【学習の課題】 全員がレジュメを作成し、報告を行う。  

【参考文献】  研究論文作成に関する参考図書  

【学習する上での留意点】 報告者の発表を聞いたうえで、積極的に質問し討論に加わることが求められる。 

課題研究１ 

社会福祉援助・実践と関わる研究とその方法（田中、伊東） 

臨床研究に求められる Informed Consent Form を作成してみる。 

（詳しくは授業内で指示する） 

レポート形式：表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字～1600 字程度。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田中・伊東担当の最初の授業日 

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 

田代 1 コマが課題研究となります。 

課題: レポート 

課題テーマ: 「ノーマラィゼーションの理念の歴史と 8 つの要因についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字～1600 字程度。 

実施時期: 休校期間 

提出時期: 田代担当の最初の授業日 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅠC（経営福祉関連研究） （2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP5203 

 ２．授業担当教員 岡田 広司、城田 吉孝、平 仁、田口 典男、田中 正秀 

４．授業形態 資料の輪読、学生の発表に基づくディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

各教員がテーマを持ちより、1 回目に資料を輪読させ、教員より当該テーマの概要を解説する。2 回目ま

でにグループごとに、当該テーマの解決すべき課題、先行研究が検討してきた内容を明らかにした上で、何
をすべきかを発表する。3 回目は 2 回目の発表を受けてグループディスカッションを行い、修士論文作成に
向けての実践的トレーニングを行う。 

８．学習目標 
指導教授が決定した後の課題研究において、自己の調査研究のテーマを自発的に発見し、解決すべき課題

を発見できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

随時講義中に行う。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

共通のテキストはないので、各教員からの指示に従うこと 

【参考書】 

各テーマに記載された参考文献を参考書として用いるので、各教員からの指示に従うこと 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

１．修士論文に向けたリサーチクエスチョンに関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．リサーチクエスチョンを解決する思考が身についたか。 

３．出席しているだけでなく発言等参加をしているか。 

○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７０％ 

２ 課題レポート      総合点の２０％ 

３ 出席          総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義は「参加」することが大事である。特に修士論文完成に向けた基礎となるので、積極的に発言を求める。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ ガイダンス、調査・研究を始めるにあたって（平） 

【学習の目標】 修士論文を書くためにやらなければならないことを理解する 

【学習の内容】 大学院要覧記載の修士論文の手引き（社会福祉学専攻）に書いてある内容を理解し、本学において何を研究するの

か、自己の研究テーマについて、何を明らかにしたいのか、どのような先行研究がなされているのかを自発的に学
習する意識を持たせる。 

【キーワード】 エビデンス、先行研究、文献調査、実証研究、研究課題 

【学習の課題】 自己の研究課題を見つけ、文献調査を始めることができる 

【参考文献】  大学院要覧（2019 年度版では p116～p123） 

【学習する上での留意点】 大学院要覧を事前に読んでくること 

2 . テ ー マ 論文を書くということはどのようなことなのか、論文の作法（平） 

【学習の目標】 論文を書くための前提となるルールを理解する 

【学習の内容】 論文を書くための形式、引用・注・参考文献等のルールを理解する 

【キーワード】 問題設定、調査・資料収集、議論・検討、合理的な根拠づけ、引用、注、参考文献 

【学習の課題】 ・自己の研究課題における問題設定を明確にする。 

        ・引用、注、参考文献の使い方を理解する 

【参考文献】  小林康夫・船曳建夫編『知の技法』東京大学出版会 1994、p211～p233 

3 . テ ー マ 口頭発表の作法と技法、テクノロジーの利用、調査の方法（平） 

【学習の目標】 ・プレゼンテーション資料をどのように作成すればよいかを理解する。 

        ・参考文献等をどのように探せばよいのかを理解する。 

【学習の内容】 ・限られた時間の中で自己の主張の要点を理解してもらうための発表レジュメの構成 

        ・参考文献の探し方（図書館、書店、インターネット）、フィールドワーク、アンケート調査 

【キーワード】 口頭発表（プレゼンテーション）、質疑応答（ディベート）、レジュメ、文献調査、鑑賞と見学、フィールドワーク、
社会調査（サーベイ）、実験 

【学習の課題】 プレゼンテーションの準備ができる、参考文献を探せる 

【参考文献】  小林康夫・船曳建夫編『知の技法』東京大学出版会 1994、p234～p267 

        小林康夫・船曳建夫編『知の論理』東京大学出版会 1995、p287～p304（配布のみ） 

4 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) 演習を始めるにあたって（岡田） 

【学習の目標】 社会福祉施設（高齢者介護、障害者介護など）、及び福祉産業（バリアフリー用具、介護サービスロボットなど） 

の事例を取り上げた資料を輪読し、研究テーマ選択のための知識を深める。 

【学習の内容】 高齢者介護施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど）、身体障害者施設（授産施設、介護施設など）及び 

福祉産業の事例を取上げ、ディスカッションを通して研究テーマの方向性を明確にする。 

【キーワード】 研究テーマの探究、福祉施設経営、バリアフリー、福祉機器 

【学習の課題】 ・施設経営及び福祉産業の事例を通して、自己の研究課題の設定を参考にする。 

        ・事例を通して経営福祉領域に係わる研究の関連性を理解する。 

        ・組織経営、製品開発についての研究のあり方を理解する。 

【参考文献】  福祉臨床シリーズ編集委員会編『福祉サービスの組織と経営』弘文社、2017. 

        岡田広司著『商品開発とビジネス戦略』あるむ、2009. 



 

 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 1.テーマ～3.テーマを復習して修士論文の考え方を理解しておく。 

5 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) の演習（個人発表とグループ編成・岡田） 

【学習の目標】 ケーススタディ(1)を通して経営福祉領域に関する研究を理解する。 

【学習の内容】 ケーススタディ(1)の学習を通して得られた関心のある研究課題の提起とグループ編成とグループ内での討論 

【キーワード】 研究課題の提起、福祉施設経営と企業経営、グループ編成 

【学習の課題】 ・ケーススタディ(1)を通して自己の研究課題の提起と発表手法 

        ・発表内容（テーマを選んだ事由、解決する課題、先行研究の検討、解決手段と根拠など）のまとめ 

        ・社会福祉経営と企業経営論との関連 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

        岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 1.テーマ～4.テーマを理解しておく。 

6 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) の演習（グループディスカッションと発表・岡田） 

【学習の目標】 経営福祉領域に関する研究の発表資料のまとめ方と発表手法を習得する。 

【学習の内容】 グループ内ディスカッションと別のグループの発表に対するディスカッション 

【キーワード】 口頭発表、グループディスカッション、発表資料 

【学習の課題】 ・グループディスカッションの展開能力の習得 

        ・社会福祉経営領域研究のプレゼンテーション能力の向上 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 4.テーマ～5.テーマとの関連を理解しておく。 

7 . テ ー マ 営利企業のマネジメントについて考える（城田） 

【学習の目標】 事例研究を通じて営利企業の競争戦略について問題点を発見する。 

【学習の内容】 企業の競争戦略について比較検討して違いと課題を発見するため資料を輪読する。 

【キーワード】 コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略 

【学習の課題】 事例研究企業の顧客特性、競争状況の展開、環境変化の対応の方法について整理する。 

【参考文献】  嶋口・和田・池尾・余田著『マーケティング戦略』有斐閣 

東北大学経営学グループ著『ケースに学ぶ経営学』有斐閣 2008 年 

8 . テ ー マ 事例研究：営利企業の競争戦略を説明できる（城田） 

【学習の目標】 事例研究企業の競争戦略について討議できる。 

【学習の内容】 事例研究の競争戦略をグループでまとめ発表する。 

【キーワード】 経営戦略、コスト・リーダーシップ、差別化戦略、集中戦略 

【学習の課題】 環境変化による企業の競争対応の課題 

【参考文献】  授業において指示する。 

【学習する上での留意点】グループでの討議、プレゼンテーションの方法 

9 . テ ー マ 非営利企業のマネジメントの課題（城田） 

【学習の目標】 非営利企業の地域住民への認知状況について討議する。 

【学習の内容】 広報活動と市場調査の方法 

【キーワード】 地域住民、地域社会、広報、地域住民の認知状況 

【学習の課題】 事例研究から非営利企業の組織構造や目的について整理する。 

【参考文献】  馬場園『介護福祉マーケティングと経営戦略』日本医療企画 2012 年 

【学習する上での留意点】 非営利企業のマネジメントの特異性について理解しておく。 

1 0 . テ ー マ 少子・高齢化社会を考える（田口） 

【学習の目標】 少子・高齢化社会，核家族化，低成長経済などの課題を説明できる。 

【学習の内容】 人口構造の変化，核家族化など社会環境の変化を理解し，日本社会の抱える課題を理解する。 

【キーワード】 社会環境の変化，人口構造の変化，低成長経済 

【学習の課題】 社会環境の変化を理解し，課題を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 1 . テ ー マ 少子・高齢化社会の課題（田口） 

【学習の目標】 少子・高齢化社会における課題を発見する。 

【学習の内容】 少子・高齢化社会の課題をディスカッションする。 

【キーワード】 社会保障，年金，介護 

【学習の課題】 社会保障関連資料・文献を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 2 . テ ー マ 少子・高齢化社会に関するプレゼンテーション（田口） 

【学習の目標】 少子・高齢化社会の課題に関してプレゼンテーションができる。 

【学習の内容】 少子・高齢化社会の課題についてプレゼンテーションをおこない，解決すべき課題を見つける。 

【キーワード】 福祉，社会保険，共助 

【学習の課題】 少子・高齢化社会の課題を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 3 . テ ー マ 春期のまとめ（前半総括 田中） 

【学習の目標】 春期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の全体像のまとめ方をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 4 . テ ー マ 量的調査と質的調査（平） 

【学習の目標】 社会調査における量的調査と質的調査の違いを理解し、自己の調査研究においてはいずれの方法が適しているのか
を判断できる。 



 

 

【学習の内容】 社会調査の意義・目的を理解する。社会調査における量的調査と質的調査の違いを理解し、そのメリットとデメリ
ットを理解する。調査テーマや仮説を構成する質問票を作成するための方法を理解する。 

【キーワード】 社会調査、問題意識、ラポール、倫理規定、量的調査、質的調査、世論調査、マーケティングリサーチ、 

アンケート調査、インタビュー調査、参与観察、フィールドワーク、サンプリング 

【学習の課題】 社会調査の意味を理解し、自己の調査研究のための調査票・質問票を作成する 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 5 . テ ー マ 質的研究におけるインタビュー調査（グループディスカッション・平） 

【学習の目標】 自己の調査研究において、エビデンスを得るためのインタビュー調査で何をインタビューすべきかを理解する 

【学習の内容】 前回の資料に基づき、インタビュー調査をする際に何を聞きだすべきか、グループディスカッションの上で、検討
する 

【キーワード】 質的調査、ブレーンストーミング、ＫＪ法、魚の骨型展開法、インタビュー調査、質問票 

【学習の課題】 インタビュー調査をする際に、聞きださなければならないことを発見できるようになる 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 6 . テ ー マ 量的研究におけるアンケート調査（グループディスカッション・平） 

【学習の目標】 自己の調査研究において、アンケート調査によってエビデンスを得られるようなアンケート票をどのように作成す

るのかを理解する 

【学習の内容】 前々回の資料に基づき、アンケート調査を行う場合にサンプル数をどのように集めるのか、尺度をどのようなもの
とするのか、独立変数と従属変数は何にするのか、統計学を利用するのは何故か、等を理解し、アンケートについ

てのグループディスカッションを行った上で、アンケート票をどのように作るべきかを検討する 

【キーワード】 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度、単純集計、度数分布、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフと帯グラフ、
ヒストグラム、クロス集計、相関関係、因果関係、独立変数、従属変数 

【学習の課題】 アンケート調査の際に、有効なアンケート票を作成できるようになる 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 7 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) の社会調査・演習にあたって（岡田） 

【学習の目標】 前出のケーススタディ(1)と同じ研究領域の事例について演習する。前出の 16.テーマ「量的調査と質的調査」との
関連をケーススタディ(1)を使ってディスカッションする。社会福祉施設（高齢者介護、障害者介護など）、及び福

祉産業（バリアフリー用具、介護サービスロボットなど）の事例を取り上げた資料をもとに、自己の調査研究にお
いては、いずれの方法が適しているのか判断でき、そのプロセスを構築できる。 

【学習の内容】 高齢者介護施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど）、身体障害者施設（授産施設、介護施設など）及び

福祉産業の事例を取上げ、ディスカッションを通して研究テーマに関する調査手法を理解する。 

【キーワード】 福祉施設経営、福祉産業、社会調査、量的研究、質的研究、ブレーンストーミング、カード分析法 

【学習の課題】 ・施設経営及び福祉産業の事例を通して、自己の研究課題の調査手法設定の参考にする。 

        ・事例を通して経営福祉領域に係わる調査研究の関連性を理解する。 

        ・組織経営、製品開発、経営管理などについての調査のあり方を理解する。 

【参考文献】  福祉臨床シリーズ編集委員会編『福祉サービスの組織と経営』弘文社、2017. 

        岡田広司著『商品開発とビジネス戦略』あるむ、2009. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 16.テーマ～18.テーマを復習して社会調査の考え方を理解しておく。 

1 8 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) の社会調査（個人発表とグループ編成・岡田） 

【学習の目標】 ケーススタディ(1)を通して経営福祉領域に関する研究におけるエビデンスを得るための社会調査をインタビュー調

査で何をインタビューすべきか、あるいはアンケート調査をどのように進めるかなど、研究方法を理解する。 

【学習の内容】 ケーススタディ(1)の学習を通して得られた研究課題についてインタビュー調査あるいはアンケート調査をどのよう
に進めるべきか、研究方法をグループディスカッションの上でまとめる。 

【キーワード】 インタビュー調査、アンケート調査、個人発表、グループ編成、グループディスカッション、 

【学習の課題】 ・ケーススタディ(1)を通して自己の研究調査手法と分析法を理解する。 

        ・研究方法（研究の対象、調査・研究のデザイン、データの収集方法、解決手段と根拠など）のまとめ 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

        岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011. 

【学習する上での留意点】 これまで学習したテーマ 16～19 を理解しておく。  

1 9 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(1) の研究（グループディスカッションと発表・岡田） 

【学習の目標】 別なグループの発表に対するグループディスカッションを通して、適切な社会調査方法や研究方法を選択する力を

得ると共に、研究の論理展開方法の理解を深める。 

【学習の内容】 ケーススタディ(1)を通して調査してまとめた他のグループ発表に対して、グループディスカッションすることによ
り、社会調査などの研究の方法を理解する。 

【キーワード】 口頭発表、発表資料、研究方法、プレゼンテーション 

【学習の課題】 ・調査、研究のデザイン、データ収集方法の理解 

・調査能力、データ分析方法の理解 

        ・社会福祉経営領域研究のプレゼンテーション方法の習得 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

        岡田広司著『マーケティング理論と市場戦略』あるむ、2007. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 19.テーマ～20.テーマとの関連を理解しておく。  

2 0 . テ ー マ 営利企業と非営利企業のマネジメントについて考える（城田） 

【学習の目標】営利企業と非営利企業のマネジメントの違いについて説明できる。 

【学習の内容】 営利企業と非営利企業の組織の特徴についてグループ内で討論する。 

【キーワード】消費者、利用者、企業目的、社会責任・社会貢献のマーケティング、コーズリレーテッドマーケティング 

【学習の課題】非営利企業のマーケティング活動の問題について考える。 

【参考文献】 和田・恩蔵・三浦『マーケティング戦略』有斐閣 

【学習する上での留意点】営利企業・非営利企業の目的、理念について整理する。 

2 1 . テ ー マ 企業のガバナンスについて考える（城田） 

【学習の目標】営利企業と非営利企業のガバナンスの違いについて説明できる。 

【学習の内容】営利企業と非営利企業のマネジメントの問題についてグループで討論する。 



 

 

【キーワード】非営利企業の特異性、製品・サービス、ガバナンス、アカウンタビリティ、コンプライアンス 

【学習の課題】 非営利企業のサービス、特異性、ボランティアのマネジメントについて整理する。 

【参考文献】 田尾・吉田『非営利組織論』有斐閣 

【学習する上での留意点】営利企業と非営利企業の目的と意思決定機関の相違について整理しておく。 

2 2 . テ ー マ 営利企業と非営利企業のマネジメントの課題（城田） 

【学習の目標】株式会社と社会福祉法人のマネジメントの特徴を説明できる。 

【学習の内容】 株式会社の会社機関と社会福祉法人の組織構造について、違いと問題点を討議する。 

【キーワード】 組織の目的、株主総会、社員総会、利益の配分 

【学習の課題】 どうしたら企業の不祥事をなくせるか、問題点を整理する。 

【参考文献】  授業時に指示する。 

【学習する上での留意点】株式会社の所有・経営・支配と社会福祉法人の組織構造について整理する。 

2 3 . テ ー マ 日本の社会保障制度（田口） 

【学習の目標】 日本の社会保障制度について説明できる。 

【学習の内容】 社会保険，社会福祉，生活保護，公衆衛生について理解する。 

【キーワード】 皆保険制度，拠出，社会保障費の増大 

【学習の課題】 経営福祉研究の研究課題と各自の研究課題が適合してことを確認する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 4 . テ ー マ 社会保険制度の現状（田口） 

【学習の目標】 社会保険の制度を説明できる。 

【学習の内容】 社会保険制度の現状と課題を理解する。 

【キーワード】 医療保険，年金，介護保険，地域包括ケアシステム 

【学習の課題】 日本の社会保険制度の課題をプレゼンテーションできる。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 5 . テ ー マ 社会保障制度に関するプレゼンテーション（田口） 

【学習の目標】 社会保障に関するプレゼンテーションができる。 

【学習の内容】 社会保障のプレゼンテーションをおこない，グループディスカションをおこなう。 

【キーワード】 社会保障の拡大，社会保障費の増大に対する具体的対策 

【学習の課題】 社会保障の課題を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 6 . テ ー マ 論文のまとめ方（後半総括 1 田中） 

【学習の目標】 秋期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際のテーマ設定をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 7 . テ ー マ 論文のまとめ方（後半総括 2 田中） 

【学習の目標】 秋期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の理論構築をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 8 . テ ー マ 演習のまとめ（田中） 

【学習の目標】 全体の講義の内容を基にして、論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の全体像のまとめ方をトレーニングする。 

【キーワード】 リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 修士論文に向けた基本形の完成 

【参考文献】  授業において指示する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：専門演習ＩＣをもとにして論文のテーマを 3 つ作成しまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12 回の授業前に提出する。 

      提出後、添削指導や意見交換を行なう。 

事後学習：レポートを作成し、添削指導を受けて自分が学んだことをまとめる。。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：論文のテーマを作成するにあたり、既住研究の分類を作成しなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 13 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 14 回の授業前に提出する。 

      提出後、添削指導や意見交換を行なう。 

事後学習：レポートを作成し、添削指導を受けて自分が学んだことをまとめる。。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅡA（社会福祉制度・政策理論研究）（2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP6201 

 ２．授業担当教員 金 貞任、尹 文九、藤田 伍一、喜多村 悦史、佐々木 貴雄 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

専門演習ⅠAに引き続く演習科目である。論文の指導教員が担当す

る専門演習を履修すること。 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

専門演習は、各研究分野ごとに、教員がチームティーチングで担当する科目である。専門演習Ⅱでは、研

究の進捗状況について、学生間で報告をし合う場所を提供して互いの研究能力を高めていくとともに、各

分野の教員の指摘を受けることによって、よりよい修士論文の作成へとつなげていくことを目的とする。

受講者には、自らの研究について積極的に取り組むとともに、その成果をまとめ、発表する力を高めてい

くことが求められる。 

８．学習目標 
・自らの研究の進捗状況について報告するなかで、その成果と今後の課題について把握することができる。 

・修士論文をもとに、その意義や成果についてプレゼンテーションを行うことができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業の中で、自らの修士論文の進捗状況を報告すること。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

特に定めない。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８．学習目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

自らの研究についての授業での発表 100％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目開講中の 8月には中間発表、11月には草稿提出、1月には修士論文提出、2月には口頭試問が予定さ

れている。本科目を十分に活用し、よりよい修士論文の完成を目指してほしい。 

13．オフィスアワー 授業において各担当教員に確認されたい。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1-－4 テーマ 研究課題と先行研究レビュー（金） 

【学習の目標】 ・課題研究の背景を学ぶ。 

・先行研究のレビューについて学習する。 

・先行研究のまとめについて学習する。 

・修士論文の構想発表について学習する。 

【学習の内容】 ・課題研究の背景とは何かについて理解する。 

・高齢者などに関する先行研究レビューの目的、オリジナリティを発見する。 

・高齢者などに関する先行研究のまとめの手法を学習する。 

・修士論文の書き方のプロセスを身につける。 

【キーワード】 課題研究、先行研究レビュー、先行研究のまとめ、構想発表 

【学習の課題】 ・上記の内容を探索的に探る。 

        ・研究課題の背景と目的、先行研究のレビューが必要な理由を探る。 

【参考文献】  岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマ、2006 

老年社会学会科学雑誌を中心に購読 

5 − 6 . テ ー マ 課題研究と先行研究の発表（金） 

【学習の目標】 ・課題研究の背景と目的の記述を学ぶ。 

        ・課題研究の先行研究レビューの理由とまとめを学習する。 

【学習の内容】 ・課題研究の背景と目的の長所と短所を発見する。 

        ・課題研究の先行研究レビューの長所と短所を発見する。 

【キーワード】 課題研究、先行研究レビュー、長所と短所 

【学習の課題】 ・課題研究の発表のレジュメの作成を徹底的にする。 

【参考文献】  授業中に提示 

【学習する上での留意点】 課題研究のレジュメの作成の時に、引用文献の記述は忘れずにすること。 

7－10 テーマ 先行研究と論文の構成（尹） 

【学習の目標】 ・先行研究と論文の関連性を学習する。 

【学習の内容】 ・政策的なアプローチと研究法について学習する。 

・アカデミッククエスチョンと論文のテーマについて理解を深める。 

・先行研究から論文の関連性について理解を深める。 

・論文の目的から目標などの構成について学習する。 

・論文提出のための進捗状況について確認する。 

【キーワード】 先行研究、政策的なアプローチと研究法、章立て 

【学習の課題】 ・上記の内容を探索的に探る。 

        ・授業の際、出されたキーワードや課題について調べて授業に参加する。 

【参考文献】  尹文九『高齢社会の政治経済学―日本の高齢者福祉政策を中心にー』ミネルヴァ書房、2017など 

【学習する上での留意点】院生としての心構えで授業に臨むこと。 

11－13.テーマ 章立ての内容と論文の全体のまとめ（尹） 



 

 

【学習の目標】 ・各章立ての内容の確認と論文作成の際、全体のまとめと注意点について理解を深める  

【学習の内容】 ・章立ての内容と章ごとの関連性について理解を深める。  

 ・引用、参考文献，注、図,表などの表記について学習する。 

 ・論文と結論の関連性について学習する 

 ・今まで取り組んだ論文の内容を発表して進捗状況を確認する 

【キーワード】 事例研究、比較研究、政策形成や決定プロセスなど 

【学習課題】  ・授業の際、出されたキーワードや課題について調べて授業に参加する 

【参考文献】  尹文九『高齢社会の政治経済学―日本の高齢者福祉政策を中心にー』ミネルヴァ書房、2017など    

【学習する上での留意点】 院生としての心構えで授業に臨むこと 

1 4 . テ ー マ 修士論文の構想と準備（藤田） 

【学習の目標】 ・受講者各自が自分の研究課題の進捗状況について発表する。（各自 10分程度） 

【学習の内容】 ・中間発表の内容と反省点について。 

        ・修士論文の方向付けについて。 

【キーワード】 研究課題と研究方法が整合化しているか。 

【学習の課題】 ・特に重要なのは問題意識である。 

【参考文献】  ・各自で先行論文をリストアップして提示すること。 

【学習する上での留意点】 研究課題に対して方法論は適正か、を絶えず考えること。 

15－18.テーマ データ・資料の分析方法の検討（喜多村） 

【学習の目標】  テーマに関連するデータ・資料がとりあえず収集・整理されていることを前提に、それを論文作成に活用する流れ

 をマスターする。 

【学習の内容】 ・自身の論文テーマで批判あるいは論考を付加しようとするベースとなる基本文献を選定し、徹底的に読み込む。 

        ・テーマに即して収集資料の活用法を選択し、分類区分けする。使用の便宜上の付箋等でメモを付すほか、出典を

確認明記しておく。参考文献ではカードによる整理を主張している。 

        ・資料の一覧を作成し、必要を感じたら速やかに追加資料の収集を行う。 

        ・論文の大まかな構成を考え、執筆に十分なデータ・資料が集まっているか確認する。 

        ・社会事象の記述で間違いを起こさないよう論文テーマに関連する事項を年表メモで整理しておく。 

        ・上記作業を繰り返し、おおむね大丈夫と判断できれば、次の段階に進むことになる。 

【キーワード】 基本文献、カード式整理、出典明記、年表メモ 

【学習の課題】 ・具体実践的な授業とするため、学生から進捗状況を提示してもらい、それを素材に全員で意見を出し合う。 

【参考文献】  花井等・若松篤『新版 論文の書き方マニュアル』有斐閣アルマ、2014 

【学習する上での留意点】 指導教員と密接に接し、適切な面談アドバイスを受けること。 

19－21.テーマ 考察部分の検討（喜多村） 

【学習の目標】 論文の方向と概要を定め、アウトラインと筋立てを整理し、執筆にとりかかる前段階のプロセスを会得する。 

【学習の内容】 ・論文の主題の設定について。主張したいこととそのオリジナリティの評価。 

・主題をどのように論証するか。文献、社会調査、既存統計の活用など。不足する場合は追加が必要。場合によっ

てはテーマ変更の可能性を探る場合もありうる。 

・論文のタイプを決める。論証型、描写型、比較型、解説型、発掘型などがある。 

・章立ての作成と推敲。論文の流れに無理がないかと確認。 

・章や節の構成の設定。それぞれに見出しと盛り込む事項を簡潔にまとめる。 

・論文の題名の確認。当初に立てた題名にふさわしい内容になっているかを点検する。 

・上記作業を繰り返し、納得できる段階になれば執筆に入ることになる。 

【キーワード】 主題・テーマ、独創性、アウトライン、章立て（目次） 

【学習の課題】 ・具体実践的な授業とするため、学生から進捗状況を提示してもらい、それを素材に全員で意見を出し合う。 

【参考文献】  花井等・若松篤『新版 論文の書き方マニュアル』有斐閣アルマ、2014 

【学習する上での留意点】 指導教員と密接に接し、適切な面談アドバイスを受けること。 

22－25.テーマ データ・資料の分析方法の検討（佐々木） 

【学習の目標】 データや資料の分析方法について、説明できるようにする。 

【学習の内容】 ・データや資料の分析方法を中心に、自分の論文の進捗状況について説明し、改善点を得る。 

【キーワード】 質的 量的 仮説と検証  

【学習の課題】 ・データや資料の分析方法を中心に、自分の論文の進捗状況について説明できるようにすること。 

【参考文献】  岩田正美他『社会福祉研究法 現実世界に迫る 14 レッスン』有斐閣アルマ、2006 

        伊丹敬之『創造的論文の書き方』有斐閣、2001 

        伊藤修一郎『政策リサーチ入門 ―仮説検証による問題解決の技法』東京大学出版会、2011 

        佐藤郁哉『社会調査の考え方 上・下』東京大学出版会、2015 

【学習する上での留意点】分析方法についてしっかりと理解し、説明できるようにすること。  

26－28.テーマ 口頭試問での発表準備（佐々木） 

【学習の目標】 口頭試問の発表の準備をする。 

【学習の内容】 ・口頭試問の発表準備とリハーサルを行い、想定される質問に対する答えを検討する。 

【キーワード】 プレゼンテーション 質問 

【学習の課題】 ・口頭発表の準備をしておくこと。 

【参考文献】  佐藤雅昭『なぜあなたの発表は伝わらないのか? できてるつもり! ? そこが危ないプレゼンテーション』メディカ
ルレビュー社、2017 

渡部欣忍『あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! ―シンプルに伝える魔法のテクニック』南江堂、2014 

【学習する上での留意点】 時間内でコンパクトに分かりやすく説明することができるよう、準備には時間をかけること。 



 

 

課題研究１ 
（金） 

課題研究テーマ：岩田正美ほか『社会福祉研究法』有斐閣アルマと、先行研究を読み、自分の研究テーマ

について、研究テーマがない者は、本人が関心のある領域の先行研究をまとめなさい。

引用先行文献４本以上 

レポート形式・提出期限：2,000 字程度。５回目の講義時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意

見交換を行う。 

提出したレポートについて質問がある場合は、担当教員の授業内で受けつける。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

課題研究２ 
（尹） 

課題研究テーマ：修士論文に対する総括について 

目的：より良い修士論文を作成するため、修士論文の書き方について理解を深める。 

レポート形式・提出期限：７回目から１３回目までの講義の内容を踏まえながら、自分が理解したことに

ついて２０００字以内にまとめ、１３回目の講義後提出する。提出後、添削指

導・質疑応答・意見交換を行う。 

提出したレポートについて質問がある場合は、担当教員の授業内で受けつける。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅡB（援助技術・実践研究） （2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP6202 

 ２．授業担当教員 

【池袋】大山 勉、先崎 章、田代 幹康、立松 英子、田中 喜

美子 【名古屋】伊東 眞理子、大山 勉、先崎 章、田代 幹康、

立松 英子 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
専門演習ⅠＢ（援助技術・実践研究）を履修済であること 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

専門演習は、各研究分野ごとに、教員がチームティーチングで担当する科目である。専門演習Ⅱでは、

専門演習Ⅰでの学びを基に、さらに受講者が各研究分野についての幅広い理解とともに、研究の方法論につ

いても、実践的に理解することを目的とする。受講者には、授業内で提示される課題に積極的に取り組み、

自らの研究能力を高めていくことが求められる。 

８．学習目標 
・これまでの研究の蓄積から学んだことを基にして、自らの研究計画を立てることができる。 

・論文作成における課題の設定や先行研究レビューなどの方法について理解し、作成できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業内で指示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】授業内で指示、または各回に示されている 

 

【参考書】授業内で配布、または各回に示されている 

 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

 「８．学習目標」を達成することができたかどうかを基準に判断する 

○評定の方法 

 授業内での課題への取り組み 50％ 

自らの研究についての授業での発表 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

児童、障害者、高齢者などの領域の研究論文を作成する予定の人に受講をしてほしい。 

５人の教員が６回ずつ担当して行う。 

13．オフィスアワー 各教員が授業内で知らせる 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 
オリエンテーション、Evidence-Based Practice (EBP) Process、ソーシャルワーク援助過程における援助関係の形

成の意義と技術（田中、伊東） 

【学習の目標】 ソーシャルワーク援助過程における援助関係の形成の意義・重要性とその基本的スキル（傾聴・共感・受容・非審

 判的態度等）を理解する。 

【学習の内容】 ソーシャルワーク援助過程における援助関係の形成の意義・重要性とその基本的スキル（傾聴・共感・受容・非審

 判的態度等）について考察する。 

【キーワード】 ソーシャルワーク援助過程における援助関係の形成、傾聴、共感、受容、非審判的態度 

【学習の課題】 ソーシャルワーク援助過程における援助関係の形成の意義・重要性とその基本的スキル（傾聴・共感・受容・非審

判的態度等）を、自己の経験（ソーシャルワーク実践を含む）の自己開示に基づくディスカッションを通して批判

的に考察する。 

【参考文献】  授業内で知らせる。（文献検索課題） 

【学習する上での留意点】ディスカッションへの積極的参加が重要。 

2 . テ ー マ 援助関係形成のスキル（共感）に関する文献研究（田中、伊東） 

【学習の目標】 「共感」の定義と「共感」を高める（低める）要因、「共感」の結果に関する文献を批判的に理解する。 

【学習の内容】 「共感」の定義と「共感」を高める（低める）要因、「共感」の結果について、文献を通して批判的に考察する。 

【キーワード】 共感、共感の要因、共感のアウトカム 

【学習の課題】 「共感」の定義と「共感」を高める（低める）要因、「共感」の結果についての文献を発表・批判的にディスカッ

ションする。 

【参考文献】  授業内で知らせる。（文献検索課題）  

【学習する上での留意点】 プロフェッショナルな口頭発表とディスカッションへの積極的参加が重要。  

3 . テ ー マ 共感のスキルを高めるためのプログラムの開発（計画）（田中、伊東） 

【学習の目標】 共感のスキルを高めるためのプログラムを開発する。 

【学習の内容】 共感のスキルを高めるためのプログラムをブレーンストーミング・考案する。 

【キーワード】 共感、プログラム開発、ブレーンストーミング 

【学習の課題】 共感のスキルを高めるためのプログラムをグループでブレーンストーミング・考案する。 

【参考文献】  授業内で知らせる。 

【学習する上での留意点】 グループプロジェクトへの積極的参加が重要。 

4 . テ ー マ 共感のスキルを高めるためのプログラムの開発（報告）（田中、伊東） 

【学習の目標】 開発した共感のスキルを高めるためのプログラムを発表し、修正する。 

【学習の内容】 開発した共感のスキルを高めるためのプログラムをグループで発表し、フィードバックを与える。 

【キーワード】 共感、プログラム開発 

【学習の課題】 共感のスキルを高めるためのプログラムをグループで発表し、他のグループからのフィードバックを基に修正する。 



 

 

【参考文献】 授業内で知らせる。 

【学習する上での留意点】 グループディスカッションへの積極的参加が重要。 

5 . テ ー マ 共感のスキルを高めるためのプログラムの開発（実行・実験）（田中、伊東） 

【学習の目標】 開発した共感のスキルを高めるためのプログラムを実行（実験）し、評価（測定）する。 

【学習の内容】 開発した共感のスキルを高めるためのプログラムを実行（実験）し、評価（測定）する。 

【キーワード】 共感、プログラム開発（評価） 

【学習の課題】 共感のスキルを高めるためのプログラムをグループで発表し、評価を基に修正する。 

【参考文献】  授業内で知らせる。 

【学習する上での留意点】 実験・グループディスカッションへの積極的参加が重要。 

6 . テ ー マ 課題 (「共感」を高めるプログラム開発)のパワーポイントプレゼンテーション（田中、伊東） 

【学習の目標】 課題 (「共感」を高めるプログラム開発) をパワーポイントでプレゼンテーションする。 

【学習の内容】 「共感」を高めるプログラム開発 をパワーポイントでプレゼンテーションする。 

【キーワード】 共感、プログラム開発、パワーポイントプレゼンテーション 

【学習の課題】 「共感」を高めるプログラム開発 をパワーポイントでプレゼンテーションし、発表の内容（プログラム）と発表

の仕方についてのフィードバックを共有する。 

【学習する上での留意点】 パワーポイントプレゼンテーションの技術を習得する。プレゼンテーションへの積極的参加（視聴者と

しても）が重要。 

7 . テ ー マ ノーマライゼーションの理念・実践に関する文献の要約・先行研究等としての小論文の作成①（田代） 

【学習の目標】 ⅠB では、ノーマラィゼーションの理念の歴史的変遷と理念のいくつかの視点について学んだが、ⅡB では、それ

らを理解したことを踏まえ、論文作成に向けての要約や先行研究等としての小論文の作成を行う。 

【学習の内容】 教員より提供されたり各自が収集した各文献・資料を論文の執筆方法にもとづいて要約・先行研究として作成する。 

【キーワード】 ノーマラィゼーション、ノーマラィゼーションの 8つの要因、脱施設化 

【学習の課題】 ノーマラィゼーションの歴史的展開の概要について論文の執筆方法にもとづいて小論文を作成する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011年 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。 

8 . テ ー マ ノーマライゼーションの理念・実践に関する文献の要約・先行研究等としての小論文の作成②（田代） 

【学習の目標】 ⅠB では、ノーマラィゼーションの理念の歴史的変遷と理念のいくつかの視点について学んだが、ⅡB では、それ

らを理解したことを踏まえ、論文作成に向けての要約や先行研究等としての小論文の作成を行う。 

【学習の内容】 教員より提供されたり各自が収集した各文献・資料を論文の執筆方法にもとづいて要約・先行研究として作成する。 

【キーワード】 Social Role Valorization、北欧型、北アメリカ型 

【学習の課題】 北欧型・北アメリカ型のノーマラィゼーションの相違点について、論文の執筆方法にもとづいて小論文を作成する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011年 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。 

9 . テ ー マ コミュニティワークの歴史的変遷に関する文献の要約・先行研究等としての小論文の作成（田代） 

【学習の目標】 ⅠBでは、コミュニティワークの歴史・理論・実践について学んだが、ⅡBでは、それらを理解したことを踏まえ、

論文作成に向けての要約や先行研究等としての小論文の作成を行う。 

【学習の内容】 教員より提供されたり各自が収集した各文献・資料を論文の執筆方法にもとづいて要約・先行研究として作成する。 

【キーワード】 コミュニティワーク、COS、セツルメント 

【学習の課題】 コミュニティワークの歴史的変遷について、正しく引用し、論文の執筆方法にもとづいて小論文を作成する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011年 

⑤松永俊文・野上文雄編著 『現代コミュニティワーク論』 新版 中央法規 2004 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。  

1 0 . テ ー マ コミュニティワークの理論に関する文献の要約・先行研究等としての小論文の作成（田代） 

【学習の目標】 ⅠBでは、コミュニティワークの歴史・理論・実践について学んだが、ⅡBでは、それらを理解したことを踏まえ、

論文作成に向けての要約や先行研究等としての小論文の作成を行う。 

【学習の内容】 教員より提供されたり各自が収集した各文献・資料を論文の執筆方法にもとづいて要約・先行研究として作成する。 

【キーワード】 ニーズ・資源調整説、インターグループワーク説、地域組織化説 

【学習の課題】 コミュニティワークの理論について、正しく引用し、論文の執筆方法にもとづいて小論文を作成する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  



 

 

2011年 

⑤松永俊文・野上文雄編著 『現代コミュニティワーク論』 新版 中央法規 2004 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。 

1 1 . テ ー マ エコロジアルアプローチの理論に関する文献の要約・先行研究等としての小論文の作成（田代） 

【学習の目標】 ⅠB では、エコロジカルアプローチの理論・実践について学んだが、ⅡB では、それらを理解したことを踏まえ、

論文作成に向けての要約や先行研究等としての小論文の作成を行う。 

【学習の内容】 教員より提供されたり各自が収集した各文献・資料を論文の執筆方法にもとづいて要約・先行研究として作成する。 

【キーワード】 ジャーメイン、ジェルグラム、エコマップ 

【学習の課題】 エコロジカルアプローチの理論について、正しく引用し、論文の執筆方法にもとづいて小論文を作成する。 

【参考文献】  ①小田兼三、宮川数君編 『社会福祉援助技術論』 第 2版 勁草書房 2010   

②小田兼三 杉本敏夫編 『社会福祉概論 –現代社会と福祉-』 第 4版 勁草書房 2016  

③田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007年 

④田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴァ書房  

2011年 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。 

1 2 . テ ー マ 7～11 回の総括（田代） 

【学習の目標】 田代が担当した授業、７～11回にて学び、作成した小論文に関しての総括と評価を行う。 

【学習の内容】 各自が作成した小論文に関し、正しい執筆方法にもとづいて作成されたか、また不備な点について検討する。 

【キーワード】 論文チェックリスト、注及び文献の表記、引用法等 

【学習の課題】 これまで作成した論文が正しく引用され、論文の執筆方法にもとづいて小論文が作成されたかを検証する。 

【参考文献】  日本社会福祉学会執筆要領 

【学習する上での留意点】 収集した文献を正しい形で参考・引用し論文を作成することは重要なことなので必ず身につけてほしい。 

1 3 . テ ー マ 障害者の支援と研究（身体障害者）（先崎） 

【学習の目標】 ⅠB では身体障害者（脳卒中、外傷性脳損傷）の支援、実践方法について学んだが、ⅡB では、それらを理解した

 ことを踏まえ、論文作成について学習する。 

【学習の内容】 (1) 支援方法・アプローチについて 

                (2) 実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 リハビリテーション、障害の受容、障害への適応 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  先崎章『精神医学・神経心理学的対応 リハビリテーション』医歯薬出版 2011年 

【学習する上での留意点】 適宜プリントを配布する。学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 4 . テ ー マ 障害者の支援と研究（精神障害者）（先崎） 

【学習の目標】 ⅠBでは身体障害者と精神障害の合併事例を通してその支援、実践方法について学んだが、ⅡBでは、それらを 理

 解したことを踏まえ、論文作成について学習する。 

【学習の内容】 (1) 支援方法・アプローチについて 

                (2) 実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 自殺未遂、偏見、地域での生活 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  先崎章『精神医学・神経心理学的対応 リハビリテーション』医歯薬出版 2011年 

【学習する上での留意点】 適宜プリントを配布する。学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 5 . テ ー マ 高齢者（含む認知症者）や脳損傷者とその家族支援（先崎） 

【学習の目標】 ⅠB では高齢者、認知症者、脳損傷者（高次脳機能障害）の事例を通してその支援、実践方法について学んだが、

 ⅡBでは、それらを理解したことを踏まえ、論文作成について学習する。 

【学習の内容】 (1)医療的アプローチ、社会福祉的アプローチの違いについて 

         (2)実践を症例研究とするためにどういう視点をもつべきか 

【キーワード】 アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、外傷性脳損傷、脳卒中、地域包括ケアシステム 

【学習の課題】 事例を通じて実践方法について検討する。 

【参考文献】  森本榮 編『高齢者の理学療法 第２版』三輪書店 2011年 

        日本認知症ケア学会編『改訂５版 認知症ケアの実際Ⅱ各論』ワールドプランニング 2016年 

        先崎章『高次脳機能障害 精神医学・心理学的対応ポケットマニュアル』医歯薬出版 2009年 

【学習する上での留意点】 適宜プリントを配布する。学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 6 . テ ー マ 精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究（先崎） 

【学習の目標】 ⅠBでは精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究から、支援・援助の実践をどう行うべきなのか学んだが、

 ⅡBでは、それらを理解したことを踏まえ、同テーマについての論文化を学習する。 

【学習の内容】 精神障害者へのスティグマ、偏見の本質はなにか、これまで各国でどのような研究がなされてきたか。 

【キーワード】 エビデンス、スティグマ、機会主義、社会統制 

【学習の課題】 過去の精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究を前提に、どのような研究が行いうるかを把握する。 

【参考文献】  ノーマン・サルトリウスら著『パラダイム・ロスト』中央法規 2015年 

       （先崎章訳 第 6章 7章、スティグマ経験についての質問票） 

【学習する上での留意点】 適宜プリントを配布する。学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 7 . テ ー マ 医療・保健分野の支援・研究手法を社会福祉分野の支援・研究に生かす（先崎） 

【学習の目標】 ⅠB では、社会福祉分野の研究手法と医療・保健分野の研究手法との共通点、異なる点とを学んだ。ⅡB では、そ

れらを理解したことを踏まえ、各自の研究内容を論文化してみる。 



 

 

【学習の内容】 「研究入門」「論文に多用される多変量解析法」「健康関連 QOL評価法」等  

【キーワード】 「研究入門」先行研究、研究の質、選択バイアス、測定バイアス、新規性（オリジナリティ）、実現可能性、研究

構想、研究課題と仮説、対象と方法、横断研究、縦断研究、観察研究、介入研究、質的研究、量的研究、信頼性と

妥当性、標準化尺度、多変量解析、因果関係、プログラム評価。 「統計解析」各種解析方法。「健康関連 QOL 評

価法」SF-36、SF-12、CIQ等 

【学習の課題】 各自の研究内容をどう客観的、論理的に表現するか。 

【参考文献】  雑誌「総合リハビリテーション」（医学書院）2016年号 1月号～12月号に連載された「研究入門」近藤克則氏執筆。

等  

【学習する上での留意点】 適宜プリントを配布する。学生による発表と討論も交えて学習を進める予定である。 

1 8 . テ ー マ 障害者研究における心理学的視点（立松） 

【学習の目標】 支援を必要とする事例への対応や研究における心理学的視点を身に付ける。 

【学習の内容】 行動の評価や記述の仕方を演習を通して学ぶ。 

【キーワード】 診断、評価、実態把握、質的研究、行動評価尺度（VinelandⅡ適応行動尺度等） 

【学習の課題】 質問紙法による行動評価の集計やその解釈について演習する。 

【参考文献】  VinelandⅡ適応行動尺度面接フォーム、マニュアル 

【学習する上での留意点】 対象の行動を尺度化するときのルールやマナーがあることに留意する。 

１ 9 . テ ー マ 障害者研究における倫理的配慮（立松） 

【学習の目標】 支援を必要とする人々を対象とした調査研究における研究倫理を身に付ける。 

【学習の内容】 社会福祉士や臨床心理士が求められる研究倫理を各種倫理綱領から学ぶ。 

【キーワード】 倫理綱領、倫理的配慮、個人情報の保護、心理学的アプローチ 

【学習の課題】 社会福祉士や臨床心理士などの倫理綱領を読み、共通して求められる研究姿勢について各自の考えをまとめる。 

【参考文献】  社会福祉士倫理綱領、臨床心理士倫理綱領、臨床発達心理師倫理綱領、東京福祉大学科学研究における行動規範他 

【学習する上での留意点】 各自の研究デザインに照らして必要事項を取り入れる。 

2 0 . テ ー マ 行動障害に関する研究の今日的動向（立松） 

【学習の目標】 知的障害や自閉スペクトラム症の行動障害についての研究の歴史や今日的動向を知る。 

【学習の内容】 睡眠障害や自傷、他害、かんしゃく、鬱など、知的障害や自閉スペクトラム症に起こりやすい状況と精神医学・心

 理学的アプローチについて、先行研究を通して学ぶ。 

【キーワード】 知的障害、自閉スペクトラム症、行動障害、challenging behavior,DSM-5,icd-10 

【学習の課題】 キーワードについて予め調べておき、授業で発表する。 

【参考文献】  児童青年精神医学と近接領域、発達障害研究、Journal of Autism and Developmental Disorders ほか 

【学習する上での留意点】 文献の内容理解とともに、論文の書き方について学ぶ。 

2 1 . テ ー マ 障害者を支える福祉や教育の今日的動向（立松） 

【学習の目標】 専門演習ⅠBで学んだ内容を深める。子どもや家庭支援、教育における政策の現状と課題を知る。 

【学習の内容】 病気や障害のある子どもの誕生から就学、就労までを見通して、日本の政策の現状と課題を探る。 

【キーワード】 インクルーシブ教育、学校制度、児童精神医学、就労支援事業、障害者雇用促進法、手帳制度 

【学習の課題】 以下の文献から抜粋して予め配布された文献について調べておき、授業で発表する。 

【参考文献】  発達障害白書 2016年版ｰ 2020年版、児童青年精神医学と近接領域、発達障害研究ほか 

【学習する上での留意点】 文献の内容理解とともに、論文の書き方について学ぶ。 

2 2 . テ ー マ 障害者の QOL 向上に対する福祉分野の取組み（立松） 

【学習の目標】 専門演習ⅠBで学んだ内容を深める。障害児者の日中活動や住まい、地域生活における現場の取組みを知る。 

【学習の内容】 用語の定義や対象者の記述のしかた、トータルな支援に必要な視点、個別の支援計画作成のポイント 

【キーワード】 個別の支援計画、放課後等デイサービス、サービス管理者 

【学習の課題】 参考文献の関係分野（医療、地域生活支援、権利擁護／本人活動、文化、社会活動、国際動向）から、興味のある

話題や論文を選んでレポートし、ディスカッションする。 

【参考文献】  発達障害白書 2016年版ｰ 2020年版、児童青年精神医学と近接領域、発達障害研究ほか 

【学習する上での留意点】 文献の内容理解とともに、論文の書き方について学ぶ。 

2 3 . テ ー マ 論文作成における研究上の問い（Research Question）と課題・仮説の設定①（大山） 

【学習の目標】論文作成に必要な研究の背景（Research Question を含む）と研究仮説の設定について理解する。 

【学習の内容】上記について、実際に文章を作成した上で、ディスカッションを行う。 

【キーワード】研究上の問い（Research Question）、仮説  

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【学習する上での留意点】専門演習ⅠB での学習をさらに進化させ、よりよい修士論文作成の力を身につけてほしい。 

2 4 . テ ー マ 論文作成における研究上の問い（Research Question）と課題・仮説の設定②（大山） 

【学習の目標】論文作成に必要な研究の背景（Research Question を含む）と研究仮説の設定について理解する。 

【学習の内容】障害者支援における実際の論文の例を検討する。 

【キーワード】研究上の問い（Research Question）、仮説  

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【参考文献】授業内で配布   

【学習する上での留意点】専門演習ⅠB での学習をさらに進化させ、よりよい修士論文作成の力を身につけてほしい。 

2 5 . テ ー マ 障害者支援に関連先行研究レビューの作成①（大山） 

【学習の目標】先行研究レビューの書き方を理解する。 



 

 

【学習の内容】障害者支援に関連した論文を例に、論文作成における先行研究レビューの方法を検討する。 

【キーワード】先行研究レビュー  

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【参考文献】授業内で配布、谷中輝雄『生活支援の理念と方法 精神障害者生活支援の理念と方法』やどかり出版   

【学習する上での留意点】実際の論文を参考にすることにより、各自の論文をさらに良いものにする。 

2 6 . テ ー マ 障害者支援に関連した先行研究レビューの作成②（大山） 

【学習の目標】先行研究レビューの書き方を理解する。 

【学習の内容】学会誌に掲載された論文もしくは受講者が執筆中のものなど、先行研究レビューの具体例を検討する。 

【キーワード】先行研究  

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【参考文献】授業内で配布   

【学習する上での留意点】実際の論文を参考にすることにより、各自の論文をさらに良いものにする。 

2 7 . テ ー マ 受講者の修士論文概要をプレゼンテーション①（大山） 

【学習の目標】プレゼンテーション技術の向上、他の人の発表へのコメント力を身につける。 

【学習の内容】担当者は事前にプレゼンテーション準備をし、他の受講者は発表へのコメントやディスカッションを行う。 

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【参考文献】発表者のプレゼンテーション資料   

【学習する上での留意点】発表担当者はレジュメを準備しプレゼンテーションを行う。  

2 8 . テ ー マ 受講者の修士論文概要をプレゼンテーション②（大山） 

【学習の目標】プレゼンテーション技術の向上、他の人の発表へのコメント力を身につける。 

【学習の内容】担当者は事前にプレゼンテーション準備をし、他の受講者は発表へのコメントやディスカッションを行う。 

【学習の課題】専門演習ⅠBで学んだことの復習と各自の修士論文の質の向上を意識して臨むこと。 

【参考文献】発表者のプレゼンテーション資料   

【学習する上での留意点】発表担当者はレジュメを準備しプレゼンテーションを行う。  

課題研究１ 

研究課題：16 回目の講義「精神障害者へのスティグマ、偏見についての研究」や当日配布する資料をもとに、障
害者当事者や家族の支援につながる研究をどのように展開すべきか A４一枚（1200 字程度）にまとめ提出。 

提出期限：先崎の 16 回目の次の講義の時に回収する。 

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 

研究課題：障害者を支える情報通信技術（ICT）や支援機器の種類や具体例を知る。 
近年、福祉の現場では人手不足を補うだけでなく、体調管理や災害時の被害を最小限にするテクノロジーの研究開
発が進んでいる。一方で、情報弱者と活用者との格差が指摘され、また、個人情報の保護に関する課題も存在する。
テクノロジーには、介護者の負担を減らすためのものや、位置情報を確認するサービス、在宅医療を可能にするし
くみ、災害時にいち早く必要な支援物資を届けるためのネットワークなど様々だが、各自の興味関心に従ってその
種類を選び、文献や WEB に掲載されている具体例などを検索して 1200 字程度でレポートしてください。 

実施時期：第 21 回「障害者を支える福祉や教育の今日的動向」までに作成してください。 

提出期限：第 21 回で各自発表し、提出していただきます。 

事後学習： レポート作成や意見交換を通し、学んだことをまとめてください。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 専門演習ⅡC（経営福祉関連研究） （2 単位） 

３．科目番号 

 

SSMP6203 

 ２．授業担当教員 岡田 広司、城田 吉孝、平 仁、田口 典男、田中 正秀 

４．授業形態 資料の輪読、学生の発表に基づくディスカッション ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

各教員がテーマを持ちより、1 回目に資料を輪読させ、教員より当該テーマの概要を解説する。2 回目ま

でにグループごとに、当該テーマの解決すべき課題、先行研究が検討してきた内容を明らかにした上で、
何をすべきかを発表する。3 回目は 2 回目の発表を受けてグループディスカッションを行い、修士論文作成
に向けての実践的トレーニングを行う。 

８．学習目標 
指導教授が決定した後の課題研究において、自己の調査研究のテーマを自発的に発見し、解決すべき課

題を発見できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

随時講義中に行う。 

  

10．教科書・参考書 

・教材 

教科書】 

共通のテキストはないので、各教員からの指示に従うこと 

【参考書】 

各テーマに記載された参考文献を参考書として用いるので、各教員からの指示に従うこと 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．修士論文に向けたリサーチクエスチョンに関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．リサーチクエスチョンを解決する思考が身についたか。 

３．出席しているだけでなく発言等参加をしているか。 

○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７０％ 

２ 課題レポート      総合点の２０％ 

３ 出席          総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

講義は「参加」することが大事である。特に修士論文完成に向けた基礎となるので、積極的に発言を求め

る。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ ガイダンス、調査・研究を行うということ（平） 

【学習の目標】 修士論文を書くためにやらなければならないことを確認する 

【学習の内容】 大学院要覧記載の修士論文の手引き（社会福祉学専攻）に書いてある内容を確認し、本学において何を研究するの

か、自己の研究テーマについて、何を明らかにしたいのか、どのような先行研究がなされているのかを自発的に学
習する意識を持たせる。 

【キーワード】 エビデンス、先行研究、文献調査、実証研究、研究課題 

【学習の課題】 自己の研究課題を見つけ、文献調査を始めることができる 

【参考文献】  大学院要覧（2019 年度版では p116～p123） 

【学習する上での留意点】 大学院要覧を事前に読んでくること 

2 . テ ー マ 論文を書くということ、論文の作法（平） 

【学習の目標】 論文を書くための前提となるルールを確認する 

【学習の内容】 論文を書くための形式、引用・注・参考文献等のルールを確認する 

【キーワード】 問題設定、調査・資料収集、議論・検討、合理的な根拠づけ、引用、注、参考文献 

【学習の課題】 ・自己の研究課題における問題設定を確認する。 

        ・引用、注、参考文献の使い方を確認する 

【参考文献】  小林康夫・船曳建夫編『知の技法』東京大学出版会 1994、p211～p233 

3 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) 演習を始めるにあたって（岡田） 

【学習の目標】 社会福祉施設（高齢者介護、障害者介護など）、及び福祉産業（バリアフリー用具、介護サービスロボットなど） 

の事例を取り上げた資料を輪読し、研究テーマ選択のための知識を深める。専門演習ⅠC の学習内容を更に深める。 

【学習の内容】 高齢者介護施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど）、身体障害者施設（授産施設、介護施設など）及び 

福祉産業の事例を取上げ、ディスカッションを通して研究テーマの方向性を明確にする。 

【キーワード】 研究テーマの探究、福祉施設経営、バリアフリー、福祉機器 

【学習の課題】 ・施設経営及び福祉産業の事例を通して、自己の研究課題の設定を参考にする。 

        ・事例を通して経営福祉領域に係わる研究の関連性を理解する。 

        ・組織経営、新事業創造についての研究のあり方を理解する。 

【参考文献】  福祉臨床シリーズ編集委員会編『福祉サービスの組織と経営』弘文社、2017. 

        岡田広司著『商品開発とビジネス戦略』あるむ、2009. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 1.テーマ～3.テーマを復習して修士論文の考え方を理解しておく。 

4 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) の演習（個人発表とグループ編成・岡田） 

【学習の目標】 ケーススタディ(2)を通して経営福祉領域に関する研究を理解する。 

【学習の内容】 ケーススタディ(2)の学習を通して得られた関心のある研究課題の提起とグループ編成とグループ内での討論 

【キーワード】 研究課題の提起、福祉施設経営と企業経営、グループ編成 

【学習の課題】 ・ケーススタディ(2)を通して自己の研究課題の提起と発表手法 

        ・発表内容（テーマを選んだ事由、解決する課題、先行研究の検討、解決手段と根拠など）のまとめ 

        ・社会福祉経営と企業経営論との関連 



 

 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

        岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 1.テーマ～4.テーマを理解しておく。 

5 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) の演習（グループディスカッションと発表・岡田） 

【学習の目標】 経営福祉領域に関する研究の発表資料のまとめ方と発表手法を習得する。 

【学習の内容】 グループ内ディスカッションと別のグループの発表に対するディスカッション 

【キーワード】 口頭発表、グループディスカッション、発表資料 

【学習の課題】 ・グループディスカッションの展開能力の習得 

        ・社会福祉経営領域研究のプレゼンテーション能力の向上 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 4.テーマ～5.テーマとの関連を理解しておく。 

6 . テ ー マ 消費者行動について考える（城田） 

【学習の目標】 高齢者の消費者問題について課題を発見する。 

【学習の内容】 高齢者の消費者問題の課題を議論する。 

【キーワード】 消費者被害、買い物弱者 

【学習の課題】 高齢者の消費者問題の資料を検討する。 

【参考文献】  消費者白書 

【学習する上での留意点】高齢者の買い物行動の問題点を整理する。 

7 . テ ー マ 消費者行動の市場調査について討議（城田） 

【学習の目標】 買い物行動の特性について説明できる。 

【学習の内容】 買い物調査の方法と調査票の作成。 

【キーワード】 買い物行動調査、来店者調査。 

【学習の課題】 消費者買い物行動の調査項目から消費者の特性と問題を議論する。 

【参考文献】  城田吉孝『ポイントマーケティング情報論』中部日本文化会 2016 年 

【学習する上での留意点】市場調査の方法についてその特徴を整理する 

8 . テ ー マ 消費者行動の調査についてプレゼンテーション（城田） 

【学習の目標】 買い物行動調査の結果から討議する。 

【学習の内容】 調査方法、調査目的、調査結果からその特徴を説明できる。 

【キーワード】 調査票の設計、調査目的、仮説、調査結果 

【学習の課題】 調査方法と調査内容との整合性 

【参考文献】  城田吉孝『ポイントマーケティング情報論』中部日本文化会 2016 年 

【学習する上での留意点】調査目的の明確と調査項目、調査方法が適正であるかに注意する。 

9 . テ ー マ 労働時間と生活時間（田口） 

【学習の目標】 労働時間と生活時間のバランスを説明できる。 

【学習の内容】 各国の労働時間を比較し，長時間労働の課題を検討する。 

【キーワード】 労働時間，生活時間，ワーク・ライフ・バランス 

【学習の課題】 経営福祉研究の研究課題と各自の研究課題が適合してことを確認する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 0 . テ ー マ 長時間労働の課題（田口） 

【学習の目標】 長時間労働の課題を説明できる。 

【学習の内容】 長時間労働の課題について統計・文献など資料に基づいて検討する。 

【キーワード】 長労働時間，時間管理，企業経営 

【学習の課題】 労働時間に関する統計資料・文献資料を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 1 . テ ー マ 労働時間と生活時間に関するプレゼンテーション（田口） 

【学習の目標】 労働時間と生活時間に関するプレゼンテーションができる。 

【学習の内容】 労働時間と生活時間に関するプレゼンテーションをおこない，解決すべき課題を見つける。 

【キーワード】 ワーク・ライフ・バランス，生活時間 

【学習の課題】 長時間労働の課題を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 2 . テ ー マ 論文のまとめ方（前半総括 1 田中） 

【学習の目標】 春期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際のテーマ設定をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 3 . テ ー マ 論文のまとめ方（前半総括 2 田中） 

【学習の目標】 春期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の理論構築をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

1 4 . テ ー マ 調査結果の整理（平） 

【学習の目標】 自己の修士論文に利用する調査の内容を分析するための方法を整理する。 

【学習の内容】 社会調査の意義・目的を確認する。社会調査における量的調査と質的調査の違いを確認し、そのメリットとデメリ
ットを確認する。 

【キーワード】 社会調査、問題意識、ラポール、倫理規定、量的調査、質的調査、世論調査、マーケティングリサーチ、 

アンケート調査、インタビュー調査、参与観察、フィールドワーク、サンプリング 



 

 

【学習の課題】 社会調査の意味を確認し、自己の調査研究のための調査票・質問票が適切であったかを吟味する。 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 5 . テ ー マ 質的研究におけるインタビュー調査（グループディスカッション・平） 

【学習の目標】 自己の調査研究においてインタビュー調査を行った学生にプレゼンさせ、何を明らかにしたかったのかを確認する。 

【学習の内容】 学生のﾌプレゼンに基づき、インタビュー調査によって明らかにできること、できないことをグループディスカッ

ションの上で、検討する 

【キーワード】 質的調査、ブレーンストーミング、ＫＪ法、魚の骨型展開法、インタビュー調査、質問票 

【学習の課題】 インタビュー調査をする際に、聞きださなければならないことを確認する。 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 6 . テ ー マ 量的研究におけるアンケート調査（グループディスカッション・平） 

【学習の目標】 自己の調査研究において、アンケート調査を行った学生にプレゼンさせ、何を明らかにしたかったのかを確認する。 

【学習の内容】 学生のプレゼンに基づき、アンケート調査によって明らかにできたこと、できなかったことをグループディスカッ

ションを行った上で検討する 

【キーワード】 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度、単純集計、度数分布、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフと帯グラフ、
ヒストグラム、クロス集計、相関関係、因果関係、独立変数、従属変数 

【学習の課題】 アンケート調査の意味について確認する。 

【参考文献】  夏休み明けに指示する 

1 7 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) の社会調査・演習にあたって（岡田） 

【学習の目標】 前出のケーススタディ(2)と同じ研究領域の事例について演習する。前出の 16.テーマ「量的調査と質的調査」との
関連にケーススタディ(2)を使ってディスカッションする。社会福祉施設（高齢者介護、障害者介護など）、及び福

祉産業（バリアフリー用具、介護サービスロボットなど）の事例を取り上げた資料をもとに、自己の調査研究にお
いては、いずれの方法が適しているのか判断でき、そのプロセスを構築できる。専門演習ⅠC の学習を更に深める。 

【学習の内容】 高齢者介護施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど）、身体障害者施設（授産施設、介護施設など）及び

福祉産業の事例を取上げ、ディスカッションを通して研究テーマに関する調査手法を理解する。 

【キーワード】 福祉施設経営、福祉産業、社会調査、量的研究、質的研究、ブレーンストーミング、カード分析法 

【学習の課題】 ・施設経営及び福祉産業の事例を通して、自己の研究課題の調査手法設定の参考にする。 

        ・事例を通して経営福祉領域に係わる調査研究の関連性を理解する。 

        ・組織経営、製品開発、経営管理などについての調査のあり方を理解する。 

【参考文献】  福祉臨床シリーズ編集委員会編『福祉サービスの組織と経営』弘文社、2017. 

        岡田広司著『商品開発とビジネス戦略』あるむ、2009. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 16.テーマ～18.テーマを復習して社会調査の考え方を理解しておく。 

1 8 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) の社会調査（個人発表とグループ編成・岡田） 

【学習の目標】 ケーススタディ(2)を通して経営福祉領域に関する研究におけるエビデンスを得るための社会調査をインタビュー調

査で何をインタビューすべきか、あるいはアンケート調査をどのように進めるかなど、研究方法を理解する。 

【学習の内容】 ケーススタディ(2)の学習を通して得られた研究課題についてインタビュー調査あるいはアンケート調査をどのよう
に進めるべきか、研究方法をグループディスカッションの上でまとめる。 

【キーワード】 インタビュー調査、アンケート調査、個人発表、グループ編成、グループディスカッション、 

【学習の課題】 ・ケーススタディ(2)を通して自己の研究調査手法と分析法を理解する。 

        ・研究方法（研究の対象、調査・研究のデザイン、データの収集方法、解決手段と根拠など）のまとめ 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019 

        岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011. 

【学習する上での留意点】 これまで学習したテーマ 16～19 を理解しておく。  

1 9 . テ ー マ 福祉施設経営領域及び福祉産業領域のケーススタディ(2) の研究（グループディスカッションと発表・岡田） 

【学習の目標】 別なグループの発表に対するグループディスカッションを通して、適切な社会調査方法や研究方法を選択する力を

得ると共に、研究の論理展開方法の理解を深める。 

【学習の内容】 ケーススタディ(2)を通して調査してまとめた他のグループ発表に対して、グループディスカッションすることによ
り、社会調査などの研究の方法を理解する。 

【キーワード】 口頭発表、発表資料、研究方法、プレゼンテーション 

【学習の課題】 ・調査、研究のデザイン、データ収集方法の理解 

・調査能力、データ分析方法の理解 

        ・社会福祉経営領域研究のプレゼンテーション方法の習得 

【参考文献】  社会福祉の動向編集委員会編『社会福祉の動向 2020』中央出版、2019. 

        岡田広司著『マーケティング理論と市場戦略』あるむ、2007. 

【学習する上での留意点】 これまで学習した 19.テーマ～20.テーマとの関連を理解しておく。  

2 0 . テ ー マ 企業のアカウンタビリティについて考える（城田） 

【学習の目標】 企業のアカウンタビリティに関する課題を見つける。 

【学習の内容】 企業統治、コンプライアンス、アカウンタビリティについて議論する。 

【キーワード】 消費者、経営者、企業情報、社会貢献情報 

【学習の課題】 企業のアカウンタビリティについて消費者と経営者の受け止め方に注意する。 

【参考文献】  資料を配付する。 

【学習する上での留意点】企業統治とアカウンタビリティの関係について整理する。 

2 1 . テ ー マ 企業のアカウンタビリティの課題（城田） 

【学習の目標】 企業のアカウンタビリティに関する調査から消費者、経営者の相違について議論。 

【学習の内容】 企業情報の公開状況、入手媒体、公開媒体の認知状況。 

【キーワード】 製品注意情報、環境情報、社会貢献情報、公開情報、ネガティブ情報 

【学習の課題】 調査資料・文献を検討する。 

【参考文献】  資料を配付する。 

【学習する上での留意点】課題から問題点を見つけ企業情報の有効な活用。 

2 2 . テ ー マ 企業のアカウンタビリティについてプレゼンテーション（城田） 



 

 

【学習の目標】 企業のアカウンタビリティについてプレゼンテーションができる。 

【学習の内容】 企業のアカウンタビリティについてのプレゼンテーションから、解決すべき課題を見つける。 

【キーワード】 企業情報、アカウタビリティ、消費者、経営者 

【学習の課題】 アカウタビリティについて消費者と経営者の課題を検討する。 

【参考文献】 授業において指示する。 

【学習する上での留意点】これまで学習した営利企業、非営利企業のマネジメント、企業統治、消費者行動、アカウタビリティの内

容から経営問題の重要な点を理解し、解決策を検討し、議論を通じて経営福祉に関連する諸問題を解決策
の参考とし論文に活かす。 

2 3 . テ ー マ 日本の低賃金構造（田口） 

【学習の目標】 日本の低賃金構造を説明できる。 

【学習の内容】 統計資料や文献に基づいて日本の低賃金構造を説明する。 

【キーワード】 低賃金，年功賃金，成果賃金 

【学習の課題】 経営福祉研究の研究課題と各自の研究課題が適合してことを確認する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 4 . テ ー マ 年功賃金と低賃金（田口） 

【学習の目標】 年功賃金における低賃金構造について説明できる。 

【学習の内容】 年功賃金と低賃金との関係を検討する。 

【キーワード】 賃金管理，年功賃金，成果主義 

【学習の課題】 年功賃金と成果賃金を検討し，課題をみつける。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 5 . テ ー マ 賃金に関するプレゼンテーション（田口） 

【学習の目標】 日本の低賃金構造をプレゼンテーションできる。 

【学習の内容】 日本の低賃金構造についてグループディスカッションをおこない，課題を発見する。 

【キーワード】 経営管理，賃金管理，低賃金 

【学習の課題】 日本の低賃金の課題を検討する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 6 . テ ー マ 論文のまとめ方（後半総括 2 田中） 

【学習の目標】 秋期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際のテーマ設定をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 7 . テ ー マ 論文のまとめ方（後半総括 2 田中） 

【学習の目標】 秋期の講義の内容を基にして、理論から論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の理論構築をトレーニングする。 

【キーワード】 理屈・理論・リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 報告書と論文の違いを理解する。 

【参考文献】  授業において指示する。 

2 8 . テ ー マ 演習のまとめ（田中） 

【学習の目標】 全体の講義の内容を基にして、論文へのまとめ方を整理する。 

【学習の内容】 これまでの講義内容を踏まえて、それぞれの修論を視野に入れた実際の全体像のまとめ方をトレーニングする。 

【キーワード】 リサーチクエスチョン 

【学習の課題】 修士論文に向けた基本形の完成 

【参考文献】  授業において指示する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：修士論文に向けたテーマを前提として、既住研究のレビューを最低 10 件まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 6 回授業後に実施する。 

提出期限：第 7 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、添削指導や意見交換を行なう。 

事後学習：レポート作成と添削指導などから学んだことをまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：修士課程後の研究テーマを最低 3 つ提案し、まとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,500 字程度） 

実施時期：第 11 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回の授業開始時に提出する。 

      提出後、添削指導や意見交換を行なう。 

事後学習：レポート作成と添削指導などから学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者保健福祉特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

SSMP5312 

 ２．授業担当教員 金 貞任 

４．授業形態 発表、レポート提出等 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

東アジアでは、今後も少子・高齢化により総人口が減少することが予想されており、高齢者の生活保障
である公的年金と医療保険制度など高齢者に対する社会保障制度の運営は、平坦ではない。日本では、高
齢者の介護の社会化を目指し介護保険制度が 2000 年に実施されたが、団塊世代全員が 2025 年に後期高齢
者となり、介護と医療を必要とする高齢者が急増することが予測されており、国や地方自治体の財政負担
の増大、認知症高齢者への対応、介護事業の適正化、介護人材不足などの問題が山積している。その反面、
健康な高齢者と高齢者の労働市場への参加も増加しているなど明るい側面もある。 

本講座では、日本の高齢者が直面している諸状況に着目し、隣国の東アジア諸国と福祉先進国のヨーロ
ッパの高齢者の保健福祉制度・施策の特徴と課題を導き出すことができるように努める。その際には、高
齢者に関連する諸制度の現状と問題点に着目し、高齢者福祉領域のエビデンス形成に至るための仮説の検
証と評価研究が可能になるように学習する。 

８．学習目標 

１．日本の高齢者の現状と特性について、東アジア・ヨーロッパと比較しながら現状と問題点を把握する。 

２．高齢者の関連する医療・介護・年金制度について吟味する。 

３．日・韓・ドイツの介護保険制度の比較により、今後の望ましい介護政策を描く。 

４．介護が必要な要介護高齢者が好む場所で住み続けるために、地域包括ケアシステムのあり方を検証す
る。 

５．高齢者に関連する先行研究の購読により、批判的に分析する力を身につける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

増田雅暢編『世界の介護保障』法律文化社、2014、 

増田正信・金貞任『アジアの社会保障』法律出版社、2015、 

金貞任『高齢社会と家族介護の変容―韓国・日本の比較研究』法政大学出版局、2005、 

＊適宜授業中にプリントなどを配布する（高齢者、要介護高齢者と家族に関連する学会雑誌の論文） 

【参考文献】 

日本老年社会科学会『老年社会科学』2010～2018 年度（学会雑誌） 

社会福祉学会雑誌、福祉学会雑誌、家族社会福祉学会雑誌等 

辻由希『家族主義福祉レジームの再編とジェンダー政治』ミネルヴァ書房 

佐藤・尾嶋編『現代の社会階層 格差と多様性』１、東京大学出版会 

社会福祉学会『社会福祉学』2010～2016（学会雑誌） 

平岡公一『イギリスの社会福祉と政策研究』ミネルヴァ書房 

大沢真理編 竹中恵美子監修「福祉国家とジェンダー」明石書店 

森川美絵『介護はいかにして労働となったのか』ミネルヴァ書房 

Daly.M. Care Work: The Quest for Security. International Labor Office 

Bond, J. and Coleman, P. Ageing in Society. Sage. 

Noelker, LS. and Harel, Z. Linking Quality of Long-Term Care and Quality of Life. Springer Publishing 

Company. 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

・レジュメ作成と発表    ・授業内容の理解程度 

○評定の方法 

レポート・発表 70％     学期末レポート 30％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．高齢者が直面する状況と若年世代と高齢世代が共に満足する妥協策とは何かについて考える。 

２．学術雑誌を積極的に購読し、批判する力を身につける。 

３．社会保障と高齢者に関するリサーチは相伴うものであり、両者のバランスが取れるようにすることが
重要である。 

13．オフィスアワー 別途通知する 

14 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 － 2 . テーマ シラバス説明、ドイツの介護保障 

【学習の目標】 ドイツの介護保障システムの歴史と現状について学習する。 

【学習の内容】 １．高齢者介護政策の歴史について学習する。 

２．高齢者介護保障システムの構造について把握する。 

３．高齢者システムの課題と今後の方向性について学習する。 

【キーワード】 ドイツ 介護政策 介護保障システム 

【学習の課題】 学習の内容の１～３について、本章のオリジナリティと問題点を発見する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 ドイツと日本の介護保険制度の共通点と差異に注目しながら整理することが重要である。 

3 . テ ー マ 台湾・シンガポール 

【学習の目標】 台湾・シンガポール・中国の介護保障システムの歴史と現状について学習する。 

【学習の内容】 １．高齢者介護政策の歴史について学習する。 

２．高齢者介護保障システムの構造について把握する。 

３．高齢者システムの課題と今後の方向性について学習する 

【キーワード】 台湾 シンガポール 中国 介護政策 介護保障システム 

【学習の課題】 学習の内容の１～３について、本章のオリジナリティと問題点を発見する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 ドイツと日本の介護保険制度の共通点と差異に注目しながら整理することが重要である。 

 



 

 

4 − 5 . テ ー マ 韓国・イギリスの介護保障 

【学習の目標】 韓国の介護保障システムの歴史と現状について学習する。 

【学習の内容】 １．高齢者介護政策の歴史について学習する。 

２．高齢者介護保障システムの構造について把握する。 

３．高齢者システムの課題と今後の方向性について学習する。 

【キーワード】 韓国 イギリス 介護政策 介護保障システム 

【学習の課題】 学習の内容の１～３について、本章のオリジナリティと問題点を発見する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 韓国と日本の介護保険制度の共通点と差異に注目しながら整理することが重要である。 

6 − 7．テーマ 日本の介護保障（or 外部講師による授業；生活の質）、介護保険制度の DVD 

【学習の目標】 日本の介護保障システムの歴史と現状について学習する。 

        介護保険制度の現状と問題点について分析する。 

【学習の内容】 １．高齢者介護政策の歴史について学習する。 

２．介護の社会化と高齢者介護保障システムの構造について把握する。 

３．高齢者システムの課題と今後の方向性について学習する。 

【キーワード】 介護保険システム、介護の社会化、介護問題 

【学習の課題】 学習の内容の１～３について、本章のオリジナリティと問題点を発見する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 ドイツ・日本の介護保険制度の共通点と差異に着目し、分析することが重要である。 

8 . テ ー マ 高齢社会と家族介護 

【学習の目標】 高齢社会と家族介護の状況について理解し、各自の研究テーマを吟味する。 

【学習の内容】 １．研究の社会的背景と目的について、各自の研究テーマと比較しながら理解する。 

２．調査研究の方法について理解し、自分はどのような方法で修士論文を作成したいかを考える。 

３．分析の枠組と仮説の設定について理解し、ジェンダーの観点から分析する力を身につける。 

【キーワード】 高齢社会、家族介護、分析の枠組、仮説、ジェンダー 

【学習の課題】 学習内容の１～３について、各自の修士論文のテーマに基づき作成する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 各自の修士論文の問題意識と目的について構想してみる。 

9―10.テーマ 家族介護者の負担感、高齢者の虐待 

【学習の目標】 家族介護者の負担感の規定要因とは何かについて吟味する。 

        高齢者の虐待の原因と解決策を探る。 

【学習の内容】 １．研究の目的について理解する。 

２．分析で用いるデータと変数について理解する。 

３．家族介護者の介護負担感の現状と規定要因とは何かについて吟味する。 

４・高齢者の虐待の原因と解決策とは何かについてリサーチする。 

【キーワード】 介護負担感、要介護高齢者、高齢者の虐待 

【学習の課題】 学習内容の１～４について、各自の修士論文のテーマに適用させながら要約する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 各自の修士論文のテーマの目的や研究方法等と比較しながら学習することが重要である。 

1 1 . テ ー マ 家族ライフスタイルの展開とそのアプローチ 

【学習の目標】 家族ライフスタイルの展開とそのアプローチについて学習する。 

【学習の内容】 １．家族ライフスタイル論の概念と理論的背景について理解する。 

２．家族ライフスタイルの合意形成の過程について批判的に検討する。 

３．ライフスタイル論的アプローチの事例について学習する。 

【キーワード】 家制度、家族ライフスタイル、アプローチ  

【学習の課題】 学習内容の１～３について、問題点を発見し、ノートを整理する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 各自の修士論文のテーマ、研究の方法等と比較しながら理解することが重要である。 

1 2 . テ ー マ 介護労働とジェンダー 

【学習の目標】 介護労働とジェンダーについて学習する。 

【学習の内容】 １．介護労働市場の現状と問題点について分析する。 

２．介護の無償労働の有償労働の共通点と違いを吟味する。 

３．高齢者の介護労働をジェンダー観点から把握する。 

４．介護労働はどうあるべきかについて理解を深める。 

【キーワード】 介護労働、ジェンダー、高齢者の介護の原因 

【学習の課題】 学習内容の１～４について、問題点を発見し、ノートを整理する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 各自の修士論文のテーマ、研究の方法等と比較しながら理解することが重要である。 

1 3 . テ ー マ レポート提出、研究発表 

【学習の目標】 高齢者に関連するサポートを作成と発表、レポートを提出する。 

【学習の内容】 １．論文の仕組みについて理解する。 

２．先行研究とは何かについて理解する。 

３．研究のオリジナルティとは何かについて学習する。 

【キーワード】 論文の仕組み、先行研究、オリジナリティ 

【学習の課題】 学習内容の１～３を含めたレポートを作成する。 

【参考文献】  教科書と参考文献 

【学習する上での留意点】 各自の修士論文のテーマ、研究の方法等と比較しながらレポートを作成することが重要である。 



 

 

課題研究１ 

課題研究テーマ：中国の介護保障の現状と問題点について記述しなさい。 

レポート形式：A4 の４ページ以内 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

注意事項：先行研究は３つ以上引用すること。 

事後学習：コメント・質疑応答・意見交換を通しレポートを修正する。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：要介護高齢者の家族介護者の現状と問題点をレビューしなさい。 

レポート形式：A4 の３ページ以内 

実施時期：夏期休講期間 

提出期限：夏期休講期間が終わった後の最初の授業 

注意事項：先行研究は５つ以上引用すること。 
事後学習：コメント・意見交換に基づきレポートを修正する。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉原理特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 SSMP5311 

２．授業担当教員 田代 幹康・村川 浩一 

４．授業形態 講義・発表・討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

社会福祉の原理と理念、および社会福祉の構造と機能を体系的に学ぶ。歴史的に見ると社会福祉は、相

互扶助、慈善・博愛事業、社会事業、そして現在の社会福祉の段階に繋がっていると考えられる。講義で
は、社会福祉の原理を理解し、社会福祉の全体像について教授する。授業方法としては、各自の研究テー
マと照らし合わせながら、指定したテキストを分担して発表・議論することをつうじて理解を深める。 

８．学習目標 

以下の諸課題について理解する。 

1.社会福祉の概念 

2.社会福祉の特質 

3.社会福祉の理念 

4.社会福祉システムと構造 

5.日本と欧米の社会福祉の歴史 

6.各分野別の社会福祉法制度 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

授業時に提示する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

小田憲三 杉本敏夫編著『社会福祉概論（第 4 版）』勁草書房、2016。 

田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』 現代書館、2007 

【参考文献】 

平山尚他『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2000。 

平山尚他『社会福祉実践の新潮流』ミネルヴァ書房、1998。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

社会福祉の概念・特質・理念についての理解 

社会福祉の歴史・各分野の法制度についての理解 等 

○評定の方法 

レポート          30% 

発表・レジメ内容・作成  30% 

授業出席・態度           40% 

(評価点) 

A: 100～90,  B＋: 89～80, B: 79～70, C: 69～60, F: 59 点以下 

12．受講生への 

メッセージ 

1 年次中に論文の書き方を身につけること。 

原則的に全授業に出席し、遅刻・早退などをしないこと。スマートホン・携帯電話等は調べ物をする時の
指示がある場合以外はカバン等にしまっておくこと。 

13．オフィスアワー 追って通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 2 . テーマ オリエンテーション、発表・レジメ作成の割り振り、社会福祉の基礎理論①② 

【学習の目標】社会福祉の基礎理論について理解する。 

【学習の内容】1. 社会福祉の理念 

2. 社会福祉の制度政策 

3. 社会福祉の実践 

【キーワード】社会福祉概念、社会全体の福祉、個人の福祉、社会政策、社会事業、社会問題、救貧事業段階、劣等処遇、保護的処
遇、ノーマラィゼーション、自立支援、福祉国家段階、普遍的処遇 

【学習の課題】社会福祉とは何かという課題を読み解いていく。 

【学習する上での留意点】社会福祉の概念は、国家の発展のなかで生じた概念であることに留意すること。 

3 ～ 6 . テーマ 社会福祉の歴史的展開と政策①②③④ 日本 

【学習の目標】日本における社会福祉の史的展開について理解する。 

【学習の内容】日本における社会福祉の史的展開 

【キーワード】救済行政、宗教活動、村落共同体、相互扶助、恤 救
じゅつきゅう

、慈善、社会事業、福祉国家、福祉改革、ノーマライゼーショ

ン、ソーシャルインクルージョン、米騒動、中央慈善教会、中央社会事業協会、方面委員制度、救護法、制限扶助主
義、ミーンズ・テスト、福祉三法、福祉六法、非貨幣的ニーズ、QOL、高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプ
ラン)、在宅福祉サービス、施設福祉サービス、地方分権、福祉関係八法改正、エンゼルプラン、新ゴールドプラン、

ゴールドプラン 21、障害者プラン、適正給付・適正負担、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プラン、市場原
理(競争原理)、社会福祉基礎構造改革、応益負担、応能負担、新障害者基本計画、新障害者プラン 

【学習の課題】日本における社会福祉がどのような背景で、どのように発達してきたのか、これらの項目について理解すること。 

【学習する上での留意点】社会福祉の史的展開が社会経済変動の影響によるものであることに留意すること。 

7 . テ ー マ 社会福祉の国際的条約と国際動向、スウェーデン、ノーマラィゼーションへの道 

【学習の目標】グローバルな視点で社会福祉に関する国際条約・宣言・規約等について理解する。 

【学習の内容】1. 世界人権宣言 

2. 児童の権利に関する条約 

3. 障害者の人権宣言 

【キーワード】世界人権宣言、国際人権規約、児童の権利に関するジュネーブ宣言、児童の権利に関する条約、障害者の人権宣言、
知的障害者の権利宣言 

【学習の課題】国際連合を中心とした各宣言や規約について理解する。 



 

 

8 . テ ー マ 所得保障、スウェーデン、ノーマラィゼーションへの道 

【学習の目標】社会保障の考え方と生活保護制度を中心とした日本の所得保障法制度について理解する。 

【学習の内容】1. 公的扶助 

2. 生活保護制度 

3. 生活困窮者の自立支援 

【キーワード】公的扶助、憲法、生活保護制度、生活保護制度の原則・原理、生活困窮者、自立支援 

【学習の課題】日本の公的扶助の法制度について理解する。 

【学習する上での留意点】法制度を実践内容と含めて理解する必要がある。 

9 . テ ー マ 児童家庭福祉、スウェーデン、ノーマラィゼーションへの道 

【学習の目標】日本の児童家庭福祉法制度について理解する。 

【学習の内容】1. 児童福祉法 

2. 児童の定義 

3. 実施機関と施設 

4. 障害児への施策 

【キーワード】児童相談所、児童福祉施設、子育て支援 

【学習の課題】児童福祉法にもとづく支援・サービス、施設・機関の役割について整理し、少子化対策についての課題をまとめる。 

【学習する上での留意点】法制度を実践内容と含めて理解する必要がある。少子化対策について学び、現在の課題についての考察を

試みる必要がある。 

1 0 . テ ー マ 障害者福祉、スウェーデン、ノーマラィゼーションへの道 

【学習の目標】日本の障害者福祉法制度について理解する。 

【学習の内容】1. 障害の概念 

2. 各障害福祉関係の法律と支援・サービス内容 

3. 障害者福祉の課題 

【キーワード】障害者総合支援法、障害者基本法、障害者基本計画、障害者虐待防止法、リハビリテーション 

【学習の課題】日本の障害者福祉法制施策について理解する。 

【学習する上での留意点】法制度と実践内容を現在の課題と含めて理解する必要がある。 

1 1 . テ ー マ 高齢者福祉、スウェーデン、ノーマラィゼーションへの道 

【学習の目標】日本の高齢者福祉法制度について理解する。 

【学習の内容】1. 高齢者福祉関係の法律と支援・サービス内容 

2. 高齢者福祉の課題 

3. 介護保険法 

4. 地域包括システム 

【キーワード】介護保険制度、老人福祉法、措置制度、高齢者虐待防止法、地域包括ケアシステム 

【学習の課題】日本の高齢者を取り巻く福祉法制施策について理解し、最近の地域包括ケアシステムの考え方を整理する。 

【学習する上での留意点】法制度を実践内容と含めて理解する必要がある。 

1 2 . テ ー マ 母子及び父子並びに寡婦福祉 

【学習の目標】日本の母子及び父子家庭並びに寡婦の福祉法制度について理解する。 

【学習の内容】1. 母子及び父子家庭並びに寡婦関係の法律と支援・サービス内容 

2. 母子及び父子並びに寡婦福祉の課題 

【キーワード】母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子生活支援施設、就労支援、経済的支援 

【学習の課題】母子及び父子並びに寡婦福祉法による支援内容について学び、現在の抱える問題について整理する。 

【学習する上での留意点】法制度を実践内容と含めて理解する必要がある。 

1 3 . テ ー マ 地域福祉 

【学習の目標】社会福祉法における地域福祉の位置づけについて理解し、その発展・展開過程について学ぶ。 

【学習の内容】1. 社会福祉法と地域福祉 

2. 社会福祉協議会 

3. 地域福祉計画 

【キーワード】社会福祉法、地域福祉計画、地域福祉活動計画、地域トータルケアシステム 

【学習の課題】市町村の地域福祉計画の内容について調べ、その特徴についてまとめる。 

【学習する上での留意点】調査は各市町村の資料を収集する必要がある。 

課題研究１ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「ノーマラィゼーションの歴史と 8 つの要因についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字程度。 

実施時期: 第 11 回までの授業期間 

提出時期: 第 12 回の授業時まで(田代に提出) 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

課題研究２ 

課題テーマ: 「社会福祉に関係する国際的な機関・組織・団体について一つ選び、その活動内容・実践例について
調べまとめなさい」。 
レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字程度。 
実施時期: 第 11 回までの授業期間 
提出時期: 第 12 回の授業時まで(田代に提出) 
事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を田代担当の授業日にて行います。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 障害者福祉特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

SSMP5317 

 ２．授業担当教員 立松 英子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 
【池袋】 秋期 

【名古屋】春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R(S) 

７．講義概要 

社会福祉の理念や制度は、国際的な条約やその時々の政情を反映して変化してきた。なかでも障害者福

祉の理念や制度は、「障害者の権利に関する条約」への批准（2014）を契機に我が国においても大きく進展

した。社会福祉の専門家を志す大学院生においては、その歴史、制度の背景、現在の課題を学びつつ、常

に障害者の存在を忘れずに学んでいただきたい。本講義では、国内外の障害福祉の理念や制度について学

ぶとともに、現場のマネジメント及び支援の実際について学習していく。 

８．学習目標 
上記を踏まえて幅広い知識を身につけ、障害のある人のQOL（生活の質：Quality of Life）とは何か、本

人や親の立場に立って分析、考察する力量を身につけることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

（レポート課題） 

障害者に関連する次の条約や制度、法律のうち複数を選んでレポートし、輪番で解説してください。 

１．国際生活機能分類（ICF）、障害者の権利に関する条約、障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害

者福祉法、精神保健福祉法、発達障害者支援法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障害者雇用

促進法、障害者自立支援制度（障害者総合支援法）等。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

日本発達障害連盟編『発達障害白書 2020』明石書店 

【参考書】 

社会福祉士養成校座編集委員会編『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規 2016 年 

内閣府『令和元年版 障害者白書』 

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r01hakusho/zenbun/index-pdf.html 

小林保子・立松英子『保育者のための障害児療育』学術出版会、2016 年 

AAIDD 米国知的･発達障害協会訳『知的障害 定義、分類および支援体系第 11 版』日本発達障害福祉連盟 

日本知的障害者福祉協会調査･研究委員会編『知的障害者のためのアセスメントと個別支援計画の手引き－

一人ひとりの支援ニーズと支援サービス 2013 年版』2015 年 

竹田一則『肢体不自由児・病虚弱児教育のためのやさしい医学･生理学』ジアース教育新社、2008 年 

その他、授業でプリントを配布する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

課題に対するモチベーションの高さや調査の深さを規準に判断します。 

○評定の方法 

興味関心や課題意識 30% 

予習課題への取組み 50％ 

レポート 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

障害理解のためには、福祉のみならず、医学、教育の側面からも知識を得ておくことが重要である。「総

合リハビリテーション」（医学書院）、「リハビリテーション医学」（社）日本リハビリテーション協会）な

どリハビリテーションに関する学会誌や、保育や教育との接続に関して特別支援教育関連の文献にも目を

通しておくことをお勧めします。 

13．オフィスアワー 授業でお知らせします。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 障害者福祉の基本理念 

【学習の目標】国際的に共有されている人権及び障害者福祉の理念について理解する。 

【学習の内容】障害者の権利に関する条約の概要、ノーマライゼーションの起源と理念、障害者における「自立」の概念について 

【キーワード】障害者の権利に関する条約・人権・ノーマライゼーション・リハビリテーション・自立と社会参加・共生社会 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 外務省訳『障害者の権利に関する条約』http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html 

【学習する上での留意点】生活の全てで介助が必要な障害者を念頭に、「自立」の意味を考察すること。 

2 . テ ー マ 障害の概念 

【学習の目標】国際生活機能分類（ICF）における障害概念と障害モデルについて理解する。 

       先進国の障害者関連法律や制度、障害者認定の目的について理解する。 

【学習の内容】ＩＣＦの成り立ちとその理念、構成要素、ICIDH との相違点 

【キーワード】国際生活機能分類（ICF）、国際障害分類（ICIDH）、障害モデル 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 厚生労働省『国際生活機能分類改訂版』(日本語版) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html 

【学習する上での留意点】これまでの人生で培われてきた自らの障害者観と国際的に共有されている障害者観や福祉の理念を言語化

し、その共通点や相違点を明らかにすること。 

3 . テ ー マ 障害者をめぐる基本的な法律の概要（１）障害者基本法・障害者総合支援法 

【学習の目標】法の成り立ちや改定の経過を学びながら、その主旨と背景を理解する。 

【学習の内容】法の成り立ち、その理念と具体化、関係法令への流れ、  

【キーワード】障害者基本法、障害者総合支援法、第 4 次障害者基本計画、応能負担、応益負担、自立支援 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html


 

 

【学習の課題】障害者関連の法律に関連する新聞記事などを検索し、ディスカッションの話題とする。  

【参考文献】 障害者をめぐる法律改正に関する社説など   

【学習する上での留意点】過去に新聞やテレビで報道された内容と関連付けながら参加してください。 

4 . テ ー マ 障害者をめぐる基本的な法律の概要（２）身体障害者福祉法の概要 

【学習の目標】「身体障害」の概要とニーズを理解する。 

【学習の内容】「身体障害」に含まれる障害、合併症、二次障害、介護の実態、医療との関連 

【キーワード】身体障害者福祉法 内部障害、免疫機能障害 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 竹田一則『肢体不自由児・病虚弱児教育のためのやさしい医学･生理学』ジアース教育新社 

【学習する上での留意点】誰にでも起こりうる身近な問題として捉えること 

5 . テ ー マ 障害者をめぐる基本的な法律の概要（３）知的障害者福祉法の概要 

【学習の目標】「知的障害」の定義、概要及びニーズを理解する。 

【学習の内容】知的障害の概要、起こりやすい状態、合併症、二次障害、社会的ニーズ、医療との関連等。 

【キーワード】知的障害者福祉法 療育手帳 発達障害  

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 日本発達障害福祉連盟訳『知的障害 定義、分類および支援体系』第 11 版 AAIDD 米国知的･発達障害協会 

【学習する上での留意点】誰にでも起こりうる身近な問題として捉えること 

6 . テ ー マ 障害者をめぐる基本的な法律の概要（４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・発達障害者支援法の概要 

【学習の目標】「精神障害」「発達障害」の定義、概要及びニーズを理解する。 

【学習の内容】精神障害、発達障害の定義、知的障害や認知賞との関連、起こりやすい状態、合併症など、 

【キーワード】精神障害、発達障害、発達障害者支援法、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 日本発達障害福祉連盟『発達障害白書 2019 年度版』 明石書店 2018、その他授業で配布する。 

【学習する上での留意点】誰にでも起こりうる身近な問題として捉えること。 

7 . テ ー マ その他の障害者関連法令 

【学習の目標】障害者雇用促進法や障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の概要を理解する。 

【学習の内容】障害者雇用促進法や障害者虐待防止法、障害者差別解消法等を障害者基本法とのつながりにおいて学習する。 

【キーワード】障害者雇用促進法や障害者虐待防止法、障害者差別解消法等 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 授業で資料を配布する。 

【学習する上での留意点】保護者や利用者の目線で生活を想像しながら授業に参加してください。 

8 . テ ー マ 障害者を支えるテクノロジー 

【学習の目標】 少子高齢化社会を支える資源としてテクノロジーが着目され、障害者福祉でも応用されていることを知る。 

【学習の内容】 介護アシスト商品、聴覚障害者仕様の警報機や時計、支援用情報ネットワーク、災害時の情報伝達システムなど 

【キーワード】 ICT、IoT、介護アシスト商品、電動車椅子や補装具、タイムタイマー、情報伝達システム 

【学習の課題】 ICT、IoT、介護ロボットを含めて具体的にどのような支援方法があるのか調べる。 

【参考文献】  坂村健『IoTとは何か 技術革新から社会革新へ』角川新書 2016 

【学習する上での留意点】テクノロジーは人手不足を補が、情報弱者と活用者との格差を生んでいることに着目してください。 

9 . テ ー マ 障害者総合支援法に基づく支援サービスの実際 

【学習の目標】障害者総合支援法の概要を理解する。 

【学習の内容】障害者総合支援法に基づく支援サービス体系とその実際 

【キーワード】障害者総合支援法、支援サービス体系、放課後等デイサービス、日中介護、行動援護 

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 授業で資料を配布する。 

【学習する上での留意点】保護者や利用者の目線で生活を想像しながら授業に参加してください。 

1 0 . テ ー マ 医学・福祉の連携 －誕生・発見から療育への接続－ 

【学習の目標】誕生、障害の発見から治療、療育、地域の保育所への入園、受け入れまでの経過についてイメージをもつ。 

【学習の内容】重症心身障害、知的障害、肢体不自由、知的障害のない発達障害など、それぞれに異なる発見の時期や気づきの経過、 

       診断･告知から入園までの経過について  

【キーワード】診断、告知、療育、リハビリテーション、理学療法、作業療法、言語療法、並行通園  

【学習の課題】上記キーワードについて、教科書やインターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。  

【参考文献】 小林保子・立松英子『保育者のための障害児療育』学術出版会、2017 その他授業で配布する。 

【学習する上での留意点】保護者や利用者の目線で生活を想像しながら授業に参加してください。  

1 1 . テ ー マ 福祉・教育の連携 －特別支援教育・放課後等デイサービス－ 

【学習の目標】特別支援教育の制度の概要を理解する。障害のある学童の放課後の生活についてイメージをもつ。 

【学習の内容】特別支援教育の制度、特別支援教育コーディネーターの役割、放課後等デイサービスの実態  

【キーワード】特別支援教育、特別支援教育制度、特別支援教育コーディネーター、放課後等デイサービス 

【学習の課題】上記キーワードについて、インターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 小林保子・立松英子『保育者のための障害児療育』学術出版会、2017 その他授業で配布する。 

【学習する上での留意点】  



 

 

1 2 . テ ー マ 教育・福祉･労働の連携 －就労支援と雇用・企業内教育－ 

【学習の目標】障害のある人の学校卒業後の生活及び就労についてのイメージを持つ。  

【学習の内容】教育から福祉・就労への移行における様々な支援活動について 

【キーワード】個別の就労支援計画、個別の移行支援計画、ハローワーク、日中介護支援、特例子会社 

【学習の課題】上記キーワードについて、インターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 日本発達障害福祉連盟『発達障害白書 2019 年度版』 明石書店 2018、その他授業で配布する。 

【学習する上での留意点】 保護者や利用者の目線で生活を想像しながら授業に参加してください。 

1 3 . テ ー マ 強度行動障害に関連する福祉の実際 

【学習の目標】強度行動障害の実態や要因、地域生活や処遇について理解する。 

【学習の内容】強度行動障害をめぐる施策、家族の状態、成人期の生活  

【キーワード】強度行動障害、行動援護 

【学習の課題】上記キーワードについて、インターネットなどで予備知識を得て授業に臨むこと。 

【参考文献】 授業で配布する。  

【学習する上での留意点】保護者や利用者の目線で生活を想像しながら授業に参加してください。  

課題研究１ 

1．障害児者の生活実態 

 「身体障害」「知的障害」「精神障害」から１つを選んで事例を仮定し、その方の各ライフステージにおいて、ど

のような課題があり、また、それに対して、現在の（福祉施策（日本、もしくは出身国）でどのように対応してい

るのか、１０００字程度でまとめてください。 

＊夏季休暇前までに仮定事例のモデルとなる事例をメディアのニュースや文献から探ってください。提出期限は 

夏季休暇に入る直前の授業日とします。夏季休暇明けの授業日までに添削、返却し、その後授業の中で発表してい

ただくことを事後学習とします。講義の内容にしたがって、レポートを修正し、提出してください。 

課題研究２ 

2．文献抄読 

教科書（発達障害白書）もしくは、学会誌「発達障害研究」から障害福祉に関する論文を提示します。内容を熟

読し、疑問点を抽出し、各自の興味関心に従って考えを述べ、Ａ４ ２枚程度でまとめてください。 

＊夏季休暇明けに課題を提示します。授業内で発表の日時を調整し、提出期限はその日とします。授業でのディス

カッションをもとに、レポートを修正することを事後学習とします。最終日に提出してください。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉援助技術特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 
 

SSMP5331 

 ２．授業担当教員 【池袋】田中 喜美子 【名古屋】伊東 眞理子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・ワークショップ ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

社会福祉実践理論・技術に関する諸々の課題について、学習し、検証することが期待される。特に、エ

コ・システム論と生活モデルを枠組みとして、個人、家族、グループを対象とした対人援助過程の検証を

行うことが必要である。さらに、院生は自分の興味ある特定の実践方法及び研究領域・課題の発見をする

とともに、新しい実践理論・モデルの開発をする努力も期待される。 

究極的には、学習した多様な社会福祉援助技術に関する理論と方法を社会福祉実践現場だけでなく、専

門的対人関係で活用できるソーシャルワーカーとしての専門的力量を育成・強化する。 

８．学習目標 

１．諸々の社会福祉援助技術の基礎理論とモデル（個人、家族、グループ）を理解し、その方法や細かい

スキールについて学ぶ。 

２．ケースワーク、グループワーク、ファミリワーク、コミュニティワークそれぞれの基本的なスキール

を学び、身に付ける。 

３．学んだ多様な社会福祉援助技術の理論と方法を身に付け、ソーシャルワーカーとしてクライエントや

社会的弱者及び社会問題の解決と改善のため即時的に使えるようにする。 

４．院生が社会福祉援助や実践理論・モデルを社会福祉実践現場でどのように応用できるかが考察できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

社会福祉援助技術に関する論文を一つ選び、 

Ａ．論文の主目的（何を読者に伝えようとしているのか） 

Ｂ．どのような種類の論文か（例；理論、調査結果、効果測定など） 

Ｃ．論文の内容（主な概念、データ、分析方法など） 

Ｄ．論文がどのように構成されているか（論文の形態） 

Ｅ．論文の領域に関しての貢献度（論文の重要度、この論文から何を学んだか） 

Ｆ．論文の長所と短所、論文の価値などについてまとめて、最後の授業時間に提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】レジュメ＋資料 

【参考書】 

平山尚、平山佳須美、黒木保博、宮岡京子（1998）社会福祉実践の新潮流・エコロジカル・システム・

アプローチ、ミネルヴァ書房 

岡村重夫(1974)『地域福祉論』光生館 

金ヨンモ、洪金子、金ジニ(2000)、社会福祉実践論、高憲出版部 

 西阪 仰・早野 薫・須永 将史・黒嶋 智美・岩田 夏穂 （2013）『共感の技法―福島県における足湯ボ

ランティアの会話分析』、勁草書房 

Shulman, L. (2016). The skills of helping individuals, families, groups, and communities (8th ed.). 

Belmont, CA: Brooks/Cole. 

   Poulin, J. (2010). Strengths-based generalist practice: A collaborative approach (3rd ed.). Belmont, 

CA: Brooks/Cole. 

   Lum, D. (Ed.). (2007). Culturally competent practice: A framework for understanding diverse groups 

& justice issues (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

Roberts, Albert R. & Yeager, Kenneth R. (Eds.) Evidence-Based Practice Manual (2004) Oxford 
University Press. 

   Corcoran, Jacqueline (2003). Clinical Applications of Evidence-Based Family Interventions, Oxford 

University Press. 
Toseland R. W. & R. F. Rivas (1984), An Introduction to Group Work Practice, New York : McMillan. 

Murray G. Ross(1967), Community Organization: Theory, Principles, and Practice (New York Harper & 
Row,Publishers, 

Perlman, H. H Social Casework: A Problem-solving Process, Chicago, University of Chicago Press, 1957, 

pp.164-165 
J. D. Anderson, Generic and Generalist Practice and BSW Curriculum, Journal of Education for Social Work, 

18(3),1982, pp.37-45 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準  授業とディスカッションとワークショップへの参加度と積極性＋レポート 

○評定の方法 

 授業とディスカッションとワークショップへの参加度と積極性 60％ 

 レポート                         40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業とディスカッションとワークショップに積極的に参加すること。 

授業中に疑問に思ったことは、忌憚なく質問して解決を図ること。 

13．オフィスアワー （田中喜美子）別途、通知する。（伊東眞理子）別途、通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1～ 2 .テーマ 社会福祉援助技術の概念と領域 

【学習の目標】社会福祉援助技術の概念と基礎理論として生態システム理論生活モデルについて学ぶ。 

【学習の内容】社会福祉援助技術の概念 

       生態システム理論と生活モデル 

       ソーシャルワークにおける価値 

【キーワード】社会福祉援助技術の概念、ソーシャルワーカーの専門性・倫理綱領・専門家の態度、生態システム理論、生活モデル 

【学習の課題】ソーシャルワーカーとして現場で働くとき、専門的力量を備えるため求められる自分に合う社会福祉援助モデルを見

 つけていく。 

【参考文献】平山尚、平山佳須美、黒木保博、宮岡京子（1998）社会福祉実践の新潮流・エコロジカル・システム・アプローチ、ミ



 

 

 ネルヴァ書房 

      金ヨンモ、洪金子、金ジニ(2000)、社会福祉実践論、高憲出版部 

【学習する上での留意点】ソーシャルワーカーは、自分を道具として援助活動を行う専門職者であるため、社会福祉援助技術の習得

が非常に重要であることを認識すること 

3～ 5 .テーマ 個人を対象とするソーシャルワークとその実践方法 

【学習の目標】個人を対象とするソーシャルワーク(ケースワーク)とその実践方法について分かる。 

【学習の内容】M.Richmond を始めとする CW学者らの個人を対象とするソーシャルワークの概念について 

積極的傾聴・面接の方法について 

H。Perlmanの４Pの内容と、事例分析への適用 

ケースワークのプロセス（インテーク、アセスメント、介入計画、介入、評価）について 

記録(Recording) の目的と方法 

対人関係における 7つの原則 

【キーワード】自己覚知、事例分析、ロールプレイ、ケース、対人関係、ラポール、専門家としての態度 

【学習の課題】事例を通してケースワークの技法やプロセスを総合的に学習する。 

【参考文献】 平山尚、平山佳須美、黒木保博、宮岡京子（1998）社会福祉実践の新潮流・エコロジカル・システム・アプローチ、

 ミネルヴァ書房         

【学習する上での留意点】学習した内容を総合的に適用すること  

6～ 8 .テーマ 集団を対象とするソーシャルワーク(グループワーク)とその実践方法 

【学習の目標】グループワークについて理解し、その実践方法を身に付ける。 

【学習の内容】Coyle を始めとする GW 学者らのグループワークの概念について 

グループの種類・グループの短所と長所 

グループワーク実践モデル(社会目標もデル、治療モデル、相互作用モデル、目標形成モデル) 

Shulman のグループワークプロセス（準備期―開始期―作業機―終決期） 

グループワーク実践の記録(Recording)  

【キーワード】相互作用・相互援助、グループワークの要素、グループダイナミックス、Sociogram、サブグループと Scapegoat,グ

 ループワーカーのリーダーシップ、プログラムなど 

【学習の課題】グループワークの学習やワークを通して自分の問題が解決でき、自己成長もできるようになる。 

【参考文献】 Toseland R. W. & R. F. Rivas (1984), An Introduction to Group Work Practice, New York: McMillan. 

【学習する上での留意点】学習した内容を総合的に適用すること 

9～11.テーマ 家族を対象とするソーシャルワーク(ファミリワーク)とその実践方法 

【学習の目標】ファミリワークの概念についてについて理解し、その実践方法を身に付ける 

【学習の内容】Parsons を始めとする FW 学者のファミリワークの概念について 

       家族関連理論(構造機能論、葛藤論、女性解放論)について 

       家族のニーズと家族生活周期別ファミリワーク対策 

       家族福祉サービスの類型：家族機能の支援 Supportive, 補充 Supplementary, 代理 Substitute サービス 

       家族福祉支援サービスとしての家族相談と家族療法   

【キーワード】家族関係、Genogram、構造派家族療法・システム派家族療法 

【学習の課題】ファミリワークの学習やワークを通して自分の家族の問題が解決でき、家族員と自分の成長に繋がる。 

【参考文献】 金ヨンモ、洪金子、金ジニ(2000)、社会福祉実践論、高憲出版部 

【学習する上での留意点】学習した内容を総合的に適用すること 

12～13.テーマ コミュニティを対象とするソーシャルワーク(コミュニティワーク)とその実践方法 ①～② 

【学習の目標】コミュニティワークについて理解し、その実践方法を身に付ける 

【学習の内容】Rossなどのコミュニティワークの概念と実践方法について 

      地域資源の開発と活用 

地域福祉における住民の参加 

地域ケア・地域トータルケアシステムの考え方 

【キーワード】地域資源、ネットワーキング・コーディネーション・リンキング、ケアマネジメント、住民参加 

【学習の課題】地域の資源を活用するだけでなく開発もしていくためには、ネットワーキング・コーディネーション・リンキング、

ケアマネジメントなどの専門的援助技術に熟練することが求められる。 

【参考文献】 岡村重夫(1974)『地域福祉論』光生館 
Murray G. Ross(1967), Community Organization: Theory, Principles, and Practice (New York Harper & Row, Publishers 

【学習する上での留意点】学習した内容を総合的に適用すること 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1～2回の講義内容を踏まえて、「新型コロナウィールスパンデミックが個人・家族・地域の生

活にどのように影響したか」についてエコシステム理論の観点から論じなさい。ソーシャルワーカーとして何がで

きるかも論じること。特に DVの問題が含められればさらによい。 

レポート形式：A4用紙１枚（2000字） 

実施時期：第 6回の授業後に実施する。 

提出期限：第 7回の授業開始時に提出する。提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 9回授業終了後に教室で

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 3～11回の講義内容を踏まえて、自己の過去・現在を事例とし、適切な理論を用いて自己分析

しなさい。 

レポート形式：A4用紙１枚（2000字） 

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 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付適宜指導する。 

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉援助技術演習 （2 単位）   池袋・名古屋 

３．科目番号 

 

SSMP5305 

 ２．授業担当教員 

【池袋】田代 幹康、田中 喜美子 

【名古屋】伊東 眞理子 

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 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

この演習では、通常、講師と院生との面接による授業方式を基本型として、事例研究、及び討論方式をも

って学習する方法が取られる。しかし、通信教育課程においては、このような方式を取ることは不可能で

あり、各々の院生の自己学習ということに依存しなければならない。したがって、演習では社会福祉実践

理論・技術に関する諸々課題について、自分自身で学習し、検証することが期待されている。特に、エコ・

システム論を概念の枠組みとして、個人、家族、グループを対象とした対人援助過程の検証を行うことが

必要である。さらに、院生は自分の興味ある特定の実践方法及び研究領域・課題の発見をするとともに、

新しい実践理論・モデルの開発をする努力も期待されている。 

８．学習目標 

１. 事例研究を通して理論と実践との連携を明確にする。 

２．種々の実践理論・モデル（個人、家族、グループ）を理解する。 

３．選択した二つの実践理論・モデル（例：Social constructivism, Psycho-social model等）の理論構 

造、過程（インテーク、アセスメント、介入計画、介入、評価）の比較議論しながら学習をすす 

める。 

４．自分が選択した実践理論・モデルについてどのように実践の場で応用できるか考察する。 

５．自分の選んだ研究課題と実践課題について論文を書き、講師の評価を受ける。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業時に提示する 

10．教科書・参考書 

・教材 

基本的に自分で選んだ実践理論・モデルは自分で適当な出版物を探す必要がある。 

下記のものは参考文献の例である。 

【参考文献】 

平山尚、平山佳須美、黒木保博、宮岡京子『社会福祉実践の新潮流・エコロジカル・システム・アプロー

チ』ミネルヴァ書房、1998 年。 

平山尚、武田丈『人間行動と社会環境』ミネルヴァ書房、2000 年。  

田代幹康、シシリア・ロボス訳・著 『スウェーデン、ノーマライゼーションへの道』現代書館、2007 年 

田代幹康、C.ロボス 訳・著 『スウェーデン発、知的障害のある人の生活支援ハンドブック』ミネルヴ

ァ書房 2011 年 

   Shulman, L. (2016). The skills of helping individuals, families, groups, and communities (8th ed.). Belmont, CA: 

Brooks/Cole. 

   Poulin, J. (2010). Strengths-based generalist practice: A collaborative approach (3rd ed.). Belmont, CA: 

Brooks/Cole. 

   Lum, D. (Ed.). (2007). Culturally competent practice: A framework for understanding diverse groups & justice 

issues (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

   DeJong, P., & Berg, I. (2002). Interviewing for solutions (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 

   Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to 

addictive behaviors. American Psychologist, 47(9), pp.1102-1114. 

   Walsh, J. (2003). Endings in clinical practice: Effective closure in diverse settings. Chicago: Lyceum Books, Inc. 

   Reid, W., Denaley, B., & Colvin, J. (2004). Do some interventions work better than others? A review of 

comparative social work experiments. Social Work Research, 28(2), pp.71-81. 

   Mas-Expósito, L., Amador-Campos, J. A., Gómez-Benito, J., & Lalucat-Jo, L. (2014). Depicting current case 

management models. Journal of Social Work, 14(2), pp.133-146. 

   Day, A., Hardcastle, L., & Birgden, A. (2012). Case management in community corrections: Current status and 

future directions. Journal of Offender Rehabilitation, 51, pp.484-495. 

   Bentley, K. (2002). Social work practice in mental health. Pacific Cove, CA: Brooks/Cole. Chapter 2: “Social 

Workers as Crisis Counselors,” pp.18-42. 

   Walter Lorenz. (1994). Social Work in a Changing Europe. Routledge. 

   Robert k. Yen(1994). Case Study Research. Design and Methods. Second edition. SAGE publishing Ltd. 

   Nigel Gilbert. Eds (1993). Researching Social Life. SAGE publishing Ltd. 

   Gosta Esping Andersen.Eds. (1996). Welfare States in Transition. SAGE publishing Ltd. 

   Sheafor, B.W, Horejsi, C.R. & Horejsi, G.A. (2003). Techniques and Guidelines for Social Work Practice. New 

York: Allyn & Bacon. 

   Roberts, Albert R. & Yeager, Kenneth R. (Eds.) Evidence-Based Practice Manual (2004) Oxford University Press. 

   Corcoran, Jacqueline (2003). Clinical Applications of Evidence-Based Family Interventions, Oxford University 

Press. 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

事例を通じて各理論を理解し実践の場で応用できるようになる。 

自分の研究テーマと実践理論について論文が書けるようになる。 

○評定の方法 



 

 

授業の中の発表・積極的参加、小論文の構成、内容、質の評価などを行なう。 

12．受講生への 

メッセージ 

演習は、院生の積極性・自主性が要求される。自分の学習日程を作成し、日程にそって学習を進める必要

がある。最初に、社会福祉実践理論・モデルの概要を知る必要がある。そのために、実践理論・モデルに

関する文献を広く熟読し理解すること。その後で、自分が深く探求したい実践領域の実践方法論を決める。

例えば、個人を対象とした実践（介入）方法か、家族全体を対象としたものか、グループを対象としたも

のか選ぶとよい。その後で、選択した実践方法論を重点的に熟読し、理解を深める。この際、アサインメ

ントとして要求されている事柄に留意し、文献調査を行うことを勧める。 

13．オフィスアワー 授業を分担する各教員により連絡する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ オリエンテーション、事例研究１（ジェネラリスト・ソーシャルワーク実践と援助関係）(田中)(伊東) 

【学習の目標】 ソーシャルワーク実践倫理、ストレング視点からのジェネラリスト・ソーシャルワークと協働関係としての援助関

係の概念を習得し、活用する。 

【学習の内容】 ソーシャルワーク実践倫理、ストレングス視点からのジェネラリスト・ソーシャルワークと協働関係としての援助

関係の概念を、事例を通して習得・活用する。 

【キーワード】 倫理綱領、ストレングス視点、ジェネラリスト・ソーシャルワーク、援助関係、協働 

【学習の課題】 ソーシャルワーク実践倫理、ストレングス視点からのジェネラリスト・ソーシャルワークと協働関係としての援助

関係の概念を用いて事例を分析し発表し、全体でディスカッションする。 

【参考文献】資料・事例を配布する。   

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備す

ること。 

2 . テ ー マ 事例研究２（実践のスキルの習得、利用者とのラポール形成・契約、アセスメント・目標設定）(田中) (伊東) 

【学習の目標】 ソーシャルワーク実践のスキルの基盤である、利用者とのラポール形成及び契約、アセスメント及び目標の設定の

概念を習得し、活用する。 

【学習の内容】 ソーシャルワーク実践のスキルの基盤である、利用者とのラポール形成及び契約、アセスメント及び目標の設定の

概念を、事例を通して習得・活用する。 

【キーワード】 ソーシャルワーク実践のスキル、ラポール、契約、アセスメント、目標設定 

【学習の課題】 ソーシャルワーク実践のスキルの基盤である、利用者とのラポール形成及び契約、アセスメント及び目標の設定の

概念を用いて、事例を分析・発表・ディスカッションをする。 

【参考文献】 資料・事例を配布する。  

【学習する上での留意点】担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備すること。  

3 . テ ー マ 事例研究３（ケースマネージメント、Evidence-Based Practice (EBP)、トラウマ及び危機介入）(田中) (伊東) 

【学習の目標】 ケースマネージメント、EBP、トラウマ及び危機介入の概念を習得する。 

【学習の内容】 EBP としてのトラウマ及び危機介入モデルに基づいたケースマネージメントの概念を、事例を通して習得・活用

する。 

【キーワード】 ケースマネージメント、Evidence-Based Practice (EBP)、トラウマ及び危機介入 

【学習の課題】 EBP としてのトラウマ及び危機介入モデルに基づいたケースマネージメントの事例の分析・発表・ディスカッシ

ョン。 

【参考文献】 資料・事例を配布する。  

【学習する上での留意点】担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備すること。  

4 . テ ー マ 事例研究４（多様性への対応と多様な利用者層への援助モデル）(田中) (伊東) 

【学習の目標】 多様性に対応できるスキルの習得し活用する。多様な利用者層への援助モデルを理解し活用する。 

【学習の内容】 多様性に関わる問題、特に、貧困、LGBT、異文化問題に対応するスキルを要する利用者への援助モデルに使った

事例を分析することにより多様性のスキルを習得・活用する。 

【キーワード】 多様性問題介入 

【学習の課題】 貧困、LGBT、異文化問題に対応するスキルを要する利用者への援助モデルを活用した事例の分析・発表・ディス

カッション。 

【参考文献】 資料・事例を配布する。  

【学習する上での留意点】 担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備すること。 

5 . テ ー マ 事例研究５（家族アセスメント・ラポール形成）(田中) (伊東) 

【学習の目標】 家族アセスメント。ラポール形成の概念の習得し活用する。 

【学習の内容】 家族アセスメント。ラポール形成に関する概念を、事例分析を通して習得・活用する。 

【キーワード】 家族アセスメント、家族とのラポール形成 

【学習の課題】 家族アセスメント。ラポール形成に関する概念を事例分析・発表・ディスカッション。 

【参考文献】 資料・事例を配布する。  

【学習する上での留意点】 担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備すること。 

6 . テ ー マ 事例研究６（解決志向の問題解決、変容への援助、協働のスキル）(田中) (伊東) 

【学習の目標】 解決志向の問題解決、変容への援助、協働の概念を習得し、活用する。 

【学習の内容】 解決志向の問題解決、変容への援助、協働の概念を、事例分析を通して習得し、活用する。 

【キーワード】 問題解決、解決志向・フォーカス、変容への援助、協働 

【学習の課題】解決志向の問題解決、変容への援助、協働のスキルに関する事例分析・発表・ディスカッション。  

【参考文献】 資料・事例を配布する。  

【学習する上での留意点】 担当の学生は配布資料(レジュメ)を作成し、人数分用意し発表の準備すること。 



 

 

7 . テ ー マ オリエンテーション、学生発表割り振り。精神分析理論の背景となる理論について学ぶ。 (田代) (伊東) 

【学習の目標】 ソーシャルワークの背景になる精神分析論の理論・技術の構成（前提、主要概念等）などを習得する。 

【学習の内容】 精神分析理論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などについて習得する。精神分析論を実際に活用する。 

【キーワード】 人間の精神の構成、不安、防御規制、転移の分析、自我の構造、生活ストレッサー 

【学習の課題】 習得した精神分析論の知識を、実際に個人に介入する時、あるいは現場の実践で活用できるようになる。 

【参考文献】  資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

8 . テ ー マ エコロジカル理論にもとづくソーシャルワーク実践の背景となる理論や実践方法を学習する。  事例発表・検討 (田代 ) (伊東 ) 

【学習の目標】 エコロジカル理論の理論・技術の構成（前提、主要概念等）などを習得する。 

【学習の内容】 エコロジカル理論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などについて習得する。エコロジカル理論を実際に活用

する。 

【キーワード】 環境、エコロジカル SW・パースペクティブ、ジェノグラム、エコマップ 

【学習の課題】 習得したエコロジカル理論の知識を、実際に個人に介入する時、あるいは現場の実践で活用できるようになる。 

【参考文献】  資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

9 . テ ー マ 行動理論にもとづくソーシャルワーク実践の背景となる理論や実践方法を学習する。 事例発表・検討(田代) (伊東) 

【学習の目標】 行動理論の理論・技術の構成（前提、主要概念等）などを習得する。 

【学習の内容】 行動理論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などについて習得する。行動理論を実際に活用する。 

【キーワード】 行動主義、学習心理学、レスポンデント・オペラント条件付け、ABC アプローチ、シェイピング、モデリング 

【学習の課題】 習得した行動理論の知識を、実際に個人に介入する時、あるいは現場の実践で活用できるようになる。 

【参考文献】  資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

1 0 . テ ー マ 認知理論にもとづくソーシャルワーク実践の背景となる理論や実践方法を学習する。 事例発表・検討(田代) (伊東) 

【学習の目標】 認知の理論・技術の構成（前提、主要概念等）などを習得する。 

【学習の内容】 認知理論の主な概念・理論の前提・主な介入技法などについて習得する。認知理論を実際に活用する。 

【キーワード】 エリス ABC 理論、自動思考、論理療法、DRDT 

【学習の課題】 習得した認知理論の知識を、実際に個人に介入する時、あるいは現場の実践で活用できるようになる。 

【参考文献】  資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

1 1 . テ ー マ グループにもとづくソーシャルワーク実践の背景となる理論や実践方法を学習する。 事例発表・検討(田代) (伊東) 

【学習の目標】 グループを対象とした理論・技術の構成（前提、主要概念等）などを習得する。 

【学習の内容】 グループを対象としたソーシャルワーク実践、システム論の主な概念・理論の前提や特徴・主な介入技法などにつ

いて学習する。 

【キーワード】 SST、社会生活力プログラム、システムの構造・機能・行動、境界、開放と閉鎖的システムなど 

【学習の課題】 代表理論、そして、実践への適用における長所と短所が比較できる。 

【参考文献】  資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

1 2 . テ ー マ コミュニティを対象にしたソーシャルワーク実践の背景となる理論や実践手法を学ぶ。事例発表・検討(田代) (伊東) 

【学習の目標】コミュニティを対象とした多様な理論や知識を習得する。 

【学習の内容】地域の住民・グループ・組織の特徴、コミュニティワークの主な介入技法などについて学習する。 

【キーワード】エンパワメント、ストレングス、イネーブリング、インターグループワーク、ソーシャルアクション 

【学習の課題 コミュニティのアセスメント・介入方法について理解し、実践できる。  

【参考文献】 資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

1 3 . テ ー マ 災害支援のソーシャルワークの考え方と方法について学ぶ。 事例発表・検討(田代) (伊東) 

【学習の目標】災害支援のソーシャルワークの現状と災害後の生活課題に対しての支援方法について習得する。 

【学習の内容】危機介入アプローチ、災害初期対応から始まる支援活動の展開、支援者・ボランティアに対してのフォーローアップ・

スーパーバイズの技術・理論を駆使して災害支援、対人援助・生活支援について学習する。 

【キーワード】危機介入アプローチ、災害時要援護者、Disaster Medical, Assistance Team(DMAT)、ボランティアコーディネート、 

【学習の課題】災害時とその後の生活支援に対するソーシャルワークの実践について理解し、実践をすることができる。 

【参考文献】 資料・事例を配布する。 

【学習する上での留意点】 各授業の発表学生を分担する。担当の学生は配布資料(レジメ)を作成し、人数分用意し発表の準備する

こと。 

課題研究１ 

課題: レポート 

課題テーマ: 「ソーシャルワークの理論又はアプローチを一つ自分で選び、その内容についてまとめなさい」 

レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字迄。 

実施時期: 第 12 回の授業時まで 



 

 

提出時期: 授業開始後 池袋キャンパスは、田代 T の担当授業時、名古屋キャンパスは、伊東 T の授業時 

事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を行います。 

課題研究２ 

課題: レポート 
課題テーマ: 「課題 1.で取り上げた以外のソーシャルワークの理論又はアプローチを一つ自分で選び、その内容
についてまとめなさい」 
レポート様式: 表紙にテーマ、学生番号、名前を記入する。Word にて 10.5 ポイント、明朝体、縦 36×横 40、1200

字迄。 
実施時期: 第 12 回の授業時まで 
提出時期: 授業開始後 池袋キャンパスは、田代 T の担当授業時、名古屋キャンパスは、伊東 T の授業時 
事後学習、添削指導、質疑応答、意見交換を行います。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） スーパービジョン特論 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 SSMP5332 

２．授業担当教員 大島 一成 

４．授業形態 セミナー、ワークショップ、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
SR 

７．講義概要 

スーパービジョンは、精神保健福祉、社会福祉及びソーシャルワークを実践するとき核心的な役割を担う。 

スーパービジョン特論では、 

第一、 精神保健福祉士、社会福祉士が急変する現代社会の中で専門職としてのアイデンティティを確保す

るため、 

第二、 クライエントの多様化するニーズを充足させる専門職者に期待されている効果性と効率性を持続的

に維持するために求められるスーパービジョンの知識・技術・方法について講義する。 

第三、 理論的に学んだ社会福祉知識を実践現場で適用し、それから得た結果やフィードバックを受け入れ、

新たな援助技術を開発して行く方法を探求する。 

受講者の各々のフィールドにおける実践のスーパービジョンが進むにつれ、その実践経験に新たな意味が生

じてくるであろう。後半は個人およびグループの事例検討を中心に行い、相互作用的視野、そこで展開する

プロセスを重視する。 

本講義では、二つの相補的なテキスト Kadushin,のソーシャルワークと、Munson のクリニカルソーシャ

ルワークのテキストを教科書として採用する。 

 

８．学習目標 

精神保健、社会福祉及び社会福祉援助技術におけるスーパービジョンの必要性について探求する。 

精神保健および社会福祉施設内でのスーパービジョンの位置、機能、過程について探求する。 

スーパービジョンの精神保健、社会福祉及び社会福祉援助技術への適用方法を探求する。 

スーパービジョンに関する知識と技術を学び、習得し、 スーパービジョン能力を発達させる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 2006  

Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993   

【参考文献】NASW, Reference for Candidates for Admission to the Academy of Certified Social Workers, 

Washington, D. C: Academy of Certified Social Workers, National Association of Social Workers, 

Margaret Gibelman, Navigating Human Service Organizations, Lyceum Books, Inc, 2003 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

授業への参加(発表とディスカッションなど) 

ワークの後のレポートと自己評価 

○評定の方法 

授業への発表・ディスカッション・ケーススタディなど積極的な参加 40% 

課題とレポート                          40% 

スーパービジョンの適用能力、その他                20% 

12．受講生への 

メッセージ 

〇 大学院学則を遵守すること。 

〇 常に専門的実践家としての知識と力量を育成するため努力すること。 

〇 学際的・国際的感覚を涵養すること。 

〇 レポートの期限を厳守すること。 

○ 各人のフィールドにおける実践経験を発表すること。 

13．オフィスアワー 初回授業にて周知  

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 精神保健、社会福祉及び社会福祉援助技術におけるスーパービジョンの本質と必要性 

【学習の目標】 精神保健、社会福祉及びその援助技術でなぜスーパービジョンが必要であるかを論議する。 

【学習の内容】 （１） スーパービジョンの必要性：スーパービジョンは専門的な精神保健福祉士及び社会福祉士を養成するため

 の必須的な過程であり、それら専門的教育の統合的領域である。（精神保健福祉士及び社会福祉士の専門職

 としてのアイデンティティの確保、専門職者に期待されている効果性と効率性の持続的な維持、新たな援

 助技術を開発するため) 

 （２）Case Work とスーパービジョン 

 （３）Group Work とスーパービジョン 

 （４）Community Work とスーパービジョン 

 （５）スーパービジョンに関する文献 

【キーワード】 精神保健福祉、社会福祉援助技術、スーパービジョン、クリニカルソーシャルワーク、効果性と効率性 

【学習の課題】精神保健福祉士及び社会福祉士の専門職としてのアイデンティティ 

専門職者に期待される効果性と効率性 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

       Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993   

【学習する上での留意点】スーパービジョンは、スーパーバイザーとスーパーバイジーの間の相互作用の過程であることをはっきり

認識すること。 



 

 

2 . テ ー マ スーパービジョンの発達と歴史 

【学習の目標】スーパービジョンの発展してきた歴史について理解する。 

【学習の内容】 クリニカルソーシャルワークとその関連領域であるグループワークとサイコセラピーが独自の学として確立し、フ

ィールドに応じた各々の理論を練り上げる過程で、ス―パービジョンの理論とスタイルが生まれた。 

ソーシャルワーク、クリ二カルソーシャルワークにおけるスーパービジョンの始まりから Munson， Kadushin、そ

して現在に至る変遷をたどる。 

【キーワード】 History of supervision、Munson，Kadushin 

【学習の課題】スーパービジョンに関する学問的背景 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

       Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993          

【学習する上での留意点】スーパービジョンの学問的・実践的蓄積について分り、自分も貢献できるように努力する。 

3 . テ ー マ スーパービジョンの概念 

【学習の目標】スーパービジョンの概念についてわかる。 

【学習の内容】スーパービジョンの概念の構成要素(目標・機能・構造) 

スーパーバイザーとスーパーバイジーとの関係 

グループスーパーヴション 

関連領域である精神療法におけるスーパーバイザー・スーパーバイジー関係と対比して考える。 

【キーワード】スーパービジョンの概念・目標・構造、スーパーバイザー・スーパーバイジー 

【学習の課題】スーパービジョンの概念 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

       Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

【学習する上での留意点】スーパービジョンの教育的・支持的機能の統合性について理解すること。 

4 . テ ー マ 精神保健福祉領域におけるスーパービジョン  

【学習の目標】精神保健福祉領域における問題を理解し、その領域のスーパービジョンを学ぶ。 

【学習の内容】精神保健福祉士、社会福祉士が活躍する多様なフィールド、精神科病院、総合病院、精神科クリニック、精神科デイ

ケア、精神保健センター、行政機関、就労移行支援施設、企業のメンタルヘルス、スクールシーシャルワークについ

て学ぶ。各領域でのソーシャルワークを十全に理解することは、スーパービジョンにおいて必須である。 

【キーワード】クリニカルソーシャルワーク 

【学習の課題】精神保健福祉領域におけるスーパービジョン 

行政的枠組みなど組織におけるソーシャルワークに対するスーパービジョン 

【参考文献】 Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

【学習する上での留意点】人間サービスとして社会福祉の特性を忘れてはならないスーパービジョンであること。 

5 . テ ー マ 精神療法と精神保健福祉援助におけるスーパービジョン 

【学習の目標】精神療法（心理療法）におけるスーパービジョンとソーシャルワークにおけるスーパービジョンの違いを理解する。 

【学習の内容】精神療法と社会福祉援助はその対象・目的に応じて,方法・技術がことなる。しかし、スーパービジョンという専門的

教育の領域を共有している。例えば国際精神分析協会では、長期間の訓練分析とケーススーパービジョンが、精神分

析家となるには必須である。また米国ソーシャルワーカーの資格 LCSW を取得するには認定ソーシャルワーカー、

精神科医それぞれの一定時間のスーパービジョンを受けることが義務つけられている。LCSW の候補者が精神分析家

にスーパービジョンを受けることもある。 

また最近では精神保健福祉士がグループセラピーや認知療法を実践するために研修をうける場合もよく見られる。 

これらを踏まえて、ソーシャルワークにおけるスーパービジョンの一つの領域、精神療法家によるスーパービジョン

について学ぶ。 

【キーワード】サイコセラピー、精神分析、認知行動療法 

【学習の課題】心理療法とソーシャルワークの違いを、目的、方法、理論、実践の側面から検討する。 

【参考文献】 Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

【学習する上での留意点】精神保健福祉士にとって心理療法は重要な隣接分野である。関心のある心理療法を学習する。 

6 . テ ー マ 教育的スーパービジョン 

【学習の目標】教育的スーパービジョンの概念、内容、過程と業務、教授―学習の原則と技法について探求する。 

【学習の内容】教授―学習の原則(学習に関する動機付けの原則、最大限のエネルギー投入の原則、肯定的満足感提供の原則、学習

過程参加の原則、学習内容の構成の原則、スーパーバイジーの独特性の考慮の原則) 

       教育的スーパービジョンの内容(自己覚知、自己学習)、 教育的スーパービジョンの過程(初期段階、中間段階、終結

段階)、 教育的スーパービジョンの類型(経験的―実存的、課題中心的)、Feedback の活用 

【キーワード】教育的スーパービジョン 

【学習の課題】教育的スーパービジョンの重要性、自己覚知 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

【学習する上での留意点】教育的スーパービジョンは、ワーカーを教育することに焦点を置くため、スーパーバイジーとしての学生

の参加が重要である。 

7 . テ ー マ グループにおけるスーパービジョン 

【学習の目標】グループ体験をし、グループワークのコンセプトを理解する。 

【学習の内容】クライアントの個人より関係性に働きかける指向性をもつソーシャルワークを行う場合、グループ理論、システム理

論の知識と理解が必須である。ここではグループセラピーの歴史と概念を学び、グループが凝集性を持ち展開してい

くグループプロセスを理解し、グループのスーパービジョンについて知る。 

       代表的グループセラピスト Yalom の理論について学ぶ。 

【キーワード】 グループの等質性、安全感、グラウンドルール、凝集性、here and now、グループプロセス、 



 

 

 グループスーパービジョン 

【学習の課題】グループプロセスの基本概念を理解し、グループセラピーの方法、理論を学ぶ。 

【参考文献】 Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

【学習する上での留意点】グループワークを知り体験することは、精神保健福祉士における基礎となる。 

8 . テ ー マ 支持的スーパービジョン 

【学習の目標】支持的スーパービジョンの理論的背景をわかり、支持的スーパービジョンが求められる状況について理解する。  

【学習の内容】支持的スーパービジョン、職務ストレスとスーパービジョン自体からのストレス・職務満足、バーンアウト、ストレ

スの予防、スーパーバイジーの支持的資源(クライエント・同僚集団、社会的支持ネットワーク、スーパーバイジー

の適応能力) 

【キーワード】職務ストレス、スーパービジョンストレス、職務満足、バーンアウト、スーパーバイジーの支持的資源 

【学習の課題】支持的スーパービジョンが求められる状況に関するディスカッション 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

【学習する上での留意点】 自己覚知の過程を通して効果的スーパービジョンを妨げるスーパーバイジーのゲームに気づく。 

9 . テ ー マ 児童相談所におけるスーパービジョン スクールソーシャルワークにおけるスーパービジョン 

【学習の目標】 児童虐待が生じる要因、家族の精神病理現象について学び、現代の児童虐待のメカニズムと介入方法についてグルー

 プで検討する。 

【学習の内容】 2000 年の｢児童虐待の防止等に関する法律｣の施行以降、世間の関心の高まりが反映し、児童相談所への相談・通

告件数は増え続けている。一方、残忍な児童虐待が喫緊の社会問題となっている。まず、１）児童虐待が生じる多

様な要因、２）虐待の種類、被虐待児の年齢、虐待者の属性、などを調べ、3) 事例の虐待者の精神病理、家族病

理、社会病理について分析・検討する。患者の精神病理を知らずに治療などできないように、虐待者の個人病理・

家族病理・経済・社会的問題を知らずしては、介入はできない。しかし、児童虐待の発生メカニズムについては、

けっして昔と同じではないはずである。スーパービジョンは、以上の視点と、リスク管理、学校、医療機関、福祉

との連携も視野にいれて行われる。 

【キーワード】児童福祉法、児童虐待防止法、スクールソーシャルワーク 

【学習の課題】教員自身、精神科医としてパーソナリティ障害や精神病の母親の養育放棄の事例を多く経験しており、児童相談所を

はじめ多様な専門職との連携を図った経験がある。しかし、治療を求めてくる母親とニュースで報道される親からの

残忍な虐待の事例とは異なるように思う。その違いを精神病理学的、社会病理学的に考察する必要があり、ミクロ・

マクロ双方の働きかけが要請される。 

【参考文献】Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

【学習する上での留意点】Carlton E.Munson は、その経歴の後半は、国際的児童虐待を専門としてきた。Munson の論文も読ん

でみよう。 

1 0 . テ ー マ スーパービジョンの評価 

【学習の目標】スーパービジョンにおける評価の必要性、評価方法についてわかる。 

【学習の内容】行政的目標(ワーカーの過去の業務遂行の実績に関する評価)の評価と教授―学習過程としての評価(ワーカーの専門的

成長と発達に焦点を置く)、評価の目標、評価の問題、評価の過程、評価の問題と望ましい評価方法 

【キーワード】評価の価値、評価会議 

【学習の課題】評価と適切な批判を通してスーパーバイジーの成長と変化が可能であることに気づく。 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

【学習する上での留意点】スーパーバイザーの任務と課題は、機関・クライエント・スーパーバイジーなど誰にも均等に助けになる

ことであって、いつも誰からも人気を維持することにあるのでない。そのためつねに責任性が問われると

いうことがわかる。 

1 1 . テ ー マ スーパービジョンの評価の実際 

【学習の目標】実際、スーパービジョンの評価で求められることが何かについて論議する。 

【学習の内容】評価の概要と指針、評価内容と領域、スーパーバイザーに対する評価、スーパーバイジーに対する評価 

【キーワード】評価内容 

【学習の課題】クライエントに対するワーカーの態度に関して評価するときスーパービジョンの項目を作成する。 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

【学習する上での留意点】評価領域を多様に拡大し、適用してみる。 

1 2 . テ ー マ 世界のソーシャルワークとスーパービジョン 

【学習の目標】世界各国のソーシャルワークについて学ぶ。各国のスーパービジョンについて調査し、スーパービジョン研究につい

 て知る。 

【学習の内容】ソーシャルワーカーの資格、たとえば米国では認定ソーシャルワーカーACSW（Academy of Certified Social Worker)

は①福祉系大学院終了；MSW（Master of Social Work)あるいは福祉系大学の卒業；BSW（Bachelor of Social Work、

②ACSW の試験合格、③三年の実務経験と規定され、その三年の間、最初の１５００時間は ACSW 有資格者ソーシ

ャルワーカーのスーパービジョン、残りの１５００時間の間は、精神科医のスーパービジョンを受ける、と決められ

ている。各州の公的ソーシャルワーカー資格が整備され、共通資格の形は徐々に変容してきている。 

ソーシャルワークの歴史は各国の歴史の特異性にもとづき多様だが、ソーシャルワークの資格とスーパービジョンに

おいても同様である。 

【キーワード】各国のソーシャルワーク 

【学習の課題】関心ある国のソーシャルワークの歴史と資格・スーパービジョンについて調べてみる。 

今日、質的研究法の１つに組み入れられた「フーコー派言説分析」（Foucauldian Discourse Analysis）においては

どのようなス―パービジョンが可能であるか考えてみよう。 

【参考文献】Carlton E.Munson、Clinical Social Work Supervision，Second Edition，The Haworth Press,1993  

      秋山智久編 世界のソーシャルワーカー 養成・資格・実践、筒井書房、2012  



 

 

1 3 . テ ー マ グループの中の個人に対するスーパービジョン 

【学習の目標】医療現場、施設、組織など集団のなかの個人にたいするスーパービジョンの方法を学ぶ。 

【学習の内容】一人の精神保健福祉士、社会福祉士ある領域で仕事をするとき、そのスーパービジーの仕事を支持・助言・修正し、

そのスーパーバイザーの経験とその相互作用から、スーパーバイジーの経験の変化・成長が生じてくるだろう。 

現実のフィールドではすべての PSW やスタッフがスーパービジョンを受けているわけではない。そこで必要なのが

ミーティングである。ミーティングのもつ機能、情報とコンセプトの共有と伝達の仕方、そしてグループの目句から、

グループは、multidisciplinary、あるいは interdisciplinary、そして transdisplinary と分類できる。 

施設、チーム、組織の中の個人にスーパービジョンを行うとき、その施設の持つ特徴を分析しながら進める必要があ

る。 

【学習の課題】領域別事例を通してスーパービジョンの知識・技術・方法などを身につける。 

【参考文献】 Alfred Kadushin, Supervision in Social Work, Columbia University Press, 1992 

       Carlton  E.Munson 、 Clinical Social Work Supervision ， Second Edition ， The Haworth Press,1993       

【学習する上での留意点】グループが機能するとはどういうことか、ダイナミックなプロセスとはどういうことか考えてみよう。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 6 回の授業内容を踏まえて、医療・介護・福祉・教育・相談業務などにおいて学生

が経験した事例あるいはその施設での経験について、スーパービジョンを受けるために A４用紙
2 枚（本文 2400 から 2800 字程度）にまとめる。施設の特徴と提示する場面とその時の気持ち・
困ったこと・考えたこと・行動を記載し、スーパービジョンを受けたいポイントを整理すること。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 6 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 7 の授業開始時に提出。提出後、スーパービジョン、質疑応答、グループディカッショングを第 7 回、
第 8 回の授業終了後、教室で行う。 

事後学習：スーパービジョン、グループディカッショングを行った後、その体験を振り返り、自分がスーパーバイ
ズする立場にたって考えてみる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：海外のソーシャルワークについて関心ある国を一つ選びその国のソーシャルワークの歴史、現状、
教育システム、スーパービジョンについて調べて、A４用紙 2 枚（本文 2400 から 2800 字程度）
にまとめる。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 11 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出。提出後、スーパービジョン、質疑応答、グループディカッショングを第
12 回、第 13 回の授業終了後、教室で行う。グループディスカッションでは、日本のソーシャルワーク

教育と比較して議論する。 

事後学習：スーパービジョン、グループディカッショングを行った後、日本のソーシャルワーク教育の妥当性と限
界について考えてみる。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 精神医学特論 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 SSMP5333 
２．授業担当教員 大島 一成・先崎 章 

４．授業形態 講義および実技指導 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
1年次以上 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

臨床心理学または社会福祉学を学ぶ者に、手際よく現代精神医学のフロントラインを指し示すための科

目である。精神医学と精神保健福祉の共通言語である DSM-Ⅳおよび 5 と ICD-10 および 11 を通して、医

学（生物）・心理・社会（bio-psycho-social）の全体的、多面的側面から精神疾患をアセスメントする実践

技法を学ぶ。 

診断・評価・研究のツールである DSM-５で診断することは、本来、治療反応性や予後という predictive 

validity も視野に入れている。  

DSM-Ⅳ、DSM-5、ICD-10 について概観した後、代表的症状評価尺度とその信頼性・妥当性、精神医学

における神経心理学、DSM-5 診断の障害の各論、evidence にもとづいた薬物療法と精神神経薬理、そして

身体のリハビリテーションにおける精神科的問題について学ぶ。  

後半、DSM-5 が視野には入れているが、まだ十分盛り込まれていない多様なフィ―ルドの臨床的問題；精

神医学と精神医療、総合失調症の基底症状と早期介入、精神分析における境界性の問題、子供の精神医療

と療育システム、多文化精神医学（移民の精神医学、民族精神分析）と範囲を広げていき、精神医学に対

する既存のイメージが更新され、受講者が実りある研究テーマを選び、遂行できるようになることをもく

ろむ。 

８．学習目標 

1. DSMの操作的診断基準にもとづいて、精神疾患の診断ないしアセスメントを行うことができる。 

2. 精神疾患を症状評価尺度によって客観的に測定することができる。信頼性と妥当性について統計学的検

 定を理解できる。 

3. 精神医学における神経心理学の基礎について理解し説明できる。 

4. 代表的な精神療法の理論を理解し説明できる。 

5. 各自関心のある現代の臨床的問題を選び、議論・論述できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

 

受講生は関心のある精神疾患あるいは臨床的問題を選び、授業中発表を行い、レポートを提出する。こ

のプロセスと訓練は将来どのようなフィールドで仕事をするにせよ役にたつであろう。 

 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

高橋三郎，大野裕監訳『DSM-5，精神疾患の分類と診断の手引き』(MINI-D)，医学書院，2014 年 

北村俊則著『精神・心理症状学ハンドブック第 2 版』，日本評論社，2002 年 

 

【参考書】 

DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引（監訳：高橋 三郎／大野 裕. 原著：Psychiatric Association : 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.Fifth Editio American n.DSM-5.2013）.医学書院, 

2014.  

D.W.ブラック、N.C.アンドリアセン著（澤 明監訳、阿部浩史訳）『DSM- 5 を使いこなすための臨床精神

医学テキスト』医学書院、2015 年 

D.W.ブラック、J.E.グラント著（高橋三郎監訳、下田和孝ほか訳）『DSM-5 ガイドブック―診断基準を使

いこなすための指針』医学書院、2016 年 

Ｊ．パリス（松崎朝樹監訳）『DSM-5 をつかうということ―その可能性と限界』、メディカル・サイエンス・ 

インターナショナル、2015 年 

アルヴィン E. ハウス著（上地安昭，宮野素子訳）『学校で役立つ DSM-Ⅳ』，誠信書房，2003 年 

北村俊則著『精神症状測定の理論と実際（第２版）』，海鳴社，1995 年 

M. シュピッツァー著（村井俊哉，山岸洋訳）『脳，回路網のなかの精神』，新曜社，2001 年 

J.アンドレ編著 (大島一成、将田耕作監訳) 『フランス精神分析における境界性の問題‐フロイトのメタ

サイコロジーを介して』，星和書店，2015 年 

赤坂和哉『ラカン派精神分析の治療論―理論と実践の交点』、誠信書房、2011 年 

佐藤裕史，G. E.Berrios : 操作的診断基準の概念史─精神医学における操作主義，精神医学 43 : 704-713, 

2001 年 

J.G.ガンダーソン著（松本雅彦ほか訳）『境界パーソナリティ障害－その臨床病理と治療』,岩崎学術出

版,1988 年 

J.G.ガンダーソン著（黒田章史訳）『境界性パーソナリティ障害 クリニカルガイド』,金剛出版，2006 年  

杉山登志郎著『発達障害の豊かな世界』，日本評論社，2000 年 

N.C.Andreasen（平安良雄ほか監訳）：新 Bleuler 学説に基づく精神分裂病の単一疾患モデル.臨床精神薬理

5：553-575,2002 年 

クラウス・コンラート著（山口直彦ほか訳）『分裂病のはじまり』，岩崎学術出版社，1994 年 

ヴォルフガング・ブランケンブルク著（木村敏ほか訳）『自明性の喪失─分裂病の現象学』，みすず書房，

1994 年 

ヴォルフガング・ブランケンブルク著（木村敏・生田孝監訳）『目立たぬものの精神病理』、みすず書房、

2012 年 

加藤忠史著『岐路に立つ精神医学―精神疾患解明へのアプローチ』、勁草書房、2013 年 

加藤敏編著 『レジリアンス 文化 創造』，金原出版，2012 年 



 

 

Paris,J.,Phillips,J.ed.: Making the DSM-5. Concepts and Controversies. Springer,2013. 

Andreasen,N.C.:DSM and the death of phenomenology in America ; An example of unintended con- 

sequences. Schizophrenia Bulletin 33: 108-112, 2007 

Kendell, R, Jablensky, A: Distinguishing between the validity and utility of psychiatric diagnoses. 

Am.J. Psychiat. : 4-12, 2003. 

 

 邦訳のない外国語文献についてはそのつど指示し、重要なものは抄訳ないしレジュメを配布する。写真

や図表については、その都度パワーポイントでもって映写する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

DSM-5 の構成をよく知っているか。自ら選んだ精神疾患・臨床的問題についてよく理解し、研究テーマと

関連・対比して論述することができるか。 

○評定の方法 

授業での質疑や議論への参加   50％       

課題レポートでの達成レベル   50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

19 年ぶりに改訂された DSM-5 がメンタルヘルス関係者の注目を集めている。カテゴリーからディメン

ションモデルへの移行は部分的にとどまったが、精神疾患の病因をめぐって、ある種のパラダイム・シフ

トが起こりつつあることは間違いない。 

DSM による診断は、精神疾患についてのあらゆる理解と知識の統合を要求する、きわめて要求水準の高

い専門レベルの仕事である。人権尊重への配慮がいっそう問われるこれからの福祉社会では、精神保健や

心理臨床の専門家にもアカウンタビリティ（説明責任）が求められる。 

このことを踏まえ、前半は実証的な研究法に役立つスタンダードなテーマを並べたが、後半は患者さん

の個別性、文化・社会の多様性にも関わらずそこに現れる病態の普遍的な形への問題意識から、DSM-5 か

ら零れ落ちたテーマも採用した。 

教員は現役の精神科医である。受講生の諸君も、同時代の臨床的問題について、大いに学問的刺激をう

けて、ともに議論してほしい。 

13．オフィスアワー 講義前後。初回授業で周知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ ICD-10 と DSM-Ⅳ 精神医学における診断学の歴史（大島） 

【学習の目標】 WHO の ICD-10 と DSM の違いを理解し、まず米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」Diagnostic 

and statisticmanual,1994, APA にとり入れられた新機軸について学ぶ。本科目の眼目は、現行の DSM-5（2013

年）の概要を把握することに置かれているが、まずは操作的診断基準の概念史について十分な理解をもってほしい。 

【学習の内容】 １）精神疾患の診断が国や学派によって一致しなかったのはなぜか。  

２）DSM-Ⅲはそれをどのように乗り越えようとしたか。 

３）これによって精神医学にどのような地殻変動が生じたか。 

４）DSM-Ⅲ以降の精神医学によって失われたものはなにか。 

【キーワード】 論理実証主義（ウィーン学団），操作主義，C. G. ヘンぺル，セントルイス・グループ，ファイナー基準 

【学習の課題】 １）DSM-Ⅲの基本方針、「理論に偏らない」(atheoretical) 診断手順を追体験してみる。 

２）米国の伝統であった力動精神医学と DSM-Ⅲ以降の新クレペリーン主義との違いを知る。 

３）ドイツ精神病理学からの批判のポイントについて理解する。 

４）21 世紀に米国の精神医学がどのように展開していくか予測してみる。 

【参 考 文 献】 佐藤裕史，G. E. Berrios : 操作的診断基準の概念史─精神医学における操作主義，精神医学 43(7) : 704-713, 2001. 

【学習する上での留意点】 WHO による国際疾病分類（ICD-10）との互換性、および若干の差異に留意すること。2018 年改定の

ICD-11 の変更点についても調べてみる。 

2 . テ ー マ DSM‐Ⅳから DSM-5 への移行（大島）  

【学習の目標】 精神医学における国際的な研究のほとんどは DSM-Ⅳを用いて行われてきた。この操作的診断基準の使用法に精通

し、主要な精神疾患の診断ないしアセスメントの仕方について概要を把握する。合わせて、DSM-5 における主要

な変更点について整理する。 

【学習の内容】 １）DSM-Ⅳおよび 5 における精神疾患および他の状態の基本定義について理解する。 

２）伝統的に神経症（ないしヒステリー）とされた病態は、DSM-Ⅳおよび 5 ではどこに配置されているか。 

３）多軸評定の構成に即して、クライエントに関する多面的な情報を効率よく整理する。 

４）病型、重症度・経過の特定用語、暫定診断、特定不能のカテゴリーについて理解する。 

５）精神疾患の DSM-5 での変更点について確認する。 

【キーワード】 現実検討能力（reality testing）、カテゴリーとディメンジョン、転換性障害、解離性障害、不安障害、身体化障害、

外傷後ストレス障害（PTSD）、GAF 尺度、プレコックス感 

【学習の課題】 １）DSM-Ⅳケースブックから精神分裂病(統合失調症)、気分障害、その他の代表的症例を抜き出し、その診断手

順を確認してみる。 

２）鑑別診断における「ルールイン」（同定）と「ルールアウト」（除外）の手順に即して、各自でフローチャート

を作成してみる。 

３）機能の全体的評定(Global Assessment of Functioning, GAF)尺度にもとづいて、クライエントの精神保健およ

び適応について評価してみる。 

４) これらが DSM-5 において少なからぬ変更をこうむったことを学ばなければならない。 

【参 考 文 献】 高橋三郎，大野裕監訳『DSM-5，精神疾患の分類と診断の手引き』(MINI-D)，医学書院，2014 年 

        Ｊ．パリス（松崎朝樹監訳）『DSM-5 をつかうということ―その可能性と限界』，メディカル・サイエンス。イン

ターナショナル，2015 年 

【学習する上での留意点】ドイツ語圏精神病理学における統合失調症に関する代表的著作（コンラート，ブランケンブルク，チョン



 

 

ピ）の併読をすすめる。西欧精神医学と米国精神医学のあいだには、どうしても知的伝統の相違ゆえの齟

齬が生じがちである。 

3 . テ ー マ 精神病症状評価尺度（BPRS,SAPS, SANS, PANSS）と基底症状評価尺度（BSABS,SPI-A, EASE）（大島） 

【学習の目標】 精神科で頻用される代表的な評価尺度の構成を理解し、それらの正しい適用について学ぶ。  

精神症状の測定方法に関する信頼性と妥当性の統計学的検定について理解する。 

Huber らの基底症症状学説について理解し、統合失調症の早期発見、自我障害の評価に有用な新しい症状尺評価尺

度 SPI-A, EASE について理解する。 

【学習の内容】 １）それぞれの評価尺度の項目の名称と定義について十分な理解をもつ。 

２）精神症状測定の信頼性に対して、これまで十分な考察がなされなかったのはなぜか。 

３）評価尺度が測定すべきものをどれだけ正しく測定しているか、その程度を妥当性という。 

４）妥当性の検討には、他の尺度との比較による方法となんらかの外的規準を用いる方法とがある。 

【キーワード】 評価手技，rating scale と instrument，被験者分散，状況分散，基準分散，観察分散，信頼性検定のデザイン，信

頼度の計算方法，構成上の信頼性，妥当性の検討 

        簡易精神症状評価尺度(BPRS)，ハミルトンうつ病評価尺度（HDS），陽性症状評価尺度（SAPS），陰性症状評価

尺度(SANS)，ハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D），長谷川式簡易痴呆スケール(HDS) 

【学習の課題】 1）BPRS,HDS, SAPS, SANS, PANSS、HAM-D について説明できる。 

2）信頼性検討の研究で用いられる Cohen のκ係数、評価尺度の内的整合性の指標となる Cronbach のα係数につ

いて理解する。 

3）健常者を対象に 2 人の評定者によって HAM-D を施行してみる。 

4）各自、自らの研究計画のなかで使えそうな評価尺度をいくつか選んでみる。 

【参 考 文 献】 北村俊則著『精神症状測定の理論と実際（第２版）』，海鳴社，1995 年 

   Gross, G., Huber, G., Klosterkötter, M., Linz, M. : BSABS. Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms. 

1st English Edition. Shaker Verlag, Aachen, 2008. 

Klosterkoetter, J. et. al. : Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Ach. Gen. Psychiatry 25 :  

158-164, 2002. 

Kazunari Oshima, Tsukasa Okimura, Tomoaki Yukizane, Katsuhiro Yasumi, Astushi Iwawaki, Toru 

Nishikawa and Seiichi Hanamura ：Reliability and diagnostic validity for schizophrenia of the Japanese 

version of the Bonn Scale for Assessment of Basic Symptoms (BSABS)．Med Dent Sci（57）ｐ83－94,2010；

57ed  

【学習する上での留意点】教員が取り組んでいるボン大学基底症状評価尺度（BSABS）について、信頼性と妥当性を測定する手順

を具体的に示したい。経験的・実証的研究に着手しようとしている院生たちにとっては、なによりも重要

であると考えている。ここで学んだ症状評価尺度についての知識は、修士論文のデザインにも寄与すると

ころが大きいだろう。  

4 . テ ー マ 精神医学における神経心理学（先崎） 

【学習の目標】 神経心理学的障害とは何か、どのような疾患があるのか、どのような治療を行うのかについて理解する。 

【学習の内容】 脳損傷による各種神経心理学的障害の種類、評価、回復、治療について学ぶ。 

        あわせて日本のリハビリテーションについて学ぶ。 

【キーワード】 注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害、前頭葉障害、外傷性脳損傷、低酸素脳症 

【学習の課題】 外傷性脳損傷、脳卒中、前交通動脈瘤破裂、低酸素脳症 

【参考文献】  江藤文夫ら編『高次脳機能障害のリハビリテーション』医歯薬出版 2004 年 

        立神粧子『前頭葉機能不全その先の戦略』医学書院 2010 年 

        山鳥重ら『高次脳機能障害マエストロシリーズ１ 基礎知識のエッセンス』医歯薬出版 2007 年 

        日本高次脳機能障害学会 教育・研修委員会編『注意と意欲の神経機構』新興医学出版 2014 年 

        正門由久編『リハビリテーション評価 ポケットマニュアル』医歯薬出版 2011 年 

        先崎章『高次脳機能障害 精神医学・心理学的対応ポケットマニュアル』医歯薬出版 2009 年 

【学習する上での留意点】 行政上の用語と一般医学での用語と精神医学での用語との間に微妙に違いがあることに留意する。 

             大脳の局在機能、脳神経構造の解剖と機能についての基礎知識があることが学習の前提となる。 

5 . テ ー マ DSM-5 における気分障害とうつ病の多様性と異種性（大島） 

【学習の目標】 DSM-5 における気分障害が、うつ病性障害、反復性うつ病性障害、双極性障害と分類されるに至った経緯を環境・

遺伝などの発症要因、経過、治療反応性、予後の観点から理解する。 

現代におけるうつ病の多様性、異種性に関して理解する。 

【学習の内容】 現代日本においてうつ病患者は 1990 年代末から著明に増加し 100 万人を超えている。バブル経済の崩壊や SSRI

の普及による見かけ上の増加など指摘されている。また一方で、自殺既遂者は 1998 年以降年間 3 万人をこえ、自

死家族の面接による研究では、自殺には精神疾患だけでなく身体疾患や家族の病気、経済問題、アルコール依存な

ど複数要因が関与していることが分かった。2006 年自殺対策基本法、自殺総合対策大綱をうけ、自殺防止研究、ネ

ットワークが広がり、各自治体では独自の対策を立て、2010 年以降、年間自殺数は減少に転じた。 

また、精神疾患が厚労省医療計画の 5 疾病に入ったが、他の 5 疾病の脳血管障害では発作後の約 25 パーセントに

うつが合併していることが知られ、早期治療が推奨される。一方、抗うつ薬の治験では、SSRI の反応率が高くな

く、内因性以外のうつ病が含まれている可能性があるなど、異種性の問題がある。これらの背景を踏まえて、うつ

病の多様性を理解し、異種性に応じた薬物療法、マネージメント、諸機関との連携、総合的な治療を学んでいく。 

【キーワード】 うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、双極一型障害、双極二型障害、SSRI、気分安定薬、認知療法、 

社会リズム療法、 ストレスケア病棟 

【学習の課題】 DSM-5 の気分障害の分類を理解できる。臨床像と経過から診断できる。 

【参考文献】  自殺対策基本法、自殺総合対策大綱 

【学習する上での留意点】 身近な問題として関心をもち勉強していこう。 



 

 

6 . テ ー マ エビデンスに基づいた薬物療法（大島） 

【学習の目標】 近年、第二世代型抗精神病薬や選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）の開発によって、精神科臨床は少な

からぬ変容を遂げつつある。薬物療法は精神療法と対立するどころか、むしろその前提と考えるべきであることを、

しっかり頭に入れてほしい。 

【学習の内容】 １）抗精神病薬、抗うつ薬・抗躁薬の開発の歴史について学び、現況を知る準備を整える。 

２）第二世代抗精神病薬のメリットについて学び、従来薬からの切り替えのノウハウについて学ぶ。 

３）選択的セロトニン再取り込み阻害剤の諸種の適応について学び、効果のエビデンスについて知る。 

４）抗不安薬・睡眠薬の薬理の概要を把握し、その使い方についても一応の知識を得る。 

【キーワード】 セロトニン‐ドパミン拮抗薬（ serotonin-dopamine antagonist,SDA）、多元受容体標的化抗精神病薬

（multi-acting-receptor- targeted-antipsychotics,MARTA）、選択的セロトニン再取り込み阻害剤（selective 

serotonin reuptake inhibitor,SSRI）、セロトニン‐ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（serotonin-noradrenaline 

reuptake inhibitor,SNRI）、ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬（noradrenergic and 

specific serotonergic antidepressant,NaSSA） 

【学習の課題】 １）PET を用いた分子イメージングによる抗精神病薬の薬効評価という最新の成果について概観しておく。 

２）D2 受容体占有率と EPS(extrapyramidal symptom)の発現との関係から therapeutic window が確定できる。 

３）向精神薬の副作用について、その症状と対策に即して網羅的に一瞥しておく。 

４）精神科薬物療法と認知行動療法との折り合いについて、具体的な治療例を思い描いてみる。 

５）以上を踏まえて、精神疾患と薬物療法の心理教育を行うことができる。 

【参 考 文 献】 融 道男著『向精神薬マニュアル 第 3 版』、医学書院、東京、2008 年 

【学習する上での留意点】 

        一歩進んで考えてみよう。 

１）向精神薬のシナプスにおける作用部位について、模式図を見ながらよく理解する。 

２）精神科治療薬の効果がゆっくり発現することから、その薬理機序について推測してみる。 

３）シナプス伝達に関する従来の見方がどのように更新されたか、最新の知見にあたってみる。 

7 . テ ー マ 境界性パ―ソナリティ障害の治療システム（大島） 

【学習の目標】 DSM－Ⅳ以降の境界性パーソナリティ障害の治療について知る。 

【学習の内容】 DSM-Ⅳにおけるパ―ソナリティ障害のクラスター分類は、ドイツ精神医学の精神病質の類型をもとにし、精神分

析治療の経験による特有の防衛機制、パーソナリティを測定する視点が加わったが、カテゴリー分類に近いもので

ある。すなわち、奇妙で風変わりに見える A 群、演劇的・情緒的・移り気に見える B 群、不安と恐怖を特徴とす

る C 群である。 

        ここでは、B 群の境界性パーソナリチィ障害 BPD の治療について学ぶ。見捨てられ不安と、スプリッティングと

行動化傾向を主徴とする BPD は当初は精神分析の経験から生まれた。その治療は、70－80 年代は入院治療が中心

であったが、個人精神療法という二者的な関係から困難を生じるため、90 年代後半以降、外来中心のマネージメ

ントと短期入院を合わせた総合的治療に変化していく。外来、短期入院、デイケア、保健所などのネットワークが

重要であるが、ここ 10 年来は学校や福祉、さらには児童相談所など医療の外延において目立ってきている。引き

こもりや自己愛的傷つき、うつ病の背景のパーソナリティ障害、等等。現在の臨床の変化に注意を払いながら、パ

ーソナリティ障害の臨床を学ぶ。 

【キーワード】 境界性パーソナリティ障害、精神分析、集団精神療法、弁証法的行動療法 

【学習の課題】 1) 境界性パーソナリチィ障害を特徴づける防衛機制を理解し、説明できる。 

        2）マスターソン、カーンバーグ、ガンターソンなどの理論は各々の臨床実践と直結しているが。代表的理論の特

徴を理解できる。 

【参考文献】  牛島定信編『境界性パ―ソナリティ障害 日本版治療ガイドライン』，金剛出版，2008 年 

        J.G.ガンダーソン著（黒田章史訳）『境界性パーソナリティ障害 クリニカルガイド』,金剛出版，2006 年 

【学習する上での留意点】パーソナリティ障害の母親と養育、子供の虐待など、現代的問題を考えてみる。  

8 . テ ー マ 施設精神療法における精神療法家と看護スタッフの役割（大島） 

【学習の目標】 フランスの施設精神療法における施設における精神分析家と看護スタッフの役割の論争を参照し、現代の精神科治

療システムにおける、治療者、精神療法家、看護スタッフの機能について考えてみる。 

【学習の内容】 フランスにおける施設精神療法という言葉は 1952 年に G.Daumezon らによる精神病患者に対する院内の治療環境

整備の必要性を主張した論文に端を発する。その後 institution(施設/制度)においてどのような枠組みで精神療法を

行っていくのかという問題が提起された。ラカン派の J.Oury と正統派フロイディアン P.C.Racamier の間で論争

が起こり、施設における分析家と看護スタッフの機能に関する理論的相違から施設精神療法は二つに分かれた。

Racamier は看護者の精神療法への参入、とりわけ解釈する行為は、看護の葛藤状況にさらなる混乱を招くものと

して警戒すべきで、看護者の職務を客観的現実性としての調停、伝達および看護に限定する施設的看護が重要と考

えた。一方で、入院治療のマネージメントと施設内で精神療法を行う医師の二つの機能とを区別し、二重焦点性と

呼んだ。フランスの地域精神医療システムのセクトリザシオンのなかで正統的な精神分析理論を遵守し、施設精神

療法が展開されていった。これに対して、J.Oury の方はセクター医療には参加せず、地方の城館を改装した私設

病院 Clinique La Borde で精神病患者の疎外 aliénation の問題を提起し続け、「制度を使った精神療法」として展

開していった。 

例えば施設的治療と位置づけられているフランス独自の個人精神分析的サイコドラマについて集団精神療法と対

比して考えてみる。 

【キーワード】 施設精神療法/制度を使った精神療法､セクトリザシオン､二重焦点性､集団精神療法､個人精神分析的サイコドラマ 

【学習の課題】 各人が専門とするまたは関心のある精神療法の理論/実践をどのようなフィールドでチームの中で効果的に実践で

きるか考えてみる。  

【参考文献】  大島一成 他，『フランスの精神科医療事情』，精神科 31(3)，2017 年  

【学習する上での留意点】 現代の治療チームの問題として考えていきましょう。 



 

 

9 . テ ー マ 小児・思春期精神科の治療システムと療育（大島） 

【学習の目標】 本邦での小児・思春期精神科医療システムの特徴と問題点をフランスのシステムと対比して考える。 

【学習の内容】 本邦の小児精神医療は、かつては医療と療育が分かれているのが特徴であった。広汎性発達障害が増加し自閉症ス

ペクトラム概念の広まることで、医療でも療育を扱う必要が生じ、療育でも医療の介入が必要になってきている。

児童福祉法、学校教育法にかなり遅れて、精神保健福祉法が成立したこととも呼応して、小児精神医療がここ 10

年進んできたように見える。しかし、いまだ、小児精神科医の数は十分とは言えず、研修施設の数は不十分である。

小児精神科医数の人口比率が他国に比べて格段に多いフランスの小児・思春期精神科の治療システムを紹介する。

フランスでは 1954 年 Pitié-Salpêtrière 病院では最初の小児思春期精神科の講座が開かれ、現在ほとんどの大学医

学部付属病院では小児思春期精神科が、成人の精神科と独立して存在する。セクタ―医療では 1964 年には小児・

思春期、母子の外来施設 Centre Alfred Binet が開設され、小児精神科とともに乳幼児精神医学が実践された。乳

幼児に対する精神分析的アプローチとは、母子面接を継続して行い、そこでの乳幼児と母の情緒の表出・相互作用

を観察し、介入していくことである。ラカン派の M.C.Laznik は ASM13 での長年の臨床経験から、近年、乳幼児

に向けられる母親言葉（マザリーズ；motherise）の声と韻律の質を重視し、母子面接セッションのなかで精神分

析家の介在を通して母親の声や反応が変化することで自閉症の子供の症状に変化が生じると論じている。 

また、1960 年代より精神分析的視点だけでなく精神運動機能 psychomotiricité を重視する当時の新しい視点を取

り入れ、小児の情緒・言語・精神運動発達の障害にたいして、精神運動療法士や言語療法士を含むチームで長期治

療を行うアプローチを採用した。 

また治療的里親制度、個人精神分析的サイコドラマなど、特徴的な治療様式についても紹介したい。 

【キーワード】 児童相談所、入所施設、里親制度、パーソナリティ障害の母親と子供、乳幼児精神医学 

【学習の課題】 関心のある小児・思春期の治療システムについて調べてみる。 

【参考文献】  大島一成 他，『フランスの精神科医療事情』，精神科 31(3)，2017 年 

【学習する上での留意点】 外国の小児精神医療について調べてみよう。 

1 0 . テ ー マ 身体的リハビリテーションと精神科（先崎） 

【学習の目標】 総合病院や一般病院の中で精神医学に求められる事柄を理解する。 

【学習の内容】 身体障害と精神障害の合併例にどのように対処、治療していくか、症例をとおして理解する。 

【キーワード】 障害適応、障害受容、自殺未遂、飛び降り、鉄道飛び込み、解離性障害、転換性障害 

【学習の課題】 うつ病、統合失調症、転換性障害、パーソナリティ障害についての基礎知識と応用 

【参考文献】  先崎章『精神医学・神経心理学的対応 リハビリテーション』医歯薬出版 2011 年 

        森本榮 編『高齢者の理学療法 第 2 版』三輪書店 2011 年 

        日本認知症ケア学会編『改訂 5 版 認知症ケアの実際Ⅱ各論』ワールドプランニング 2016 年 

【学習する上での留意点】 自殺未遂による身体障害者 転換性障害者など多くの場合、身体科に通院しています。 

1 1 . テ ー マ 精神医学と精神医療（先崎） 

【学習の目標】 精神医学の視点から、日本の精神医療、精神科リハビリテーションについて捉えなおしてみる。 

【学習の内容】 日本の精神医療、精神科リハビリテーションについて、精神医学の視点らみた課題と展望について学習する。 

【キーワード】 リハビリテーション、疾病と障害の共存、障害者総合支援法、精神保健医療福祉の改革ビジョン、偏見 

【学習の課題】 日本の精神医療の立ち位置を理解する。 

        現在、精神医療従事者に求められている事柄について理解する。 

【参考文献】  最近の精神神経誌、社会精神医学会雑誌に掲載された精神医療に関連する論文 

        ノーマン・サルトリウスら著『パラダイム・ロスト』中央法規 2015年 

        精神保健福祉白書 2018 年版 精神保健福祉白書編集委員会編（中央法規出版） 

        精神保健福祉白書 2017 年版 地域社会での共生に向けて 

精神保健福祉白書 2016 年版 精神科医療と精神保健福祉の協働 

精神保健福祉白書 2015 年版 改革ビジョンから１０年―これまでの歩みとこれから 

精神保健福祉白書 2014 年版 歩み始めた地域総合支援 

精神保健福祉白書 2013 年版 障害者総合支援法の施行と障害者施策の行方 

精神保健福祉白書 2012 年版 東日本大震災と新しい地域づくり 

精神保健福祉白書 2011 年版 岐路に立つ精神保健医療―新たな構築をめざして 

精神保健福祉白書 2010 年版 流動化する障害福祉施策 

【学習する上での留意点】 精神医学や精神医療のこれまでの歴史を知っておくことが大切です。 

1 2 . テ ー マ レジリエンス（大島） 

【学習の目標】 レジリエンスを手掛かりに回復を考えてみる。 

【学習の内容】 レジリエンスという用語は今日、精神保健、福祉の分野を中心に多領域で広く使われている。当初 E.Wernerがカ

ウアイ島における逆境で育った子どもの1955年からのコホート研究で、思いやりのある有能で信頼できる成人とな
った場合の個体・環境因子をレジリエントと呼んだ。特に英米圏で研究が進み、①レジリエンスの因子，②プロセ
ス、③力（force）の三つの段階を経ながら概念が変化してきた。①は防御因子、環境因子、②は回復プロセス、③

は生物学的要因、と精神保健の領域では考えることができる。フランス語圏ではレジリアンスと発音するが、ここ
では仏語圏の研究をレビューし、子供の精神医療でのレジリアンスにかかわる治療概念、乳幼児精神医学、治療的
里親制度等について紹介し、つぎに移民の子供の発達、思春期のアイデンティティの問題を論じる。 

【キーワード】 resilience 

【学習の課題】 1）様々な領域でのレジリエンスという用語の使用法を検討してみる。 

        2）福祉の領域、医療では、ある疾患ではレジリエンスはどういうことをさすのか考えてみる。 

【参考文献】  大島一成, 阿部又一郎著：『レジリアンス概念の歴史と現状－フランス語圏を中心に－』, 加藤敏、八木剛平編．   

レジリアンス‐現代精神医学の新しいパラダイム、金原出版，2009 年. 

 セルジュ・ティスロン著（阿部又一郎訳）『レジリエンスーこころの回復とは何か？』 白水社クセジュ,2016 年.  

【学習する上での留意点】 メタファーとしての言葉の力に着目して、レジリアンス概念によって、現在の精神保健福祉領域でどう

いう問題に焦点をあてることができるだろうか。 



 

 

1 3 . テ ー マ 多文化間精神医学（移民の精神医学、民族精神分析）（大島） 

【学習の目標】 多文化間精神医学（民族精神医学、民族精神分析）について知る。 

【学習の内容】 例えばDSM－５におけるPTSDは民族精神医学の視点からは別の捉え方をすることが可能である。フランスのG.

ドゥブル―は、相補性を精神医学にも導入し、二つの文化が衝突するときの症状発現を原文化に所属する患者と西
欧モデルの治療システムの二重性を問題にし、民族精神医学を提唱した。その後継者、T.ナタンは、「いくつかの

生の事実が二つの言説（民俗学的、心理学的）を引き出す」ことに着目し、この二つの言説は、「同時にとらえる
ことができないこと、またこの特異性が生の事実からではなく、それを説明しようとする科学的手続きに由来して
いる」とG.ドゥブルーの考えを進めた。フランスにおいては、民族精神医学の対象は移民一世から二世、三世に進

み、移民の子供の精神医学が進んできた。フランスにおける精神障害や不適応を呈する移民の子供に対するM.R.

モローの多面的アプロ―チを紹介し、移民の子供の臨床的問題（二文化併存・二言語併存、同一性の変遷、家族の
問題等）について論じる。 

本講義では、症例を提示し、相補性、二重性の臨床的問題を考察する。 

【キーワード】 民族精神医学、民族精神分析、二重性、相補主義（補完主義） 

【学習の課題】 現在の日本の移民の問題をひとつ取り上げ考えてみよう。 

【参考文献】  大島一成，阿部又一郎著．『移民の子どものレジリアンス―その臨床的問題とフランスにおける治療システム． 

加藤 敏・編．レジリアンス，文化，創造』金原出版，2012年  
【学習する上での留意点】 日本において、多文化の衝突・分裂がどういう形に表れて、どう融合していくのか、考えてみよう。 

また、PTSD が異文化でどうあらわれるのか、多文化間精神医学的に考えてみよう。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第１回から第 6 回の授業内容と全シラバスの内容を踏まえて、医療・臨床心理・福祉・教育など
の現場、相談業務（実習を含む）において学生が経験した事例あるいは臨床的問題について A４用紙 2 枚（本文

2400 から 2800 字程度）で論ぜよ。施設の特徴と症例提示、症例がない場合は臨床的問題について論じる。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 6 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 7 の授業開始時に提出。提出後、スーパービジョン、質疑応答、グループディカッショングを第 7 回、

第 8 回の授業終了後、教室で行う。 

事後学習：スーパービジョン、グループディカッショングを行った後、その体験を振り返り、自分がスーパーバイ
ズする立場見にたってコメントしてみる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：全講義と全シラバスの内容を踏まえ、関心のある臨床の理論を一つ選び、その理論が必要となり
形成された現場の背景、その理論の可能性について論ぜよ。A４用紙 2 枚（本文 2400 から 2800 字程度）にまとめ

る。 

実施時期：学生が事前に課題のレポートを書き始め、第 11 回の授業後に助言・指導する。 

提出期限：第 12 回の授業開始時に提出。提出後、第 12 回、第 13 回の授業終了後、グループディスカッションを

行う。 

事後学習：グループディスカッションを行った後、その臨床の理論について振り返る。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 経営財務特論 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 SSMP5354 

２．授業担当教員 平 仁 

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 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

経営財務論は，「企業価値を高めるためには，財務戦略をどう展開したらよいか」を考察する。本講義は，

企業のそのような意思決定に有益な経営財務の理論を学び，実務への応用力を養うことを目的とする。そ

のための方法論としてケーススタディーを用い、実践的な検討をしていく。したがって、本講座では、経

済学の基礎理論はもとより、学部レベルの統計学・金融論を理解していることを求める。少なくとも、知

識が乏しい学生は初段階のうちに学部レベルの教科書を自習する必要があり、前半部では学部レベルの金

融論の知識の確認を行う。 

その上で，これまでの日本企業の財務戦略とその問題点や今後の課題を理論的なフレームワークに基づ

いて議論する。経営財務論には，その理論体系が企業の現場で活用されているという点では，経済・経営

系の学問の中では，現場との関係が強いという特徴がある。同時に，現場で得られた知見のフィードバッ

クが学問の展開につながっているのも特徴であり，こうした相互関係に注視した議論を行う。 

８．学習目標 

・金融論に関する知識を使いこなせるようになる。 

・コーポレート・ファイナンスの主要な理論を理解できるようになる。 

・これらの理論が、実際の企業活動にどう活用されているかを把握できるようになる。 

・実際の事例を踏まえて、資金調達とＭ＆Ａについて、実践的な知識を習得する。 

・本講義を通じて、自己の研究テーマに対する金融面からの視座を手に入れる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントを課すことはないが、各章が終了するごとに各ケーススタディーにつき、私見を含めたレ

ポートを提出すること。（各ケースタディーの内容の検討が不十分な場合や私見が明確でない場合には再

提出を求める） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

＜前半＞デヴィット・ビアンキ『お父さんが教える１３歳からの金融入門』日本経済新聞社、2016 年 

＜後半＞山田晴信『ハーバード・ケーススタディ方式で企業財務を学ぶ』金融財政事情研究会、2012 年 

【参考書】適宜指示する 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．金融やコーポレートガバナンスを理解できているか 

２．金融やコーポレートガバナンスの理論を実践的に活用できるようになっているか 

○評定の方法 

 レポート          ６０％ 

 日常授業による積極的な発言 ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営財務論は、コーポレート・ファイナンスと呼ばれる科目とほぼ同内容であり、企業経営や企業財務

に活用される、経済学（ミクロ経済学・マクロ経済学）や金融論、統計学、会計学の知識に基づいた応用

領域です。したがって、大学で当該科目を勉強したことがない受講生は、少なくとも、受講前に入門レベ

ルのテキストを一読してくることが必要である。また、本学の特徴である双方向対話型授業を効果的に行

うためには、事前学習の準備が不可欠であり、後半部ではケーススタディーを行うので、テキストのケー

スについて自己の意見を事前に形成してこなければ、効果的な議論・検討ができません。初学者であって

も対応しますが、大学院における少人数のゼミ形式の授業は、双方向対話型授業の効果がより発揮できる

場所であるので、相応の覚悟をもって受講してもらいたい。 

13．オフィスアワー 追って指示する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 
＜前半＞第 1 章カネ、カネ、カネ、第 2 章おカネのいろいろな支払い方、第 3 章株式市場はかっこいい、第 4 章株

を売買してみよう 

【学習の目標】 金融取引が行われる意味を理解する。株式の意味と機能を理解する。 

【学習の内容】 お金の機能、為替の仕組み、仮想通貨、インターネットバンキングやクレジット取引の仕組み、株式市場とは何か。

株式（証券）の意味、株式指標の意味 

【キーワード】 通貨、ドル、ユーロ、為替レート、ビットコイン、小切手、口座段高、自動引き落とし、インターネットバンキン

グ、クレジットカード、デビットカード、送金、株式市場、株式取引所、株券、証券、時価総額、ビッド、アスク、

スプレッド、株式指標、ダウ平均、日経平均、TOPIX、新規株式公開（IPO）、証券取引委員会、押し目買い、ブ

ル、ベア、評価損益、リスクオン、リスクオフ、株式チャート、相場の天井、相場の底、株価レンジ、ロング、シ

ョート（空売り）、超高速取引（HFT）、レバレッジ 

【学習の課題】 ・金融取引の機能と意味を理解する。 

        ・株式投資の際に適切な行動を取ることができるようになる。 

【学習する上での留意点】 教科書の知識を実践的にイメージするよう意識すること。 

  



 

 

2 . テ ー マ 
＜前半＞第 5 章オプション、第 6 章ファンド、第 7 章債権と譲渡性預金、第 8 章企業分析、第 9 章おカネを借りる、

第 10 章金利 

【学習の目標】 ・株式投資の応用編となるオプションやファンドの取引を理解する。 

        ・債権と株式の異同を理解する。 

        ・投資先企業の分析できるようになる。 

        ・事業資金のための融資の考え方を理解する。 

【学習の内容】 オプション取引、ファンドの意味とその機能、債券取引、企業分析のために必要な情報とは何か 

【キーワード】 オプション、コール（売る権利）、プット〔買う権利〕、償還日、行使価格、権利放棄、ファンド、ファンドマネジ

ャー、インデックスファンド、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、債権、額面、利回り、ジャンクポッド、

中期、長期、債務不履行〔デフォルト〕、ベーシスポイント、譲渡性預金（CD）、株価収益率（PER）、市場シェア、

清算価値、買収、配当、償却前税引前利益（EBITDA）、決算発表、四半期報告、業績予想、自社株買い、上場企

業、非上場企業、住宅ローン、抵当権、差押え、信用格付け、破産、LIBOR、単利、複利、APR（実質年利） 

【学習の課題】 ・オプションやファンド、債権の機能と意味を理解し、株式との違いを考える。 

        ・企業分析を使って様々な会社を分析する。 

        ・金融機関が資金融資を行うための判断基準を理解し、融資を受ける方法を考える。 

【学習する上での留意点】 株式との違いを常に意識すること。企業分析の手法は就職活動にも活用できることを意識すること。 

3 . テ ー マ 
＜前半＞第 11 章純資産、第 12 章税金、第 13 章経済、第 14 章ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティ、

第 15 章おカネに賢く 

【学習の目標】 ・金融以外の分野がファイナンスに与えている影響を理解する。 

        ・ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティの機能を理解する。 

【学習の内容】 会計、税、財政、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティ 

【キーワード】 資産、負債、純資産、資産および収支報告書、総収入、総利益、所得税、固定資産税、消費税、キャピタルゲイン

税、社会保障税、連邦準備制度（FED と FRB）、GDP（国内総生産）、予算、財政、ベンチャーキャピタル、デュ

ーデリジェンス、プライベートエクイティ、 

【学習の課題】 ・後半部で活用する情報を整理する。 

        ・ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティの活用法を考える。 

4 ～ 6 . テーマ ＜後半＞第 1 章 会社設立 

【学習の目標】 ・キャッシュフロー計算書の見方を理解する。 

・各種の資金調達方法を理解し、実践的に使えるようになる。 

【学習の内容】 財務諸表（特にキャッシュフロー計算書）の見方，予実管理の方法，資金調達の方法，投資評価の分析方法 

【キーワード】 貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書，営業ＣＦ，投資ＣＦ，財務ＣＦ，運転資金，予算，資金調達，

内部資金，外部資金，融資，現在価値，正味現在価値(NPV)法，CAPM，WACC，DCF，FRICT 

【学習の課題】 ・財務三表の構造と見方を復習する。 

・会計で重視する「利益」と経営財務で重視する「キャッシュフロー」との違いを確認する。 

・DCF 法を使ってキャッシュフローの現在価値を算出できるようになる。 

・WACC の定義と意味，求め方を理解する。 

7～10.テーマ ＜後半＞第 2 章 上場（IPO）と M&A 

【学習の目標】 ・直接金融による資金調達の意味を理解する。 

        ・M&A による事業拡大の意味とその限界を理解する。 

【学習の内容】 上場することの意味，M&A の意味 

【キーワード】 株式分割，第三者割当増資，新株予約権（ストックオプション），増資，現物出資，上場（IPO），内部収益率（IRR），

M&A，TOB，敵対的 M&A，友好的 M&A，デューデリジェンス，マルティプル法，株価収益率（PER），PBR，

EBITDA，シナジー効果，買収プレミアム 

【学習の課題】 ・株式による資金調達の方法と特徴を理解する。 

・上場のメリットとデメリットを考える。 

        ・M&A のメリットとデメリットを考える。 

1 1 . テ ー マ ＜後半＞第 3 章 企業戦略とビジネスポートフォリオ 

【学習の目標】 事業戦略と財務戦略のかかわりを理解する。 

【学習の内容】 事業の選択と集中 

【キーワード】 マーケットシェア，格付，レバレッジ効果，選択と集中，ジョイントベンチャー，MBO 

【学習の課題】 ・事業戦略と財務戦略の関係性を理解して、事業の選択と集中を行うための代替案を考える。 

12～13.テーマ ＜後半＞第 4 章 金融・資本市場の動向と資金調達手段の選択 

【学習の目標】 代替シナリオを含めた財務戦略を考えられるようになる。 

【学習の内容】 複数年における金融・資本市場の動向から財務戦略を捉える。財務戦略の変更と事業戦略の変更。 

【キーワード】 資金調達計画，売上高営業利益率，総資本回転率，総資産営業利益率（ROA），自己資本当期純利益率（ROE），

自己資本比率，D/E レシオ，配当性向，短期金利，長期金利，日経平均，イールドカーブ，デフォルトリスク 

【学習の課題】 ・資金調達を行う時期とその手段を考える。 

        ・財務戦略の変更を迫られた場合の事業戦略との関係性を考える。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 6 回～第 8 回の授業内容を踏まえ、会社を設立するにあたって、なにが必要であるのか、自分
の言葉でレポートしなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1400 文字程度） 

実施時期：第 8 回（実施回第 6 回）授業の後に実施する。 

提出期限：第 9 回（実施回第 7 回）授業の後に回収する。 

事後学習：第 10 回（実施回第 8 回）授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 9 回～第 12 回の授業内容を踏まえ、M&A戦略のメリットとデメリットについて、自分の言葉で
レポートしなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1400 文字程度） 
実施時期：第 12 回（実施回第 10 回）授業の後に実施する。 
提出期限：第 13 回（実施回第 11 回）授業の後に回収する。 
事後学習：第 14 回（実施回第 12 回）授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 経営財務特論 （2 単位） 名古屋 

３．科目番号 SSMP5354 

２．授業担当教員 水野 満 

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 
特に指定しないが、金融論と会計学の知識があることが望ましい。 

履修形態 

（通信教育） 
 

７．講義概要 

経営財務論は，「企業価値を高めるためには，財務戦略をどう展開したらよいか」を考察する。本講義は，

企業のそのような意思決定に有益な経営財務の理論を学び，実務への応用力を養うことを目的とする。そ

のための方法論としてケーススタディーを用い、実践的な検討をしていく。したがって、本講座では、経

済学の基礎理論はもとより、学部レベルの統計学・金融論を理解していることを求める。少なくとも、知

識が乏しい学生は初段階のうちに学部レベルの教科書を自習する必要があり、前半部では学部レベルの金

融論の知識の確認を行う。 

その上で，これまでの日本企業の財務戦略とその問題点や今後の課題を理論的なフレームワークに基づ

いて議論する。経営財務論には，その理論体系が企業の現場で活用されているという点では，経済・経営

系の学問の中では，現場との関係が強いという特徴がある。同時に，現場で得られた知見のフィードバッ

クが学問の展開につながっているのも特徴であり，こうした相互関係に注視した議論を行う。 

８．学習目標 

・金融論に関する知識を使いこなせるようになる。 

・コーポレート・ファイナンスの主要な理論を理解できるようになる。 

・これらの理論が、実際の企業活動にどう活用されているかを把握できるようになる。 

・実際の事例を踏まえて、資金調達とＭ＆Ａについて、実践的な知識を習得する。 

・本講義を通じて、自己の研究テーマに対する金融面からの視座を手に入れる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントを課すことはないが、各章が終了するごとに各ケーススタディーにつき、私見を含めたレ

ポートを提出すること。（各ケースタディーの内容の検討が不十分な場合や私見が明確でない場合には再

提出を求める） 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

＜前半＞デヴィット・ビアンキ『お父さんが教える１３歳からの金融入門』日本経済新聞社、2016 年 

＜後半＞山田晴信『ハーバード・ケーススタディ方式で企業財務を学ぶ』金融財政事情研究会、2012 年 

【参考書】適宜指示する 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．金融やコーポレートガバナンスを理解できているか 

２．金融やコーポレートガバナンスの理論を実践的に活用できるようになっているか 

○評定の方法 

 レポート          ６０％ 

 日常授業による積極的な発言 ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営財務論は、コーポレート・ファイナンスと呼ばれる科目とほぼ同内容であり、企業経営や企業財務

に活用される、経済学（ミクロ経済学・マクロ経済学）や金融論、統計学、会計学の知識に基づいた応用

領域です。したがって、大学で当該科目を勉強したことがない受講生は、少なくとも、受講前に入門レベ

ルのテキストを一読してくることが必要である。また、本学の特徴である双方向対話型授業を効果的に行

うためには、事前学習の準備が不可欠であり、後半部ではケーススタディーを行うので、テキストのケー

スについて自己の意見を事前に形成してこなければ、効果的な議論・検討ができません。初学者であって

も対応しますが、大学院における少人数のゼミ形式の授業は、双方向対話型授業の効果がより発揮できる

場所であるので、相応の覚悟をもって受講してもらいたい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1時間 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ ＜前半＞第 1 章カネ、カネ、カネ、第 2 章おカネのいろいろな支払い方 

【学習の目標】 金融取引が行われる意味を理解する。 

【学習の内容】 お金の機能、為替の仕組み、仮想通貨、インターネットバンキングやクレジット取引の仕組み 

【キーワード】 通貨、ドル、ユーロ、為替レート、ビットコイン、小切手、口座残高、自動引き落とし、インターネットバンキン

グ、クレジットカード、デビットカード、送金 

【学習の課題】 ・金融取引の機能と意味を理解する。 

【学習する上での留意点】 教科書の知識を実践的にイメージするよう意識すること。 

２ . テ ー マ ＜前半＞第 3 章株式市場はかっこいい、第 4 章株を売買してみよう 

【学習の目標】 株式の意味と機能を理解する。 

【学習の内容】 株式市場とは何か。株式（証券）の意味、株式指標の意味 

【キーワード】 株式市場、株式取引所、株券、証券、時価総額、ビッド、アスク、スプレッド、株式指標、ダウ平均、日経平均、

TOPIX、新規株式公開（IPO）、証券取引委員会、押し目買い、ブル、ベア、評価損益、リスクオン、リスクオフ、

株式チャート、相場の天井、相場の底、株価レンジ、ロング、ショート（空売り）、超高速取引（HFT）、レバレッ

ジ 

【学習の課題】 ・株式投資の際に適切な行動を取ることができるようになる。 

【学習する上での留意点】 具体的な株式投資をイメージして学ぶこと。 

３ . テ ー マ ＜前半＞第 5 章オプション、第 6 章ファンド、第 7 章債権と譲渡性預金 

【学習の目標】 ・株式投資の応用編となるオプションやファンドの取引を理解する。 

        ・債権と株式の異同を理解する。 



 

 

【学習の内容】 オプション取引、ファンドの意味とその機能、債券取引 

【キーワード】 オプション、コール（買う権利）、プット〔売る権利〕、償還日、行使価格、権利放棄、ファンド、ファンドマネジ

ャー、インデックスファンド、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、債券、額面、利回り、ジャンクボンド、

中期、長期、債務不履行〔デフォルト〕、ベーシスポイント、譲渡性預金（CD） 

【学習の課題】 オプションやファンド、債券の機能と意味を理解し、株式との違いを考える。 

【学習する上での留意点】 株式との違いを常に意識すること。 

４ . テ ー マ ＜前半＞第 8 章企業分析、第 9 章おカネを借りる、第 10 章金利 

【学習の目標】 ・投資先企業の分析ができるようになる。 

        ・事業資金のための融資の考え方を理解する。 

【学習の内容】 企業分析のために必要な情報とは何か 

【キーワード】 株価収益率（PER）、市場シェア、清算価値、買収、配当、償却前税引前利益（EBITDA）、決算発表、四半期報告、

業績予想、自社株買い、上場企業、非上場企業、住宅ローン、抵当権、差押え、信用格付け、破産、LIBOR、単利、

複利、APR（実質年利） 

【学習の課題】 ・企業分析を使って様々な会社を分析する。 

        ・金融機関が資金融資を行うための判断基準を理解し、融資を受ける方法を考える。 

【学習する上での留意点】 企業分析の手法は就職活動にも活用できることを意識すること。 

5 ～ 7 . テーマ ＜後半＞第 1 章 会社設立 

【学習の目標】 ・キャッシュフロー計算書の見方を理解する。 

・各種の資金調達方法を理解し、実践的に使えるようになる。 

【学習の内容】 財務諸表（特にキャッシュフロー計算書）の見方，予実管理の方法，資金調達の方法，投資評価の分析方法 

【キーワード】 貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書，営業ＣＦ，投資ＣＦ，財務ＣＦ，運転資金，予算，資金調達，

内部資金，外部資金，融資，現在価値，正味現在価値(NPV)法，CAPM，WACC，DCF，FRICT 

【学習の課題】 ・財務三表の構造と見方を復習する。 

・会計で重視する「利益」と経営財務で重視する「キャッシュフロー」との違いを確認する。 

・DCF 法を使ってキャッシュフローの現在価値を算出できるようになる。 

・WACC の定義と意味，求め方を理解する。 

8～11.テーマ ＜後半＞第 2 章 上場（IPO）と M&A 

【学習の目標】 ・直接金融による資金調達の意味を理解する。 

        ・M&A による事業拡大の意味とその限界を理解する。 

【学習の内容】 上場することの意味，M&A の意味 

【キーワード】 株式分割，第三者割当増資，新株予約権（ストックオプション），増資，現物出資，上場（IPO），内部収益率（IRR），

M&A，TOB，敵対的 M&A，友好的 M&A，デューデリジェンス，マルティプル法，株価収益率（PER），PBR，

EBITDA，シナジー効果，買収プレミアム 

【学習の課題】 ・株式による資金調達の方法と特徴を理解する。 

・上場のメリットとデメリットを考える。 

        ・M&A のメリットとデメリットを考える。 

1 2 . テ ー マ ＜後半＞第 3 章 企業戦略とビジネスポートフォリオ 

【学習の目標】 事業戦略と財務戦略のかかわりを理解する。 

【学習の内容】 事業の選択と集中 

【キーワード】 マーケットシェア，格付，レバレッジ効果，選択と集中，ジョイントベンチャー，MBO 

【学習の課題】 ・事業戦略と財務戦略の関係性を理解して、事業の選択と集中を行うための代替案を考える。 

1 3 . テ ー マ ＜後半＞第 4 章 金融・資本市場の動向と資金調達手段の選択 

【学習の目標】 代替シナリオを含めた財務戦略を考えられるようになる。 

【学習の内容】 複数年における金融・資本市場の動向から財務戦略を捉える。 

【キーワード】 資金調達計画，売上高営業利益率，総資本回転率，総資産営業利益率（ROA），自己資本当期純利益率（ROE）  

【学習の課題】 資金調達を行う時期とその手段を考える。         

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、「金融の役割」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（1,200 字程度） 

実施時期：第4 回の授業後に実施する。 

提出期限：第6 回の授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第7 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第5 回～第7 回の講義内容を踏まえて、「キャッシュフローの重要性」についてレポートにまとめ

なさい。 

レポート形式：A4 用紙1 枚（1,200 字程度） 

実施時期：第7 回の授業後に実施する。 

提出期限：第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 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 経営福祉研究方法特論（2 単位） 池袋 
３．科目番号 

 
SSMP5351 

２．授業担当教員 
【池袋】 城田 吉孝、岡田 広司、田中 正秀、平 仁、 

 藤田 伍一、尹 文九、佐々木 貴雄、吉沢 正広 

４．授業形態 講義、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営福祉コースの導入科目としての位置にある 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

本科目は、福祉と経営が関係している様々なテーマについて扱いながら、今後の大学院での学習に必要

な基礎的な知識の習得を図り、研究の実際にも触れることを目的とする。 

授業形式は、企業経営と関係性を持つ専門分野の教授陣によるリレー講義とする。多様な専門性を持つ
教員から直接指導を受け、広範な福祉領域と経営領域を大観させるとともに、そこから研究方法を学ぶこ

とによって、修士課程における研究テーマの確定に役立つことが期待される。 

８．学習目標 

１ 福祉サービスにおけるマーケティング・組織マネジメントの問題と、新商品開発の問題について、そ
の研究動向も踏まえて考察できるようになる。 

２ 日本的経営とアメリカ的経営の比較、日本的雇用関係の今後、福祉分野における会計の役割、公的支
援に対するガバナンスの問題などを、その研究動向も踏まえて考察できるようになる。 

３ 少子高齢化社会における社会保障制度の問題や、地域における福祉の問題を、その研究動向も踏まえ

て考察できるようになる。 

４ 本講義の総括として、受講生自らが諸外国の経営福祉の状況を検討し、２１世紀型社会と経営の在り
方について考察することによって、今後研究を行っていく上での広い視野を持てるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

Team Teaching で行われるため、授業時間に伝える。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

特に指定しない。 

【参考書】 

各テーマの参考文献を参照されたい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８．学習目標の達成度をもとに評価を行う。 

 

○評定の方法 

授業での積極的参加・発表  ５０％ 

授業での報告（課題研究と第 13 回）   ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 経営福祉コースの学生にとって、これからの研究を進めていく上での導入という位置づけにある。多く
のことを学び、その後の研究に生かしてもらいたい。 

13．オフィスアワー  授業において各担当教員に確認されたい。  

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 テ ー マ 経営パターンと福祉の関係  （藤田） 

【学習の目標】 経営の方針や態様によって福祉の在り方も変わると考えられるので、経営パターンとして「日本型」と「アメリカ

型」を取り上げて福祉を考えてみたい。前者は「長期型経営」であるのに対して、後者は「短期型経営」というこ
とができよう。そこから経営パターンの違いが、福祉制度にどのように反映しているかを考えてみたい。 

【学習の内容】 まず日本型経営とアメリカ型経営の比較による相違点とそれぞれの特色を考察する。そして経営パターンと経営内

福祉の関係を検討する。 

【キーワード】 長期雇用と短期雇用；従業員福祉と株主配当  

【学習の課題】 日本で短期型の非正規雇用が増加している事実をどう理解すべきか。  

【参考文献】  講義日に提示する。   

【学習する上での留意点】 労働市場（雇用市場）をどのようにイメージするかがポイントとなる。 

2 ～ 3 テーマ 介護福祉マーケティングと経営戦略  （城田） 

【学習の目標】 介護福祉分野におけるマーケティングと組織（非営利組織を含む）マネジメントの経営戦略について把握する。 

【学習の内容】 学習内容は次の２点です  

       （1）介護福祉マーケティングについては、まず Marketing：マーケティングとは何か、現代企業におけるマーケテ
ィングの重要性を理解し、その応用としてサービス・マーケティング分野の「介護福祉マーケティング」を学ぶ。

福祉サービスの用語、介護福祉サービスの特徴を基にマーケティング基本４Ｐ：product：製品（ブランド政策
を含む）、place:立地、 promotion：プロモーション、 price：価格、に加え people：従事者、 physical evidence：
物的環境要素、 process：サービス提供過程の７Ｐによるマーケティング・ミックスを開発することにより組織

の生き残り策を考える。特にマーケティングリサーチの重要性について学習する。 

       （2）組織（非営利組織を含む）マネジメントの経営戦略については、営利を目的とする私企業の組織だけでなく営
利を目的としない非営利組織、例えば、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の組織のマネジメントの全体像を理解する。       

主な項目は①組織の定義、②組織マネジメント全体について、経営理念・目標の重要性、目標を達成しようとす
る行動のプロセス：経営者の資質・リーダーシップを中心に考える。目標達成には統一されるビジョン・使命が
必要である。組織は人によって作られ動かされる。人はモチベーションを持って組織に参加している。こうした

組織全体を考え、組織が目指すべき方向性は経営理念に基づき経営戦略が策定される。組織（特に社会福祉法人
では）の経営行動は地域社会と良い関係を持つためにプロモーション活動：広報が重要である。 

【キーワード】 マーケティング、利用者、消費者、介護福祉マーケティング、経営理念、リーダーシップ、経営戦略、プロモーシ

ョン 

【学習の課題】 私企業（営利組織）と非営利組織（ＮＰＯ法人等）の特異性を理解して、自らの研究テーマを発見すること。  

【参考文献】  城田吉孝『ポイントマーケティング情報論』中部日本教育文化会、2015 年 

西田安慶・城田吉孝編『マーケティング戦略論』学文社、2011 年 

宮澤永光・城田吉孝・江尻行男編『現代マーケティング』ナカニシヤ出版、2011 年 



 

 

馬場園明『介護福祉マーケティングと経営戦略』株式会社日本医療企画 2012 年  

社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版、2016 年 

田尾雅夫・吉田忠彦『非営利組織論』有斐閣、2009 年 

柴田吾一編『組織マネジメント』東京経済情報出版、2013 年 

近藤隆雄『サービスマーケティング』生産性出版、2013 年 

フィスク・グローブ・ジョン『サービス・マーケティング入門』法政大学出版会、2005 年 

山本昭二『サービスマーケティング入門』日本経済新聞社、2007 年 

菊池・櫻井・田尾・城田編『現代の経営学』税務経理協会 2018 年 

【学習する上での留意点】営利組織（株式会社）と非営利組織（ＮＰＯ法人）のマーケティング戦略と経営戦略の相違について注意

し、社会的・経済的な役割、ガバナンス、ミッション、マネジメントの特徴、経営戦略について考える。 

  

4 ～ 5 テーマ 新商品開発と新事業推進及び組織マネジメント  （岡田） 

【学習の目標】 福祉領域を含め新しい商品やサービスを開発し、事業化する創造性とその研究の論理展開力の育成 

【学習の内容】 (1)企業は常に新たな市場を開拓して成長して行く必要がある。そのためにも新商品の開発は将来の発展に関わる重

要な課題である。市場調査からはじまり、アイディアの創出、新製品の企画など、いくつかの過程を経て、最終
的には新商品の市場導入とその市場反応をフィードバックさせる。このような新商品開発の実行プロセスについ
て学習する。その過程において、SWOT 分析、PLC、PPM などの分析について学習する。ここでは経営福祉の

視座から、その後の院生の研究に役立つ意図から講義を進める。 

                (2)新商品開発プロセスにそって商品化を進めた事例、あるいは新事業を構築し市場に展開した事例を学習する。そ
の中で、事業ドメインを「福祉及び健康」として展開した、福祉・健康機器や福祉サービスのマーケティング戦

略についても学習する。そのプロセスにおいて、企業ドメインを基とした戦略的商品探索法による新しい福祉機
器やサービスの開発についての実践、更に新事業を推進するための組織やマネジメントの事例について学習す
る。 

【キーワード】 商品開発、新事業創造、福祉機器、リーダーシップ、組織マネジメント 

【学習の課題】 新商品や新サービスを企画する創造力と開発するステップの理解。事業化の構築と事業推進の仕組みの理解 

【参考文献】  稲葉祐之・井上達彦・鈴木竜太・山下勝［著］（『キャリアで語る、経営組織』有斐閣．2010 年 

岡田広司［著］『商品開発とビジネス戦略』あるむ．2005 年． 

追加の参考文献は講義時に掲示する。 

【学習する上での留意点】 成功する事業は、優れたリーダーシップの下で効率的でスピーディな組織行動力が必要である点を、成

功した事例から考察する。いつも新製品や新事業に関心を持ち、更に、新商品や新サービスを提案するような熱意
を持って学習する。 

6 ～ 7 . テーマ 福祉業界における労働問題／福祉業界における会計・財務問題  （平） 

【学習の目標】 日本の福祉業界を取り巻く様々な経営課題のうち、人材確保・人材教育を中心とした労働問題と、予算運営管理に

必要な会計・財務問題について、経済学・経営学・法律学の各学問領域を横断的に理解できるようになる。 

【学習の内容】 (1) 少子高齢化が進展し、2020 年代には日本の労働人口の減少が危惧されています。そのため、女性の社会進出の
拡大、元気なシニア世代の活用、労働移民の解禁等が検討されていますが、その実現のためには様々な課題が残

されています。そのため、これまでの労働政策を踏まえ、労働経済学、労働法、社会保障法、税法等の総合的な
見地から、時代の変化に対応した働き方、働かせ方について考えてみたいと思います。 

(2) 参加者からの寄付金だけで社会福祉法人や NPO 法人（以下、社会福祉法人等）を運営することは困難で、そ

の財政的基盤の多くの部分は国や自治体からの補助金や助成金に頼っているのが実情です。そのため、社会福祉
法人等に対する会計のルールは、一般の営利目的企業のように、不特定の外部の利害関係者に向けたものにはな
り得ず、国等や寄付者に向けたものに変更されています。この回は社会福祉法人等に対する会計ルールの概要を

中心に考えていきます。 

【キーワード】 人材確保・人材育成・労働条件・社会福祉法人会計・財務諸表・経費削減・予算管理 

【学習の課題】 人材不足や経費削減などの経営課題の解決策を考えられるようになる。 

【参考文献】  原昌登『コンパクト労働法』新世社、 

菅野和夫『労働法』弘文堂      のような労働法の一般的な教科書、 

碓井悟史・柴田寛幸編『入門会計学テキスト』中央経済社、 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門』中央経済社   のような会計学の一般的な教科書のほか、 

実践的な問題提起として、 

林總『餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか？』ＰＨＰ文庫 

今野晴貴『ブラック企業』文春新書  のようなビジネス書が面白い。 

社会福祉業界における経営課題については、 

馬場博監修『現場リーダーのための介護経営のしくみ』日本医療企画、 

宇山勝儀・小林理編『社会福祉事業経営論』光生館   のようなテキストがある。 

また、税との関係からみると、 

伏見俊行・馬欣欣『税と社会貢献入門』ぎょうせい   の議論は非常に興味深い。 

【学習する上での留意点】 福祉に限らず、自分が関わってきた（又はこれから就職を希望する）業界における経営課題として、人
事・総務・経理といったバックヤード部門の経営課題をイメージして講義に臨んで頂きたい。 

8 . テ ー マ 高齢者福祉対策  （尹） 

【学習の目標】 日本の高齢者対策をめぐる政策動向を政策環境とアクターという複眼の観点からマクロレベルで検討する。 

【学習の内容】 (1)今後の福祉経営分野における重要なキーワードの一つである福祉ガバナンスという概念を明確に理解したうえ、

なぜ、それが重要になってくるのか、まだ、各国は少子高齢化という問題をどのように対応すべきかについて学
習する。 

        (2) 21 世紀の先進諸国を含め、アジアの諸国の共通の課題は少子高齢化の問題であろう。少子高齢化が先に、また、

早いスピードで進んでいる日本が、それに対してどのように対応してきたが、まだ、今後、どのような対策が必
要なのかについての政策動向とともに特に認知症対策を中心に議論を深めたい。 

【キーワード】 福祉ガバナンス、福祉レジーム、高齢者政策、認知症対策 

【学習の課題】 日本の高齢者対策の動向を理解したうえ、今後の対応について理解を深める。 

【参考文献】  新川敏光『福祉レジーム』ミネルヴァ書房、2015 年 

        大和田猛編『高齢者への支援と介護保険制度』みらい、2015 年  

        追加の文献は講義時に掲示する。 

【学習する上での留意点】 キーワードと自国の高齢者対策について理解したうえ、講義に参加するのが望ましい。 



 

 

9～10.テーマ 「地域包括ケアシステム」とは何か / 医療政策の今後の課題  （佐々木） 

【学習の目標】 日本の医療・介護政策の動向とそれに関して行われている研究の実際について触れる。 

【学習の内容】 (1)高齢化に伴い、医療・介護ニーズが急速に増加している。その中で、政府は介護や医療が必要な高齢者が住み慣
れた地域で住み続ける仕組みとして、「地域包括ケアシステム」の構築を進めている。また、2015 年の「新・福
祉ビジョン」では、これを全世代にわたるケアシステムとして拡大しようとの構想が示されている。なぜ国はこ

の「地域包括ケアシステム」を進めようとしているのか、そしてそのためにはどのような課題があるのかを、こ
れまでの先行研究をふまえて考えていきたい。 

(2)国民医療費は年間 40 兆円を超え、今後も増加が見込まれている。必要な医療のための財源を確保しつつも、そ

のなかで効率的に医療費を使っていくという視点も欠かせない。そのために、国は医療機関の機能分化、データ
ヘルス計画の推進などを行っている。そのような政策の内容と目的、問題点を具体的にとらえ、今後の医療保障
制度のあり方にも議論をつなげたい。 

【キーワード】 地域包括ケアシステム 社会保障・税一体改革 国民医療費 地域医療  

【学習の課題】 日本の医療・介護政策の動向について理解し、特にこの分野を研究テーマとする学生については、自らの研究の分
析視角を獲得すること。 

【参考文献】  西村周三監修 国立社会保障・人口問題研究所編『地域包括ケアシステム―「住み慣れた地域で老いる」社会をめ
ざして』慶應義塾大学出版会、2013 年 

二木立『地域包括ケアと地域医療連携』勁草書房、2015 年 

池上直巳『医療・介護問題を読み解く』日経文庫、2014 年 

島崎謙治『日本の医療 －制度と政策』東京大学出版会、2011 年  

加藤智章、西田和弘編『世界の医療保障』法律文化社、2013 年 

増田雅暢『世界の介護保障 第 2 版』法律文化社、2014 年 

【学習する上での留意点】 医療・介護問題は日本の抱える大きな社会問題であるし、アジア諸国の社会問題ともなりつつある。問
題意識を持って取り組んでもらいたい。 

11～12.テーマ 組織運営のための資源と組織（吉沢） 

【学習の目標】 民間企業に限らず福祉施設においても経営やマネジメントの重要性が言われている。組織を運営するにあたり必要 

な資源は何かということについて基本的な知識を共有することを目的としたい。そこにおける問題や課題を発見し 

解決する能力を発揮するための前提知識の獲得を目指す。 

【学習の内容】 ①経営資源とは何かを知る、②経営資源を有効に活用するための組織の概要について知る、③職場における働き方 

について 

【キーワード】 経営資源、組織、経営 

【学習の課題】 組織を運営していくにあたり重要なことは何か、を考える。 

【参考文献】  文献については、受講者に必要なコピーを配布する。 

【学習する上での留意点】 自分が経営者や管理者であったならばどう解決するかという視点を持って発言を望む。 

1 3 . テ ー マ 経営福祉の海外事情、リレー講義総括 ～21 世紀型社会と経営のありかた～  （田中） 

【学習の目標】 諸外国における社会福祉の現状をディスカッションを通じて学ぶ。諸外国における現状についてこれまでの講義内

容を踏まえて、各自 10 分程度の報告を行い、比較検証を行う。個人・法人・行政、それぞれの社会構成要因の基
本は継続すること、すなわちマネージメントを柱とした経営能力を各自が持つことが持続可能な社会の実現へと繋
がる。本講義を通じて、宇宙船地球号の乗組員として得た知識をどう今後の研究に活かしていくかをまとめる。修

士論文のテーマにおいて、自国以外のテーマにも積極的に取り組めるよう視野を広げることを狙いとする。 

【学習の内容】 1 から 12 回までに得た知見をもとに海外の事例との検証を行う。諸外国の現状分析に基づいたプレゼンテーショ
ンを含め、縦軸としての経営福祉を共有する。 

【キーワード】 持続可能な社会、エリアマーケティング、グローバルマーケティング 

【学習の課題】 自国以外の視野を広げる。修士論文のテーマとしてグローバルな視点も積極的に採り入れること。 

【参考文献】  1 から 12 回までの講義において指定されたもの。 

【学習する上での留意点】 1 から 12 回までの講義を復習しておくこと。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：福祉ガバナンスについて 

目的：今後の福祉経営分野における重要なキーワードの一つである福祉ガバナンスという概念を明確に理解したう
え、なぜ、それが重要になってきたのかについて理解する。 

レポート形式・提出期限：上記の内容を踏まえて 2,000 字程度でまとめて 8 回授業終了時に提出する。 

             提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：修士論文のテーマの検討 
目的：修士論文のテーマをいくつか検討、発表する中で、より良いテーマを選び出す。 
レポート形式・提出期限：修士論文のテーマを 3 つ程度考え、合計 2,000 字程度でまとめて 13 回目の授業時に提

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：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 経営福祉研究方法特論（2 単位） 名古屋 
３．科目番号 

 
SSMP5351 

２．授業担当教員 
【名古屋】 城田 吉孝、岡田 広司、田中 正秀、平 仁、 

 藤田 伍一、尹 文九、佐々木 貴雄、田口 典男 

４．授業形態 講義、討論 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営福祉コースの導入科目としての位置にある 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

本科目は、福祉と経営が関係している様々なテーマについて扱いながら、今後の大学院での学習に必要

な基礎的な知識の習得を図り、研究の実際にも触れることを目的とする。 

授業形式は、企業経営と関係性を持つ専門分野の教授陣によるリレー講義とする。多様な専門性を持つ
教員から直接指導を受け、広範な福祉領域と経営領域を大観させるとともに、そこから研究方法を学ぶこ

とによって、修士課程における研究テーマの確定に役立つことが期待される。 

８．学習目標 

１ 福祉サービスにおけるマーケティング・組織マネジメントの問題と、新商品開発の問題について、そ
の研究動向も踏まえて考察できるようになる。 

２ 日本的経営とアメリカ的経営の比較、日本的雇用関係の今後、福祉分野における会計の役割、公的支
援に対するガバナンスの問題などを、その研究動向も踏まえて考察できるようになる。 

３ 少子高齢化社会における社会保障制度の問題や、地域における福祉の問題を、その研究動向も踏まえ

て考察できるようになる。 

４ 本講義の総括として、受講生自らが諸外国の経営福祉の状況を検討し、２１世紀型社会と経営の在り
方について考察することによって、今後研究を行っていく上での広い視野を持てるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

Team Teaching で行われるため、授業時間に伝える。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

特に指定しない。 

【参考書】 

各テーマの参考文献を参照されたい。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

８．学習目標の達成度をもとに評価を行う。 

 

○評定の方法 

授業での積極的参加・発表  ５０％ 

授業での報告（課題研究と第 13 回）   ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 経営福祉コースの学生にとって、これからの研究を進めていく上での導入という位置づけにある。多く
のことを学び、その後の研究に生かしてもらいたい。 

13．オフィスアワー  授業において各担当教員に確認されたい。  

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 テ ー マ 経営パターンと福祉の関係  （藤田） 

【学習の目標】 経営の方針や態様によって福祉の在り方も変わると考えられるので、経営パターンとして「日本型」と「アメリカ

型」を取り上げて福祉を考えてみたい。前者は「長期型経営」であるのに対して、後者は「短期型経営」というこ
とができよう。そこから経営パターンの違いが、福祉制度にどのように反映しているかを考えてみたい。 

【学習の内容】 まず日本型経営とアメリカ型経営の比較による相違点とそれぞれの特色を考察する。そして経営パターンと経営内

福祉の関係を検討する。 

【キーワード】 長期雇用と短期雇用；従業員福祉と株主配当 

【学習の課題】 日本で短期型の非正規雇用が増加している事実をどう理解すべきか。  

【参考文献】  講義日に提示する。   

【学習する上での留意点】 労働市場（雇用市場）をどのようにイメージするかがポイントとなる。 

2 ～ 3 テーマ 介護福祉マーケティングと経営戦略  （城田） 

【学習の目標】 介護福祉分野におけるマーケティングと組織（非営利組織を含む）マネジメントの経営戦略について把握する。 

【学習の内容】 学習内容は次の２点です  

       （1）介護福祉マーケティングについては、まず Marketing：マーケティングとは何か、現代企業におけるマーケテ
ィングの重要性を理解し、その応用としてサービス・マーケティング分野の「介護福祉マーケティング」を学ぶ。

福祉サービスの用語、介護福祉サービスの特徴を基にマーケティング基本４Ｐ：product：製品（ブランド政策
を含む）、place:立地、 promotion：プロモーション、 price：価格、に加え people：従事者、 physical evidence：
物的環境要素、 process：サービス提供過程の７Ｐによるマーケティング・ミックスを開発することにより組織

の生き残り策を考える。 

       （2）組織（非営利組織を含む）マネジメントの経営戦略については、営利を目的とする私企業の組織だけでなく営
利を目的としない非営利組織、例えば、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の組織のマネジメントの全体像を理解する。       

主な項目は①組織の定義、②組織マネジメント全体について、経営理念・目標の重要性、目標を達成しようとす
る行動のプロセス：経営者の資質・リーダーシップを中心に考える。目標達成には統一されるビジョン・使命が
必要ある。組織は人によって作られ動かされる。人はモチベーションを持って組織に参加している。こうした組

織全体を考え、組織が目指すべき方向性は経営理念に基づき経営戦略が策定される。組織（特に社会福祉法人で
は）経営行動は地域社会と良い関係を持つためにプロモーション：広報が重要である。 

【キーワード】 マーケティング、利用者、消費者、介護福祉マーケティング、経営理念、リーダーシップ、経営戦略、プロモーシ

ョン 

【学習の課題】 私企業（営利組織）と非営利組織（ＮＰＯ法人等）の特異性を理解して、自らの研究テーマを発見すること。  

【参考文献】  城田吉孝『ポイントマーケティング情報論』中部日本教育文化会、2015 年 

西田安慶・城田吉孝編『マーケティング戦略論』学文社、2011 年 

宮澤永光・城田吉孝・江尻行男編『現代マーケティング』ナカニシヤ出版、2011 年 



 

 

馬場園明『介護福祉マーケティングと経営戦略』株式会社日本医療企画、2012 年  

社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版、2016 年 

田尾雅夫・吉田忠彦『非営利組織論』有斐閣、2009 年 

柴田吾一編『組織マネジメント』東京経済情報出版、2013 年 

近藤隆雄『サービスマーケティング』生産性出版、2013 年 

フィスク・グローブ・ジョン『サービス・マーケティング入門』法政大学出版会、2005 年 

山本昭二『サービスマーケティング入門』日本経済新聞社、2007 年 

菊池・櫻井・田尾・城田編『現代の経営学』税務経理協会、2018 年 

【学習する上での留意点】営利組織（株式会社）と非営利組織（ＮＰＯ法人）のマーケティング戦略と経営戦略の相違について注意

し、社会的・経済的な役割、ガバナンス、ミッション、マネジメントの特徴、経営戦略について考える。 

4 ～ 5 テーマ 新商品開発と新事業推進及び組織マネジメント  （岡田） 

【学習の目標】 福祉領域を含め新しい商品やサービスを開発し、事業化する創造性とその研究の論理展開力の育成 

【学習の内容】 (1)企業は常に新たな市場を開拓して成長して行く必要がある。そのためにも新商品の開発は将来の発展に関わる重
要な課題である。市場調査からはじまり、アイディアの創出、新製品の企画など、いくつかの過程を経て、最終

的には新商品の市場導入とその市場反応をフィードバックさせる。このような新商品開発の実行プロセスについ
て学習する。その過程において、SWOT 分析、PLC、PPM などの分析について学習する。ここでは経営福祉の
視座から、その後の院生の研究に役立つ意図から講義を進める。 

                (2)新商品開発プロセスにそって商品化を進めた事例、あるいは新事業を構築し市場に展開した事例を学習する。そ
の中で、事業ドメインを「福祉及び健康」として展開した、福祉・健康機器や福祉サービスのマーケティング戦
略についても学習する。そのプロセスにおいて、企業ドメインを基とした戦略的商品探索法による新しい福祉機

器やサービスの開発についての実践、更に新事業を推進するための組織やマネジメントの事例について学習す
る。 

【キーワード】 商品開発、新事業創造、福祉機器、リーダーシップ、組織マネジメント 

【学習の課題】 新商品や新サービスを企画する創造力と開発するステップの理解。事業化の構築と事業推進の仕組みの理解 

【参考文献】  稲葉祐之・井上達彦・鈴木竜太・山下勝［著］（『キャリアで語る、経営組織』有斐閣．2010 年 

岡田広司［著］『商品開発とビジネス戦略』あるむ．2005 年． 

追加の参考文献は講義時に掲示する。 

【学習する上での留意点】 成功する事業は、優れたリーダーシップの下で効率的でスピーディな組織行動力が必要である点を、成
功した事例から考察する。いつも新製品や新事業に関心を持ち、更に、新商品や新サービスを提案するような熱意

を持って学習する。 

6 ～ 7 . テーマ 福祉業界における労働問題／福祉業界における会計・財務問題  （平） 

【学習の目標】 日本の福祉業界を取り巻く様々な経営課題のうち、人材確保・人材教育を中心とした労働問題と、予算運営管理に
必要な会計・財務問題について、経済学・経営学・法律学の各学問領域を横断的に理解できるようになる。 

【学習の内容】 (1) 少子高齢化が進展し、2020 年代には日本の労働人口の減少が危惧されています。そのため、女性の社会進出の
拡大、元気なシニア世代の活用、労働移民の解禁等が検討されていますが、その実現のためには様々な課題が残
されています。そのため、これまでの労働政策を踏まえ、労働経済学、労働法、社会保障法、税法等の総合的な

見地から、時代の変化に対応した働き方、働かせ方について考えてみたいと思います。 

(2) 参加者からの寄付金だけで社会福祉法人や NPO 法人（以下、社会福祉法人等）を運営することは困難で、そ
の財政的基盤の多くの部分は国や自治体からの補助金や助成金に頼っているのが実情です。そのため、社会福祉

法人等に対する会計のルールは、一般の営利目的企業のように、不特定の外部の利害関係者に向けたものにはな
り得ず、国等や寄付者に向けたものに変更されています。この回は社会福祉法人等に対する会計ルールの概要を
中心に考えていきます。 

【キーワード】 人材確保・人材育成・労働条件・社会福祉法人会計・財務諸表・経費削減・予算管理 

【学習の課題】 人材不足や経費削減などの経営課題の解決策を考えられるようになる。 

【参考文献】  原昌登『コンパクト労働法』新世社、 

菅野和夫『労働法』弘文堂      のような労働法の一般的な教科書、 

碓井悟史・柴田寛幸編『入門会計学テキスト』中央経済社、 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門』中央経済社   のような会計学の一般的な教科書のほか、 

実践的な問題提起として、 

林總『餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか？』ＰＨＰ文庫 

今野晴貴『ブラック企業』文春新書  のようなビジネス書が面白い。 

社会福祉業界における経営課題については、 

馬場博監修『現場リーダーのための介護経営のしくみ』日本医療企画、 

宇山勝儀・小林理編『社会福祉事業経営論』光生館   のようなテキストがある。 

また、税との関係からみると、 

伏見俊行・馬欣欣『税と社会貢献入門』ぎょうせい   の議論は非常に興味深い。 

【学習する上での留意点】 福祉に限らず、自分が関わってきた（又はこれから就職を希望する）業界における経営課題として、人

事・総務・経理といったバックヤード部門の経営課題をイメージして講義に臨んで頂きたい。 

8 . テ ー マ 高齢者福祉対策  （尹） 

【学習の目標】 日本の高齢者対策をめぐる政策動向を政策環境とアクターという複眼の観点からマクロレベルで検討する 

【学習の内容】 (1)今後の福祉経営分野における重要なキーワードの一つである福祉ガバナンスという概念を明確に理解したうえ、
なぜ、それが重要になってくるのか、まだ、各国は少子高齢化という問題をどのように対応すべきかについて学

習する。 

        (2) 21 世紀の先進諸国を含め、アジアの諸国の共通の課題は少子高齢化の問題であろう。少子高齢化が先に、また、
早いスピードで進んでいる日本が、それに対してどのように対応してきたが、まだ、今後、どのような対策が必

要なのかについての政策動向とともに特に認知症対策を中心に議論を深めたい 

【キーワード】 福祉ガバナンス、福祉レジーム、高齢者政策、認知症対策 

【学習の課題】 日本の高齢者対策の動向を理解したうえ、今後の対応について理解を深める 

【参考文献】  新川敏光『福祉レジーム』ミネルヴァ書房、2015 年 

        大和田猛編『高齢者への支援と介護保険制度』みらい、2015 年  

        追加の文献は講義時に掲示する 

【学習する上での留意点】 キーワードと自国の高齢者対策について理解したうえ、講義に参加するのが望ましい 



 

 

9～10.テーマ 日本型雇用の変化（田口） 

【学習の目標】 1990年代以降の経営環境の変化を踏まえ、日本型雇用の変化を的確に捉えることを学習目的とする。 

【学習の内容】 1990年代以降、日本型雇用の三種の神器といわれていた終身雇用、年功賃金、企業別組合が大きく変化している。

日本型雇用の変化した要因を検討するとともに、変化する方向を探る。 

【キーワード】 新自由主義的経済政策、雇用環境、日本型雇用の変化 

【学習の課題】 日本の雇用管理を理解することによって，日本企業の置かれている現状を正確に把握する。 

【参考文献】  黒田兼一『戦後日本の人事労務管理』ミネルヴァ書房，2018年 

【学習する上での留意点】  日本経済新聞などの新聞を読み、日本経済が大きく変化している姿を捉えるように努力していただきた

 い。 

11～12.テーマ 「地域包括ケアシステム」とは何か / 医療政策の今後の課題  （佐々木） 

【学習の目標】 日本の医療・介護政策の動向とそれに関して行われている研究の実際について触れる。 

【学習の内容】 (1)高齢化に伴い、医療・介護ニーズが急速に増加している。その中で、政府は介護や医療が必要な高齢者が住み慣
れた地域で住み続ける仕組みとして、「地域包括ケアシステム」の構築を進めている。また、2015 年の「新・福

祉ビジョン」では、これを全世代にわたるケアシステムとして拡大しようとの構想が示されている。なぜ国はこ
の「地域包括ケアシステム」を進めようとしているのか、そしてそのためにはどのような課題があるのかを、こ
れまでの先行研究をふまえて考えていきたい。 

(2)国民医療費は年間 40 兆円を超え、今後も増加が見込まれている。必要な医療のための財源を確保しつつも、そ
のなかで効率的に医療費を使っていくという視点も欠かせない。そのために、国は医療機関の機能分化、データ
ヘルス計画の推進などを行っている。そのような政策の内容と目的、問題点を具体的にとらえ、今後の医療保障

制度のあり方にも議論をつなげたい。 

【キーワード】 地域包括ケアシステム 社会保障・税一体改革 国民医療費 地域医療  

【学習の課題】 日本の医療・介護政策の動向について理解し、特にこの分野を研究テーマとする学生については、自らの研究の分

析視角を獲得すること 

【参考文献】  西村周三監修 国立社会保障・人口問題研究所編『地域包括ケアシステム―「住み慣れた地域で老いる」社会をめ
ざして』慶應義塾大学出版会、2013 年 

二木立『地域包括ケアと地域医療連携』勁草書房、2015 年 

池上直巳『医療・介護問題を読み解く』日経文庫、2014 年 

島崎謙治『日本の医療 －制度と政策』東京大学出版会、2011 年  

加藤智章、西田和弘編『世界の医療保障』法律文化社、2013 年 

増田雅暢『世界の介護保障 第 2 版』法律文化社、2014 年 

【学習する上での留意点】 医療・介護問題は日本の抱える大きな社会問題であるし、アジア諸国の社会問題ともなりつつある。問

題意識を持って取り組んでもらいたい。 

1 3 . テ ー マ 経営福祉の海外事情、リレー講義総括 ～21 世紀型社会と経営のありかた～  （田中） 

【学習の目標】 諸外国における社会福祉の現状をディスカッションを通じて学ぶ。諸外国における現状についてこれまでの講義内
容を踏まえて、各自 10 分程度の報告を行い、比較検証を行う。個人・法人・行政、それぞれの社会構成要因の基

本は継続すること、すなわちマネージメントを柱とした経営能力を各自が持つことが持続可能な社会の実現へと繋
がる。本講義を通じて、宇宙船地球号の乗組員として得た知識をどう今後の研究に活かしていくかをまとめる。修
士論文のテーマにおいて、自国以外のテーマにも積極的に取り組めるよう視野を広げることを狙いとする。 

【学習の内容】 1 から 12 回までに得た知見をもとに海外の事例との検証を行う。諸外国の現状分析に基づいたプレゼンテーショ
ンを含め、縦軸としての経営福祉を共有する。 

【キーワード】 持続可能な社会、エリアマーケティング、グローバルマーケティング 

【学習の課題】 自国以外の視野を広げる。修士論文のテーマとしてグローバルな視点も積極的に採り入れること。 

【参考文献】  1 から 12 回までの講義において指定されたもの。 

【学習する上での留意点】 1 から 12 回までの講義を復習しておくこと。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：福祉ガバナンスについて 

目的：今後の福祉経営分野における重要なキーワードの一つである福祉ガバナンスという概念を明確に理解したう
え、なぜ、それが重要になってきたのかについて理解する。 

レポート形式・提出期限：上記の内容を踏まえて 2,000 字程度でまとめて 8 回授業時に提出する。 

             提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：修士論文のテーマの検討 
目的：修士論文のテーマをいくつか検討、発表する中で、より良いテーマを選び出す。 
レポート形式・提出期限：修士論文のテーマを 3 つ程度考え、合計 2,000 字程度でまとめて 13 回目の授業時に提

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：レポート作成と添削指導、その後の意見交換で学んだことをまとめておく。 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 財務会計特論 （2 単位） 池袋・名古屋 

３．科目番号 SSMP5357 

２．授業担当教員 平 仁 

４．授業形態 テキストを中心としたディスカッション ５．開講学期 
【池袋】  秋期 

【名古屋】 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

会計を学ぶことは、事業経営に成功するための道しるべを作る作業になる。会計を身につけることは事業

を成功に導くために不可欠なことであるが、会計を収めることは会計のルールを覚えることではなく、会計
情報を読みこなし、経営改善に役立てられるようにすることであることを忘れてはならない。 

そこで、本講座では、学部レベルの会計学の一定の知識があることを前提に、会計情報の役立て方を、テ

キストをベースとしたディスカッションによって学び取ってもらう。その上で、一般企業の会計とは異なる
目的を持つ社会福祉法人の会計制度について、非営利事業体ならではの特徴を含め、学ぶこととする。 

社会福祉法人の会計基準は平成 23 年 7 月に改訂され、平成 27 年度予算から全面的に新基準が適用され

た。適用されていくことになった新基準に基づいた講義を行う。 

８．学習目標 

１． 会計の役割を理解し、事業経営に対する会計の重要性を理解する。 

２． 会計情報を読み解き、経営改善に役立てられるようになる。 

３． 一般的な会計基準と社会福祉法人の会計基準の異同を理解する。 

４． 社会福祉法人の会計基準を理解し、社会福祉法人の経営に役立てるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサイメントを課すことはないが、予習・復習を前提とした講義であることに留意すること。 

学期末締切りの課題レポートを課す。レポートは課題に対する的確な意見を求めるため、字数制限を設ける。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

林總『餃子屋とフレンチでは、どちらが儲かるか？』PHP 文庫、2011 年 

社会福祉法人の会計については別途プリントを配布する。 

【参考文献】 

会計学初学者については、 

櫻井久勝・須田一幸編『財務会計・入門【第 8 版】』有斐閣アルマ、2013 年 

碓井悟史・柴田寛幸『入門会計学テキスト【第 4 版】』中央経済社、2006 年 

桝岡源一郎編『図解でナットク！会計入門』中央経済社、2015 年など、 

一般的な会計学のテキストは優れた書が多いので、自分でよく見て理解しやすいものを一読して下さい。 

その他、講義中に適宜指示する。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．財務会計情報のもつ意味を理解できているか 

２．財務会計情報を活用することができるか 

３．一般企業の会計と社会福祉法人の会計の違いを理解できているか 

○評定の方法 

１．講義中の発言      ４０％ 

２．課題レポート      ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来、独立して、自分の店舗を構える場合には、面倒な総務・経理の事務仕事も自分で行うことが必要に
なります。そのときに困らないよう、独立前から準備をしておくべきでしょう。この講座では、受講生との
ディスカッションを交えながら、進めていきます。ペースが速く、本学の特徴である双方向対話型授業を行

うためにも、予習を前提とします。学んだことを的確に知識として定着させるためには、間を空けずに復習
することが肝要です。予習・復習を怠れば、ついていけなくなる可能性が高いので、予習・復習ができない
のであれば、選択しないで下さい。また、大学時代に会計学の講義を受講していない方についてはフォロー

をしますが、初回講義までに参考文献である入門テキストのいずれかを読んできて下さい。 

13．オフィスアワー 後日指示する 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ ガイダンス・会計が持つ役割 

【学習の目標】会計が持つ役割とその目的を理解する。 

【学習の内容】会計が持つ情報発信機能と内部管理機能の役割と目的を理解する。 

【キーワード】財務会計、管理会計、監査論、税務会計、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、公認会計士 

【学習の課題】財務会計と管理会計の違い、公認会計士の役割を理解する。 

2 . テ ー マ 会計の本質と損益計算書の本質 

【学習の目標】損益計算書から読み取ることができるものは何であるかを理解する。 

【学習の内容】会計のルールが相対的な真実を求めるものでしかない以上、会計が描き出す会計数値は要約された近似値にすぎない

ことを理解する。 

【キーワード】損益計算書（P/L）、収益、費用、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益、真実性の原則、継続性の原則 

【学習の課題】損益計算書が示す経営成績の本質的意味を理解する。 

3 . テ ー マ 貸借対照表を理解する 

【学習の目標】貸借対照表から読み取ることができるものは何であるかを理解する。 

【学習の内容】貸借対照表が資金の運用状況と調達先を示していることを理解する。 

【キーワード】貸借対照表（B/S）、現預金、流動資産、固定資産、繰延資産、流動負債、固定負債、純資産、自己資本、他人資本、 

純資産利益率（ROA）、自己資本利益率（ROE） 

【学習の課題】貸借対照表が示す財政状態の本質的意味を理解する。 

4 . テ ー マ キャッシュフロー経営とは何か 

【学習の目標】キャッシュフロー計算書から読み取ることができるものが何であるかを理解する。 

【学習の内容】事業の中で流れているお金の流れの元がどこにあるのかを理解し、損益計算書が示す経営成績や貸借対照表が示す財 

政状態から示される利益計算と手元に残るはずの現金が感覚としてずれている原因を理解できるようになり、キャッ 



 

 

シュフローに基づいた経営ができるようになる。 

【キーワード】キャッシュフロー計算書（C/F）、資金繰り、在庫、資金回転率、利益率、営業循環基準、ワンイヤールール、営業キ 

ャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフロー 

【学習の課題】キャッシュフロー計算書が示すデータを経営に生かせるようになる。 

5 . テ ー マ 経営計画と月次決算の PDCA サイクル 

【学習の目標】月次決算の必要性を理解し、経営計画の実効性を高めることができるようになる。 

【学習の内容】月次決算を行うことにより、予算と実績値との異同をチェックし、その原因を考えることによって、経営計画の実効
性を高めることができるようになる。 

【キーワード】月次決算、年次決算、経営計画、予算、標準原価、PDCA サイクル 

【学習の課題】会計における PDCA サイクルを回せるようになる。 

6 . テ ー マ 利益構造と損益分岐点分析 

【学習の目標】ビジネスモデルの違いによる利益構造の違いを理解する。 

【学習の内容】どのようなビジネスモデルを選択するかによって、追求する利益の獲得方法が異なるので、ビジネスモデルと経営戦 

略がリンクしなければならないことを理解できるようになる。 

【キーワード】限界利益、固定費、変動費、損益分岐点、限界利益率、ビジネスモデル 

【学習の課題】追求する利益構造に適合したビジネスモデル・経営戦略を採用することができるようになる。 

7 . テ ー マ コーポレートブランド経営と会計の役割 

【学習の目標】ブランド価値の本質を理解する。 

【学習の内容】ブランド価値を高めるための方策としての集中戦略が、財政状態を改善できることを理解し、経営改善に役立てるこ 

とができるようになる。 

【キーワード】ブランド価値、割引現在価値、株主価値、株式時価総額法、ディスカウントキャッシュフロー法（DCF）、無形資産、
知的財産権 

【学習の課題】ブランド価値が示すことの本質的な意味を理解する。 

8 . テ ー マ 粉飾決算の見破り方 

【学習の目標】粉飾決算を見破ることができるようになる。 

【学習の内容】粉飾決算の代表的な手口を理解し、不自然な動きを見せる勘定科目に注目できるようになることで、粉飾決算を見破 

ることができるようになる。会計の専門家になるわけではない本学院生がよく理解しておく必要があるところです。 

【キーワード】粉飾、逆粉在庫の水増し、単価操作、架空取引、材料、仕掛品、製品、商品、売掛金、仮払金、繰延資産、3 期比較 

【学習の課題】粉飾決算の見破り方を理解する。 

9 . テ ー マ 原価管理と活動基準原価計算 

【学習の目標】製品原価の引き下げのためにできることを理解する。 

【学習の内容】製品原価を構成する①工場の維持費、②材料費、③製造スピードの 3 つを、会計数値により可視化することができる

ようになることにより、製品原価を引き下げることができるようになる。 

【キーワード】原価計算、製品原価、標準原価、活動基準原価計算、リードタイム、ジャストインタイム 

【学習の課題】工場の維持費・材料費の引き下げと製造スピードの向上がなぜ製品原価の引き下げにつながるのかを理解する。 

1 0 . テ ー マ 機会損失と意思決定 

【学習の目標】機会損失の概念を理解し、経営の改善に役立てることができるようになる。 

【学習の内容】製品原価の引き下げのために、人件費等のコストが安い外国等に進出することの是非を判断できるようになる。 

【キーワード】機会損失、埋没原価、差額原価、戦略的意思決定、戦術的意思決定、外国進出、生産委託、自製 

【学習の課題】機械原価を最小にする判断ができるようになる。 

1 1 . テ ー マ 会計数値の裏側、逆粉飾を見破る 

【学習の目標】会計数値から分析できることとできないことを区別できるようになり、会計数値をきっかけとして経営改善に役立て 

ることができるようになる。 

【学習の内容】会計の持つ限界を理解した上で、現場で何が起きているのか、机上ではなく、現場に赴いて原因を明らかにすること 

が、経営改善において最も重要なことであることを理解する。 

【キーワード】クレーム、逆粉飾、会計処理の変更、バランスト・スコアカード（BSC） 

【学習の課題】会計の持つ限界を理解し、経営の真実の姿を捉えることができるようになる。 

1 2 . テ ー マ 社会福祉法人の財務諸表・公益事業の範囲 

【学習の目標】一般的な会計と社会福祉法人の会計との異同を理解する。 

       税法が限定列挙する公益事業の範囲と公益事業が行う営利事業に対する課税のあり方を理解する。 

【学習の内容】一般的な会計は営利目的企業を前提として考えているが、社会福祉法人は非営利事業ならではの特徴を持っている。

その異同を理解し、それゆえの会計制度の異同を理解する。公益事業の範囲と税金について理解する。 

【キーワード】資金収支計算書、事業収支計算書、公益事業、収益事業、流山ＮＰＯ事件、ペット葬祭料事件 

【学習の課題】非営利事業である社会福祉法人ならではの会計制度を理解する。税金が会計に与える影響を考え、公益事業に対する 

税制を理解する。 

1 3 . テ ー マ 社会福祉法人会計の具体的内容 

【学習の目標】一般企業と社会福祉法人の会計基準の具体的な移動を理解する。 

【学習の内容】社会福祉法人独特の会計の在り方が一般企業会計とどのように異なるのかを理解する。 

【キーワード】徴収不能引当金、基本金、国家補助金等特別積立金、減価償却、リース資産、給与、賞与、みなし役員 

【学習の課題】一般の企業会計と社会福祉法人会計の異同を理解し、社会福祉法人の会計担当者となっても対応できるようになる。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 7 回の授業内容を踏まえ、企業会計情報が会計経営上必要であることの意義について、
自分の言葉でレポートしなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚程度（1400 文字程度） 

実施時期：第 7 回授業の後に実施する。 

提出期限：第 8 回授業の終了後に回収する。 

事後学習：第 9 回授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 1 回～第 11 回の授業の内容を踏まえ、企業会計の企業経営に対する役割について、自分の言葉
でレポートしなさい。 
レポート形式：A4用紙 1枚程度（1400 文字程度） 
実施時期：第 11 回授業の後に実施する。 
提出期限：第 12 回授業の終了後に回収する。 
事後学習：第 13 回授業で行うコメントを踏まえ、自分の考えを整理しておく。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営特論 （2 単位） 池袋 

３．科目番号 SSMP5352 

２．授業担当教員 田中 正秀 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について応用学習をする。非営利法人には財団法人、社団法人、NPO、

医療法人などがあり、それぞれの特徴について理解する。非営利法人の共通する問題としては、財源や人材

の確保、社会的評価などがある。これらについて具体的な問題点を学習していき、どのように問題を解決す

るのが良いのかなどについて学習を進める。また、現代社会で重要視されている、コンプライアンスと非営

利法人との関係についても学習をする。 

８．学習目標 

・社会福祉経営に関する深い知識を身につけ、理解する。 

・社会福祉を取り巻く経済の実情を知り、将来を展望する。 

・福祉法人の目標を考え、経営の本質について考察し、就職及び研究等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

アサインメントやレポートについては、特に課さない。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会『福祉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 

福祉と経営に関する基礎的な知識を有し、自らの言葉で説明することができるか。 

福祉と経営の有する問題点の解決へのアプローチを自ら切り拓くことができるか。 

○評定の方法 

１、授業態度（議論に参加など）     ５０％ 

２、確認テスト             １０％ 

３、レポート提出            ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「参加すること。」これは出席を指すのではなく、他人の意見に耳を傾ける余裕と間違えているのを恐れな

いで自分の意見を持ち、議論に積極的に参加する。否定するときは、必ず代替案をだす。そしてリーダーシ

ップ。それが「経営」において決定的に重要なためである。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ オリエンテーション（講義概要の説明） 社会福祉と経営の概念 

【学習の目標】 社会福祉における経営を学ぶにあたり、コアと全体像の理解をする。 

【キーワード】 福祉サービス 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

2 . テ ー マ 社会福祉法人の基本的知識 

【学習の目標】 法人の種類を含め、社会と経済を支える組織の基礎知識を学ぶ。 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

3 . テ ー マ 福祉サービスにおける組織と経営 その 1 

【学習の目標】 法人・自然人の成り立ちから基本設計を学ぶ。 

【キーワード】 ガバナンス・コンプライアンス・自然人・法人 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

4 . テ ー マ 福祉サービスにおける組織と経営 その 2 

【学習の目標】 社会福祉法人という組織を学び、ドメインを知る。 

【キーワード】 社会福祉法人 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

5 . テ ー マ 福祉サービスにかかわる組織や団体 その 1  

【学習の目標】 第 2回で触れた法人の種類を更に掘り下げる。その 1 

【学習の内容】 営利法人の考え方を学ぶ。 

【キーワード】 営利法人 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規 

6 . テ ー マ 福祉サービスにかかわる組織や団体 その 2 

【学習の目標】 第 2回で触れた法人の種類を更に掘り下げる。その 2 

【学習の内容】 営利法人以外の法人、特に社会福祉法人・特定非営利活動法人の現状等を学ぶ。 

【キーワード】 NPO・社会福祉法人 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

7 . テ ー マ 福祉サービスの組織と経営の基礎論理 その 1 

【学習の目標】 福祉に限定せず、経営の基礎的な考え方を修得する。 

【キーワード】 戦略・事業計画・組織 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   



 

 

8 . テ ー マ 福祉サービスの組織と経営の基礎論理 その 2 

【学習の目標】 福祉に限定せず、経営の基礎的な考え方を修得する。 

【キーワード】 集団心理・リーダーシップ 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規  

9 . テ ー マ 福祉サービスの管理 その 1 

【学習の目標】 サービス管理について学ぶ① 

【学習の内容】 サービスとは有形と無形の 2種類がある。それに付随するマーケティングとマネジメントを学ぶ。 

【キーワード】 サービスマネジメント 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

1 0 . テ ー マ 福祉サービスの管理 その 2 

【学習の目標】 サービス管理について学ぶ② 

【学習の内容】 質の評価の全体像含め、今後のあり方を学ぶ。 

【キーワード】 第 3者評価 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

1 1 . テ ー マ 福祉サービスの管理 その 3 

【学習の目標】 苦情対応とリスクマネジメント 

【学習の内容】 リスクの芽は育つ。危機管理としての苦情対応を学ぶ。 

【キーワード】 リスクマネジメント 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

1 2 . テ ー マ 社会福祉経営と行政のあり方 その１ 現状と課題 

【学習の目標】 社会福祉を支える行政のこれ迄と今後のあり方について学ぶ 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

1 3 . テ ー マ まとめ 

【学習の目標】 21世紀における社会福祉法人のあり方を、まとめる。  

【学習の内容】 職員たちがリーダーシップを持った、生き残るための社会福祉法人のモデルを各自が作成してみる。 

【参考文献】  社会福祉士養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規   

課題研究１ 

課題研究テーマ：実際の日本企業の事例(1)をあげて企業分析を行いなさい。 

レポート形式：A4 3 枚程度 

実施時期：6 回目の講義が終わるタイミング 

提出期限：8 回目の講義が始まるまで 

     質問がある場合は、その後も随時受け付け指導します。 

事後学習：レポート作成などから学んだことまとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：実際の日本企業の事例(2)をあげて企業分析を行いなさい。 

レポート形式：A4 3 枚程度 

実施時期：8 回目の講義が終わるタイミング 

提出期限：10 回目の講義が始まるまで 

     質問がある場合は、その後も随時受け付け指導します。 

事後学習：レポート作成などから学んだことまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営特論 （2 単位） 名古屋 

３．科目番号 SSMP5352 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 
講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッ

ション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 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

近年、社会保障分野への構造改革による多様な事業体の参入やサービス提供の多様化など、社会福祉サー

ビスのあり方が大きく変化している。福祉サービスへニーズの変化するなかで、それを提供する組織と経営
のあり方は、社会福祉の進展には重要な課題である。また、社会福祉サービスは、国や地方自治体などの行
政組織、社会福祉法人や医療法人、NPO などの非営利組織、一般企業などの営利組織、あるいはボランテ

ィアなどによって提供されている。 

社会福祉サービスの提供においては、国による法制度によって、財源の調達方法や提供方法が定められて
いる。しかしながら、各組織では、国の法制度をそのまま受け入れるのではなくて、夫々工夫して質の高い

福祉サービスを実現している。 

この科目では福祉サービス組織を多角的に捉え、地域、行政、福祉サービス事業者からの多様な要請、政
策や制度などを踏まえて、社会福祉の組織の経営に関わる基本的な法制度、運営管理の理論や方法を論考し、

受講者の身近で実践的課題を取り上げながら講義を進め、常に社会の実践活動で役に立つ視点からの講義を
進める。 

授業の進め方は、教科書は特に指定することなく、各授業回でテーマに沿った講義資料を提供し、ディス

カッションを含めて学習する。 

８．学習目標 

１．社会福祉の組織の経営に関わる基礎的理論を理解する。 

２．社会福祉サービスを提供するための財源の仕組みを理解する。 

３．福祉、介護、医療関連などを中心とした経営組織で活用できる質の高い管理方法を習得する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

シラバス「14．学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

特に指定しない。毎回、参考資料を配布する。 

【参考文献】 

福祉臨床シリーズ編集委員会編『福祉サービスの組織と経営』弘文堂、2013 年 

小松理佐子編『よくわかる社会福祉運営管理』ミネルヴァ、2012 年 

社会福祉法人、全国社会福祉協議会「社会福祉学双書」編集委員会編『社会福祉概論Ⅱ』2014 年 

岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011 年 

岡田広司編著『戦略的イノベーションの経営』あるむ、2008 年 

岡田広司編著『マーケティング理論と市場戦略』あるむ、2008 年 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

本特論を受講した結果、「授業内容の理解度」の他、主に次の能力の習得度を評価規準とする。 

「論理的展開思考」「創造的発想」「実践的応用展開」「緻密な表現と発表技法」 

○評定の方法 

レポート提出  60％ 

授業参加態度  30％ 

授業準備    10％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生が将来活動の道標となる社会福祉経営の知識は多種に及ぶと思われます。社会福祉経営の基礎理論
や現実の課題を考察しながら、受講生の関心のある課題についてさらに学習を深めます。また、学習にあた

っては、授業担当教員が長年企業で取り組んだ経営管理の事例、産学官連携の中で進めてきたバリアフリー
の研究などの事例を導入して、社会福祉経営の視座において実践的で有効的な講義にします。 

受講生が社会で福祉・介護あるいは医療機関などで経営管理を考える場合に役立つ授業にしたい。 

13．オフィスアワー 別途通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ オリエンテーション、社会福祉サービス提供組織の沿革 

【学習の目標】 社会福祉サービスの組織と経営の基本的構成要素を理解し、社会福祉経営の重要性と共にこの学問を学ぶ意義を理
解する。 

【学習の内容】 1. 社会福祉サービス提供組織の沿革とその組織を取り巻く背景、組織の高度化や複雑性を学習する。 

2. 社会福祉サービス提供組織の多元化及び組織の範囲、内部の参加者としての役割を学習する。 

【キーワード】 福祉サービス、 組織の時代、 介護サービス 

【学習の課題】 高齢化の進展、家族機能の変化、障害者の自立と社会参加の進展などに伴い、社会福祉経営のあり方を理解する。 

【参考文献】  担当教員が配布するプリント及び指示する参考書などを参照する。以下、各テーマとも同じ。 

【学習する上での留意点】 各自の知る範囲で、身近な社会福祉サービスとの比較をして、関心を持って考察を深める。 

2 . テ ー マ 社会福祉サービス提供組織の役割 

【学習の目標】 社会福祉事業法成立及び介護保険法の成立を解説し、それに基づいて社会福祉サービスの有効性や効率性、その限

界などを理解する。 

【学習の内容】 1. 社会福祉事業法成立までと、成立以降の介護保険成立までの福祉サービス提供組織の役割を学習する。 

2. 社会福祉契約化時代の到来、介護保険法から障害者総合支援法及び、社会福祉法成立を学習する。 

【キーワード】 社会福祉法、 介護保険法、 障害者支援法 

【学習の課題】 社会福祉事業法の成立から介護保険法成立までの過程を、社会福祉制度の充実、福祉サービスの契約化の到来を通
じて理解する。 

【参考文献】  担当教員が配布するプリント及び指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 社会福祉サービス提供組織の役割と概念をつかむ。これまでに各自が関わった組織と個人との関係など
を事例として考察したい。 



 

 

3 . テ ー マ 社会福祉サービス提供組織の体系と制度 

【学習の目標】 社会福祉事業を実施する社会福祉施設を取り巻く環境と現状について理解する。 

【学習の内容】 1. 社会背景の変化に伴う社会福祉施設の制度の新設・改変およびその分化を学習する。 

2. 地域において福祉サービスを提供する社会福祉法人などの組織に関する制度と役割を学習する。 

【キーワード】 社会福祉施設、 社会福祉法人、 医療法人 

【学習の課題】 社会福祉事業実施の場としての社会福祉施設の変化と施設機能の地域化などを学習する。 

【参考文献】  担当教員が配布するプリント及び指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 社会福祉施設はかつての救済・収容・教導・授産など慈善活動の場から、国の責務とされている社会福

祉のあり方を学習する。 

4 . テ ー マ 社会福祉サービス提供組織と地域社会 

【学習の目標】 地域の社会福祉の中核を担う社会福祉協議会、さらに NPO の現状、地域社会との関連、非営利組織について理解
する。 

【学習の内容】 1. わが国固有の民間社会福祉経営組織である社会福祉法人の機能と役割を学習する。 

2. 地域福祉領域における福祉サービスの提供組織、非営利組織、市民団体について学習する。 

【キーワード】 社会福祉協議会、 非営利組織、 NPO 

【学習の課題】 組織は戦略に従い社会福祉経営の戦略と組織の重要性を意識し、さらに組織間関係のあり方に注目して学習したい。 

【参考文献】  担当教員が企画・開発して成功した事業において福祉経営の学習の参考になるプリント及び指示する参考書などを
参照する。 

【学習する上での留意点】 社会福祉の組織と経営は、地域行政からのコントロールや組織間関係によってその資質が変わることに

注目したい。 

5 . テ ー マ 社会福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論 

【学習の目標】 現代社会の組織がどのような役割を果たしているか、また優れた組織を構築するための原理・原則について理解 

する。 

【学習の内容】 1. 現実の社会福祉組織が有効に機能して行くために遂行されなければならない経営管理機能を学習する。 

2. 社会福祉における有効性指標、福祉組織における有効性に関するモデルを学習する。 

【キーワード】 組織有効性指標のダイナミクス、 福祉経営組織目標、 財務目標ネットワーク 

【学習の課題】 福祉経営組織目標の複雑性を考察し、従業員中心の目標システムの事例などを理解し、福祉組織目標の考え方を理
解したい。 

【参考文献】  担当教員が実践し、福祉経営に適応されるビジネス組織活動事例に関するプリント及び指示する参考書などを参照

する。 

【学習する上での留意点】社会福祉サービス組織の経営目標やその有効性との理論に対して事例との対比を通して理解を深めたい。 

6 . テ ー マ 福祉サービスの管理と運営に関する基礎理論 

【学習の目標】 現代管理論の基礎となった伝統的な基礎理論を理解し、また組織が有効に機能するための管理機能を理解する。 

【学習の内容】 1. 科学的な管理や方法を初めて提唱したテイラーの科学的管理法などについて学習する。 

2. 企業の経営活動を分類し、管理の実践上の原則を提示したファヨールの管理過程論を学習する。 

【キーワード】 科学的管理法、 管理過程論、 人間関係論 

【学習の課題】 伝統的な基礎理論を理解することによって、個人の組織への参加意欲や貢献意欲の要因、新しいシステムのあり方

を理解したい。 

【参考文献】  担当教員が実務家として活動した社会福祉の経営管理と運営に関するプリント及び指示する参考書などを参照す
る。 

【学習する上での留意点】 

 企業組織や経営管理が着実に発展した背景にある官僚制システム、ヒエラルキーなどに対しても考察したい。 

7 . テ ー マ 社会福祉における集団力学とリーダーシップ 

【学習の目標】 福祉サービスおよび福祉施設管理における集団力学とリーダーシップに関する理論について理解する。 

【学習の内容】 1. 集団力学の基礎理論として、集団の凝集性と生産性、グループダイナミックスについて学習する。 

2. リーダーシップ・スタイル論、コンティンジェンシー理論などリーダーシップに関する基礎理論を学習する。 

【キーワード】 集団力学、 リーダーシップ、 コンティンジェンシー 

【学習の課題】 多様な個人が集合して形成される集団がもつ性質や作用する集団力学と集団内で発生するコンフリクトについて理
解したい。 

【参考文献】  担当教員が体験したコンピュータ導入によるビジネスやジョブ革新に関するプリント及び指示する参考書などを参

照する。 

【学習する上での留意点】 

 福祉サービスにおいて、集団の業績を高めるための有効なリーダーシップの行動パターンについて考察する。 

8 . テ ー マ 社会福祉サービスの業務運営と経営 

【学習の目標】 社会福祉組織の運営と経営の基本的な考え方、社会福祉法人の組織運営と経営を理解する。 

【学習の内容】 1. 福祉サービスの組織運営と経営の特徴、公益的活動としての福祉サービスの経営を学習する。 

2. 社会福祉法人の経営の原則、コンプライアンス、ガバナンス、経営の透明性の確保などを学習する。 

【キーワード】 組織運営、 法令順守(コンプライアンス）、 組織統括（ガバナンス） 

【学習の課題】 社会福祉法人が持つ組織風土やコミュニケーション・ネットワークがどのようにして業務運営を進めて行くか。 

【参考文献】  社会福祉サービス組織がもたらす業務運営や企業文化の事例テーマ、指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 福祉サービスにおいて、法令順守やガバナンスがコンプライアンスが経営管理システムに影響を与える

という点に注目したい。 

9 . テ ー マ NPO 法人およびその他の組織の運営と経営 

【学習の目標】 NPO 法人および医療法人の運営と経営を理解し、一般の企業つまり営利法人との相違点を理解する。 

【学習の内容】 1. NPO 法人とは何か、NPO 法人の組織運営、特定非営利活動、医療法人改革の要点などを学習する。 

2. 福祉サービス提供組織の基盤としての資産と管理、経常的運営財源、使途制限を学習する。 

【キーワード】 NPO 法人、医療法人、特定非営利活動 

【学習の課題】 従来の社会福祉サービス領域に、営利法人（会社）の介護・福祉サービス事業の参入が進んでいる点にも留意して

学習する。 

【参考文献】  担当教員の企業時代、当該企業が介護・福祉サービス事業に参入し、成功している。具体的な事例を含めた資料を



 

 

参照する。 

【学習する上での留意点】 市民の権利擁護を図るため、行政や公的組織の監視と改善にあたる福祉オンブズマン組織があるので、
その意見なども研究したい。 

1 0 . テ ー マ 社会福祉サービスに求められる財務・会計管理 

【学習の目標】 福祉サービスの経営のあり方を理解し、安定的な経営を導くために、財務管理のあり方や財務諸表の活かし方を理

解する。 

【学習の内容】 1. 社会福祉事業の経営管理、経営戦略、サービス利用者、労働者(職員)、事業者(経営者)のバランスを学習する。 

2. 福祉サービス事業における管理会計の必要性を理解し、財務会計及び財務諸表の見方を学習する。 

【キーワード】 経営戦略、 財務会計、 管理会計 

【学習の課題】 良質なサービスを提供しても、収支が恒常的に赤字や債務超過となるような事業の継続は困難、高い利益を上げて
も利用者不満の低サービスでは問題である。 

【参考文献】  担当教員が体験した事業マネジメントに関するプリント及び指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 社会福祉事業・施設のミッションを理解し、常に社会福祉法人会計のあり方に関心を持つ。 

1 1 . テ ー マ 社会福祉サービス提供組織の人事労務管理 

【学習の目標】 福祉・介護サービス分野における人事労務管理の管理領域について理解する。 

【学習の内容】 1. 福祉・介護サービスの機械化や省力化が難しい極めて労働集約性の高い現状を学習する。 

2. 採用管理、人事評価管理、能力開発、メンタルヘルス・マネジメントなど組織のダイナミクスを学習する。 

【キーワード】 人事労務管理、 労働集約性、 組織のダイナミクス 

【学習の課題】 福祉サービスは人が直接サービスを提供するため人件費率が極めて高い、労働集約性をどう乗り越えるか、新しい
仕組みを考えたい。 

【参考文献】  担当教員が組織の変革と企業の発展に関するプリント及び指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 福祉サービスはその政策理念と現実とのギャップの中で、利用者、労働者、事業者の３者が受けるメリ
ットのバランスをどうするか。 

1 2 . テ ー マ 社会福祉サービス提供組織の設置基準と管理体制 

【学習の目標】 社会福祉事業と社会福祉を目的にする事業の違い、社会福祉施設の事業の設置管理基準の概要を理解する。 

【学習の内容】 1. 社会福祉事業の設置管理基準（人員・設備・運営に関する基準）を学習する。 

2. 地方主権一括化法の施行に伴う社会福祉分野の地域主権化の方向性を学習する。 

【キーワード】 社会福祉事業、 地域主権化、 設置管理基準 

【学習の課題】 地域主権改革により、社会福祉法人の指導監督、社会福祉施設の設置管理基準の制定など、地域への権限移動が進

んでいる。 

【参考文献】  担当教員が新製品開発など企業で実践した体験と組織の学習に関するプリント及び指示する参考書などを参照す
る。 

【学習する上での留意点】 社会福祉サービスの提供者としての行政サービスの構造及び超高齢化社会における地方自治体のあり方
に常に留意する。 

1 3 . テ ー マ 福祉サービス組織の管理運営の方法と現状及び今後の課題 

【学習の目標】 社会福祉サービス提供組織におけるコンプライアンスとガバナンスのあり方及び今後の課題について理解する。 

【学習の内容】 1. 経営組織におけるコンプライアンスとガバナンスの定義について学習する。 

2. 福祉サービス提供組織の管理運営の方法、財源と財務管理・会計管理の基本的な考え方を学習する。 

3. 社会福祉サービス提供組織の経営管理全般に関する今後の方向性や課題を学習する。 

【キーワード】 労働環境、 介護保険制度、 人材育成 

【学習の課題】 介護保険制度施行後、社会福祉法人にも一般企業同様、社会的責任が問われ法令順守体制の構築が求められている
点に注目したい。 

【参考文献】  全国の福祉サービス提供組織での事例に関するプリント及び指示する参考書などを参照する。 

【学習する上での留意点】 質の高い介護サービスの提供にあたって、OJT など職場内外での、専門性を高める教育訓練の充実が急
務となっている点に留意する。 

課題研究１ 

【課題研究テーマ】第 2 テーマ～第 5 テーマの講義内容を踏まえて、「社会福祉サービス提供組織の現状と重要性」

についてレポートにまとめなさい。（留意点）社会福祉事業法成立及び介護保険制度導入による視座から考察。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時期：第 5 テーマの授業後に実施する。 

提出期限：第 6 テーマの授業開始時に提出する。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 7 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究２ 

【課題研究テーマ】第 6 テーマ～第 9 テーマの講義内容を踏まえて、「社会福祉サービス組織の経営と今後の課題」

についてレポートにまとめなさい。（留意点）社会福祉法人の公益的活動として福祉サービス経営の視座から考察。 

レポート形式：A4 用紙 1 枚（1,400 字程度） 

実施時期：第 9 テーマの授業後に実施する。 

提出期限：第 10 テーマ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 テーマ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考察を深める。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 福祉マネジメント特論  （2 単位） 池袋 

３．科目番号 SSMP5353 

２．授業担当教員 喜多村 悦史 

４．授業形態 演習（学生への質問、討議を中心とする） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経営関係科目 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 

社会福祉行財政のマネジメント、また社会福祉機関・施設におけるマネジメントのあり方や方法を学び、

そこにおける運営管理、財務管理、人事管理や労務管理などのマネジメント全体について把握することを
目指すが、その手法としては院生が属している組織を研究材料にするのが効率的、効果的である。院生が
それぞれ問題意識を掘り出し、討議材料として提供することにより、ケーススタディとして具体的、実践

的に検討する。今年度は、特に人事・労務に焦点を充ててみたい。 

８．学習目標 

１．社会福祉関係職員の活動の場である組織を理解する。 

２．社会福祉関係職員が経験する組織内での葛藤を理解し、解決方法を学ぶ。 

３．組織の特色は何かを理解する。 

４．組織内での指揮命令関係の構造と役割を理解する。 

５．組織の活力増強にはどのような手法があるか学習する。 

６．社会福祉関係職員の勤務評定《業務評価》をどのように行うか学習する。 

７．組織の外で起こる変化がどのように組織に影響するか学習する。 

８．組織の内部で起こる変化にどのように対応するか理解する。 

９．組織内で起こる変化に対応する方法を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

院生が事前に準備した素材をもとに全員で討議する方式とするので、受講生 5 人以上を開講の前提とする。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【参考文献】 

小室豊充『変革期の老人ホーム経営』中央法規、2005 年 

渡辺孝雄他編『福祉産業マネジメント新版』同文館出版、2008 年 

人事・労務に関する解説書、実務書を多数読み込むこと 

そのほか新聞報道等から、人事・労務問題のホットな話題を探求すること 

また自己が属する組織における人事・労務問題を題材として提供すること 

11．成績評価の規準と
評定の方法 

○成績評価の規準 

授業中のディスカッションへの参加度、及びその前提としての予習の度合いを重視する。 

○評定の方法 

日常の授業態度 50％  レポート 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生が所属する組織は別々であり、運営形態・方法も千差万別であろうが、そうした場所における各
自の体験や悩みを出し合い、それを討議検討材料とすることで、社会福祉機関・施設における管理の実践

手法を体得していきたい。受講生にとって今後の職務遂行の有益な情報を得ることになるので、主体的、
積極的な参加姿勢を求める。他では見られないような特異的体験などの情報提供は、テーマのより深い分
析のために有意義である。学生からの提供素材をもとに、いっしょに学習を深めていきたい。 

13．オフィスアワー 
木曜日 9 時から 12 時。このほか火曜日の授業修養後にも面談質問等に応じる。メールによる相談も受け付
ける。 

14 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 顔合わせとオリエンテーション 

【学習の内容】 学習計画の討議、学生の研究・発表分担の決定（受講生は均等回数、分担する） 

【キーワード】 組織、マネジメント 

【学習の課題】 学期を通して何を習得したいかの確認 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】各学生の関心事と経験・知識レベルの相互理解 

2 . テ ー マ 労働者の採用について 

【学習の内容】 労働者の募集と採用 

【キーワード】 採用の自由、職業紹介、労働者名簿 

【学習の課題】 労働者募集の法規制 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織では要員をどのように確保しているか 

3 . テ ー マ 労働契約の締結について 

【学習の内容】 労働契約の意義 

【キーワード】 契約概念、採用内定、試用期間、期間制限、定年制 

【学習の課題】 労働契約の自由と規制 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織では労働契約内容をだれが、どのような方針で定めているのか 

4 . テ ー マ 賃金について 

【学習の内容】 賃金の概念・範囲、支払い方 

【キーワード】 賃金、割増、退職金、賞与、休業手当、社内預金  

【学習の課題】 賃金の法的性格とそこから発生する諸規制を理解する  

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織では（広義の）の賃金制度を把握し、問題点を含めて説明する 

5 . テ ー マ 労働時間について 

【学習の内容】 労働時間の意味と近年の規制弾力化の内容を理解する 

【キーワード】 法定労働時間、変形労働時間、みなし制、時間外労働、休憩、休日、年休、管理監督者 



 

 

【学習の課題】 労働時間規制の沿革を把握し、弾力化の意義について理解する 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織における労働時間の実態と組織の時間管理原則を理解する 

6 . テ ー マ 法定福利① 

【学習の内容】 医療保険と関連制度 

【キーワード】 健康保険制度、介護保険制度、雇用保険制度 

【学習の課題】 職員の生活保障として医療保険等が存在するが、その保険料負担や事務負担について理解する 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織における社会保険適用の実態を説明する 

7 . テ ー マ 法定福利② 

【学習の内容】 年金保険と関連制度 

【キーワード】 厚生年金、基礎年金、企業年金、退職金基金制度、労災保険 

【学習の課題】 医療保険と並んで年金保険などがあるが、その保険料負担や事務負担について理解する 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織における社会保険適用上の問題点を整理する 

8 . テ ー マ 育児・介護負担への対応について 

【学習の内容】 女性労働者の保護から育児・介護負担への制度対応 

【キーワード】 女性保護規定、育児休業、介護休業  

【学習の課題】 福祉事業では女性労働者比率が高く、労働者の満足と経営効率を両立させる仕組みが求められる 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織での対応について、その有効性、効率性を分析する 

9 . テ ー マ 就業規則について 

【学習の内容】 労働者を律する職場規則である就業規則を理解する  

【キーワード】 就業規則、労働契約法、懲戒処分  

【学習の課題】 就業規則に関する法理論上の問題点 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織での修行規則はどうなっており、それは最善のものと判定できるか 

1 0 . テ ー マ パートタイマーについて 

【学習の内容】 パートタイム労働者を雇用する際に必要なことはなにか  

【キーワード】 パートタイム労働者、パートタイム労働法、雇い止め 

【学習の課題】 パートタイム労働者に関する法規制の特色 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織における労働者の構成、パートタイム労働者と一般労働者の条件格差 

1 1 . テ ー マ 労働者派遣について 

【学習の内容】 派遣の実態と法規制の変遷 

【キーワード】 派遣法、派遣元、派遣先、紹介予定派遣  

【学習の課題】 派遣制度の本質を踏まえたうえで制度に問題点を探る  

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織での派遣労働や業務の外注などの実情を把握し、問題点を分析する 

1 2 . テ ー マ 労働災害の防止について 

【学習の内容】 労働災害防止の意味と経営への影響 

【キーワード】 安全衛生法、安全配慮義務、健康診断、災害補償  

【学習の課題】 労災防止に関わる法規制と実態  

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織での防止体制と労災発生状況を同種事業者との比較で理解する 

1 3 . テ ー マ 損害賠償について 

【学習の内容】 労働関係にいて生じる損害賠償を幅広く理解する 

【キーワード】 無過失賠償、賠償予定、身元保証、使用者責任、解雇無効 

【学習の課題】 使用者と労働者間で生じうる民事賠償問題を幅広く理解する 

【参考文献】  テーマに沿って選択する 

【学習する上での留意点】自己が属する組織および同種事業者において過去に生じた損害賠償案件を分析する 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 6回～第 7回の講義内容を踏まえて、「自身が関心のある福祉事業体における職員向け福利制度

の実像」についてレポートをまとめなさい。レポート様式 A4用紙 2頁（1枚の両面を使用し本文で 2,500字程度）。

ワープロ使用可 

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の授業時に受け付け、討論する。 

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 10回～第 11回の講義内容を踏まえて、「福祉事業における非正規職員問題の本質」についてレ

ポートをまとめなさい。レポート様式 A4用紙 2頁（1枚の両面を使用し本文で 2,500字程度）。ワープロ使用可 

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の授業時に受け付け、討論する。 

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

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉マネジメント特論 （2 単位） 名古屋 

３．科目番号 SSMP5353 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 演習（学生への質問、討議を中心とする） ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

履修形態 

（通信教育） 
R 

７．講義概要 
営利組織のマネジメントと非営利組織のマネジメントの概要について学ぶ。主な項目は組織マネジメン

トの運営管理、人事管理、経営理念、NPO 法人について検討する。 

８．学習目標 

１．組織マネジメントの全体像を自分で説明できるようになることを目的とする。 

２．組織マネジメントとしての科学的管理法について知り、説明できるようになることを目的とする。 

３．リーダーシップ特性や人のキャリア形成について学び、自分で発表することができるようになる。 

４．経営資源の配分としての経営戦略の概要についてまとめ、発表することができるようになる。 

５．経営組織の設計と経営理念について学び、レポートにまとめ発表することができるようになる。 

６．組織の文化と風土について自分で説明できるようにする。 

７．NPO 法人（特定非営利活動法人）のマネジメントについて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 

シラバス「14 学習の展開及び内容」の各テーマを参照。 

１．財団と社団の違いについて調べてみよう。 

２．コムスン事件について調べ、その影響について考察してみよう。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版、2013 年 

【参考文献】河合・齋藤『NPO マネジメント』放送大学教育振興会、2011 年 

P.F.ドラッカー『マネジメント』ダイヤモンド社、2012 年 

社会福祉養成講座編集委員会『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版、2013 年 

近藤隆雄『サービスマーケティング』生産性出版、2013 年 

大橋謙策『社会福祉入門』放送大学、2012 年 

武井敏編『社会福祉施設経営管理論』社会福祉法人 全国社会福祉協議会、2013 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

１．組織マネジメントの全体像を説明できた。 

２．組織マネジメントとしての科学的管理法について説明できた。 

３．リーダーシップ特性や人のキャリア形成について報告できた。 

４．経営資源の配分としての経営戦略の概要についてまとめることができた。 

５．経営組織の設計と経営理念についてまとめることができた。 

６．組織の文化と風土について報告できた。 

７．NPO 法人（特定非営利活動法人）のマネジメントについてまとめ、報告することができた。 

○評定の方法 

日常の授業態度 50％ 

レポート 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．自ら学び研究するという意識をもってほしい。 

２．観察力、問題解決能力を高める上からも、積極的な態度でいどむこと。 

３． 関心のある企業や身近な NPO 法人･施設の HP をみて､その組織の経営理念や社会貢献を比較してみ
よう。      

４．レポートの提出は期限を厳守。 

13．オフィスアワー 第１回目の講義の際に指示する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 組織マネジメントとは何か 

【学習の目標】 組織マネジメントの全体像を説明できるようになることを目的とする。 

【学習の内容】 １．組織の定義 

        ２．組織の目的・理念・戦略の策定 

        ３．トップのリーダーシップ 

        ４．組織デザイン、モティベーション、経済環境 

【キーワード】 組織マネジメント、理念、リーダーシップ 

【学習の課題】 組織マネジメントの全体モデルを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 マネジメントは常に組織の中で論じられ・営まれ、組織はマネジメントに依拠して成り立っていること

に注意する。  

2 . テ ー マ 組織の状況適応理論の概説について 

【学習の目標】 リーダーシップの状況適応理論と組織構造の状況適応理論の概要を説明できるようになる。 

【キーワード】 仕事志向スタイル、人間関係志向スタイル、有機的組織、機械的組織 

【学習の課題】 状況適応理論は、唯一絶対ではなく、環境状況によって異なることを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 状況適用理論をもとにローレンス・ローシュが「分化と統合」という概念を用いて、環境のもたらす不
確実性と組織構造の特徴が密接に結びついていることに留意する。 

3 . テ ー マ 組織マネジメント論について（１）：伝統的経営管理論 

【学習の目標】 １９世紀末から２０世紀初頭にかけて展開されたティラーの科学的管理法とフェイヨルの管理過程論を説明できる
ようになる。 

【学習の内容】 リーダーシップスタイルの検討と京セラの稲盛和夫の経営観について理解する。 

【キーワード】 ティラー、科学的管理法、課業管理、差別出来高払い制度、職能別職長制度、フェイヨル、管理職能 

【学習の課題】 職能別職長制度は現実的に有効か否か、ラインアンドスタッフ組織の形態との関係について理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 ２０世紀初頭に誕生した組織マネジメント論の黎明期の時代のとらえ方、仮説の構築について理解する。 



 

 

4 . テ ー マ 組織マネジメント論について（２）：近代組織論の展開 

【学習の目標】 １．生産性向上をもたらす要因が人間関係にあることを、説明できるようになる。 

        ２．組織の中心概念はインホーマルではなく、あくまでフォーマルな組織であることが説明できるようにする。  

【学習の内容】 １．ホーソン工場での実験過程        ２．人間関係論の仮説と管理方法 

        ３．モティベーション論の展開        ４．リーダーシップ論の展開 

        ５．意思決定論から経営戦略へ 

【キーワード】 ホーソン工場、モラール、インホーマル集団、モティベーション、リーダーシッップ、経営戦略 

【学習の課題】 古典的組織マネジメントでは、労働者はどのように扱われていたかを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 テイラーの科学的管理具の中で、今日の組織マネジメントにおいても通用すると思われる考え方に留意
する。 

5 . テ ー マ リーダーシップについて（２） 

【学習の目標】 リーダーシップの行動理論とリーダーシップの状況適応について説明できるようになる。 

【学習の内容】 １．アイオワ研究 

        ２．ミシガン研究 

        ３．オハイオ研究 

        ４．マネジリアル・グリッド理論 

        ５．PM 理論 

        ６．フィードラーの LPC モデル 

        ７．ハーシィ・ブランチャードの SL 理論 

【キーワード】 行動理論、ミシガン研究、オハイオ研究、マネジリアル・グリッド理論、PM 理論、状況適応理論、LPC モデル、
SL 理論 

【学習の課題】 リーダーシップ研究は特性理論からリーダーの具体的な行動やスタイルに焦点を当てた行動理論へと転換する背景
について注意する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 バーナードの組織の定義は「２人以上の人々の、意識的に調整された活動、または諸力の体系」である
が、「組織の本質」には人間それ自体の存在が含まれていないことに留意する。 

6 . テ ー マ リーダーシップについて（３） 

【学習の目標】 １９８０年代前半以降の変革型リーダーシップ理論ついて説明できるようになることを目的とする。 

【学習の内容】 １．コッターの変革型リーダーシップ理論 

        ２．カンターの変革型リーダーシップ理論 

        ３．金井の変革型リーダーシップ 

        ４．セルズニックの制度的リーダーシップ理論 

        ５．グリーンリーフのサーバント・リーダーシップ理論 

        ６．組織文化の変革とシンボリック・マネジャー 

【キーワード】 変革型リーダーシップ、ビジョナリー・リーダーシップ、制度的リーダーシップ理論、サーバント・リーダーシッ
プ理論、シンボリックマネジャー 

【学習の課題】 １９７０年代後半から８０年代にかけて、ミドルやトップを対象とした創造的な組織変革やイノベーションをもた

らすことができるような変革型リーダーシップ理論の開発・提示に関心が集まるようになったこことを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 従来型のスタッフ主導型の他律的な分析論的戦略からベンチャー型の自律的な進化論的戦略が求められ

るようになってきた背景に注意する。 

7 . テ ー マ リーダーシップについて（４） 

【学習の目標】 リーダーシップ・スタイルを決定する２つの主要因について説明できるようになる。 

【学習の内容】 １．リーダーシップ・スタイルを決定する要因・課題（仕事）志向と人間関係志向 

        ２．リーダーシップの４機能 

【キーワード】 リーダーシップ・スタイル、課題志向、人間関係志向、情報収集・伝達、信頼性、信頼蓄積理論 

【学習の課題】 リーダーシップ・スタイルを決定する要因（基準軸）として「課題志向」と「人間関係志向」の２軸が頑強（ロバ
スト）で不動であることを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 リーダーによる信頼の蓄積が、りーダーの変革行動に対するフォロワーの承認を促すだけでなく、リー
ダーによる変革をフォロワーの間に待望させることに留意する。 

8 . テ ー マ モティベーションとキャリア形成について 

【学習の目標】 モティベーションとキャリア形成に関する主な理論を説明できるようになることを目的とする。 

【学習の内容】 １．モティベーションに関する理論 

        ２．キャリア形成に関する理論 

【キーワード】 モティベーション、キャリア形成、責任の組織化、欲求階層説、XY 理論、期待理論モデル 

【学習の課題】 「仕事を通じて働く人たちを生かす」ための組織マネジメントについて理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 組織における「人」のマネジメントに係る「短期的」課題としてモティベーションを、「長期期」課題
としてキャリア形成を各々捉えその主な理論を検討する。 

9 . テ ー マ 経営戦略について（１） 

【学習の目標】 企業を取り巻く外部環境を分析し、競争相手を見定め、自社の経営資源の配分を決定し、外部環境と経営資源を適
合させるように中長期的な経営方針を策定することが重要であることをまとめ、発表することができるようにな
る。 

【学習の内容】 １．経営戦略とは何か        ２．事業領域の選択 

        ３．経営戦略の階層化        ４．戦略と組織の適合 

【キーワード】 経営戦略、多角化、職能別組織、事業部制組織、組織は戦略に従う 

【学習の課題】 企業戦略と事業戦略、機能別戦略の目的と階層構造について理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 チャンドラーとアンゾフは、それぞれ「組織は戦略に従う」「戦略は組織に従う」という命題を残して

いる。それぞれの意味とこのような正反対の命題が今日まで通用しているかを考える。 



 

 

1 0 . テ ー マ 経営戦略について（２） 

【学習の目標】 企業は多くの事業を内包すると、経営資源や能力の多重活用によるシナジー（生産シナジー）が重視される。さら

に、環境変化に対応して新製品を開発する。企業は市場へアクセスする可能性を生み出し、顧客の利益に貢献し、
競合他社にとっては模倣することが困難であることを説明できるようになる。 

【学習の内容】 １．基本戦略の類型化 

        ２．競争の規定要因 

        ３．多角化の方向性 

        ４．多角化におけるコア・コンピタンスの活用 

５．製品ライフサイクル 

        ６．戦略形成プロセス 

【キーワード】 ポーターの競争５要因モデル、規模の経済、経験曲線効果、アンゾフの成長ベクトル、コア・コンピタンス、製品

ライフサイクル プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント 

【学習の課題】 規模の経済性と経験曲線効果の違いがどのようなものかを理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

        朝倉・新宅『経営戦略入門』日本経済新聞 2011 年 

【学習する上での留意点】 多角化による資源の有効活用、シナジー効果などは経営成果に正の影響を及ぼしているが、近年事業の
再構築を断行している。選択と集中の経営方針も見られることに注意すべきである（『経営戦略入門』

朝倉新宅３３６頁）。 

1 1 . テ ー マ 組織の文化と風土について 

【学習の目標】 組織がその活動を続けていく際には、組織風土や組織文化の影響を強く受けることを説明できるようになることを
目的とする。 

【学習の内容】 １．組織の風土とは何か        ２．組織の文化とは何か 

        ３．組織文化の浸透と業績       ４．事業変革と組織学習 

【キーワード】 組織文化、組織風土、事業変革、仕事環境、浸透メカニズム、組織文化の逆機能、組織学習、学習する組織  

【学習の課題】 組織風土と組織文化の相違点について理解する。 

【参考文献】  柴田悟一編『組織マネジメントの基礎』東京経済情報出版 2013 年 

【学習する上での留意点】 自分が所属する組織の組織風土と組織文化はどのようなものかあるか注意する。  

1 2 . テ ー マ NPO マネジメントについて（１） 

【学習の目標】 NPO 法人（特定非営利活動法人）が経営を行うために必要な、定義、設立、事業評価のための情報公開などにつ

いて説明できるようになることを目的とする。 

【学習の内容】 １．非営利組織とは 

        ２．特定非営利活動法人の経営 

        ３．特定非営利活動法人の事業とその評価 

【キーワード】 NPO 法人化、ボランティア、特定非営利活動促進法、NPO 法人の管理、CVP(cost-volume-profit analysis) 

【学習の課題】 NPO 法人設立の流れについて理解し、NPO 法人の定款にはどのような内容が盛り込まれるかを考えてみる。 

【参考文献】  河合・齋藤『NPO マネジメント』放送大学教育振興会 2011 年 

【学習する上での留意点】 NPO 法（特定非営利活動促進法）を確実に理解して、NPO 法人への寄付を促す認定 NPO 法人につい
て留意する。 

1 3 . テ ー マ NPO マネジメントについて（２） 

【学習の目標】 非営利組織が社会に広く受け入れられるには、その目的（活動理念）を明確にし、その活動の成果を開示する説明

責任（アカウンタビリティ）についてまとめ、発表することができるようになる。 

【学習の内容】 １．非営利組織のアカンタビリティ 

        ２．非営利組織の経営改革 

        ３．非営利組織の課題 

【キーワード】 アカウンタビリティ、情報公開、市民への説明、業績評価、PDCA サイクル、地域社会、コミュニティ 

【学習の課題】 非営利組織のアカウンタビリティと業績評価について企業のそれとの相違点について考える。 

【参考文献】  河合・齋藤『NPO マネジメント』放送大学教育振興会 2011 年 

【学習する上での留意点】 非営利組織のアカンタビリティを考えるために、企業のアカウンタビリティに注意する。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1 回から第 5 回：学習の展開及び内容を踏まえて、「ティラーの基本的理念と科学的管理法の
貢献と限界について」レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A4 用紙 1,600 字程度 

実施時期：第 3 回の授業後に実施する。 

提出期限：第 4 回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を 5 回授業終了後に教室で行う。 

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

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

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 6 回から第 10 回の学習の展開及び内容を踏まえて、「非営利組織を定義して、非営利組織にお
けるマネジメントの短所と長所について」レポートにまとめなさい。 
レポート形式：A4 用紙 1,600 字程度 
実施時期：第 10 回の授業後に実施する。 
提出期限：第 11 回の授業開始時に提出する。 
     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 12 回授業終了後に教室で行う。 
     添削内容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適宜指導する。 
事後学習：レポート作成と添削指導・意見交換を通し学んだことをまとめる。 
参考文献：田尾・吉田『非営利組織論』有斐閣 

 

 


