
 

 

１．科目名（単位数） アジア文化論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1337 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

21 世紀はアジアの時代ともいわれ、アジア諸国とその文化に注目が集まっている。アジア文化圏は、アセ

アンに代表される東南アジア諸国から、中央アジアや西アジアまでを含む広大な範囲を含んでいる。本講義

では、まず世界におけるアジア文化圏の位置づけを考える。次に、現在注目を集めている東南アジア諸国連

合(ASEAN)を中心に様々なアジア文化の特色を考察していく。また興味のあるアジア文化について調べ、個

人ごとまたはグループごとで調査内容を発表することとする。 

８．学習目標 

1. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4. 興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

2．アジア圏の文化に触れ、意識的に観察し分析する。  

3．個人またはグループごとに担当する文化について資料を作成して発表をする。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

二宮書店編集部編『データブック オブ・ザ・ワールド―世界各国要覧と最新統計』二宮書店、2019。 

その他の文献については、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1. 世界の様々な文化圏の中のアジア文化圏の位置づけと特色について理解し説明できる。 

2. アジア文化圏の中の東南アジア文化圏の位置づけと特色を理解し説明できる。 

3. 東南アジア文化圏以外の多様なアジア文化について理解し説明できる。 

4. 興味のあるアジア文化の特色について調査を実施し異文化理解と自文化理解を深めることができる。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

多様な文化に興味を持っていることが望ましい。 

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション: アジア文化圏についての概

要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容について把

握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について整理

しておく。 

第２回 東アジア圏の特徴について 

事前学習 東アジアについて地理的に確認しておく。 

事後学習 

講義内容を振り返り、発表については重要事項を

確認しながら、自身が担当する国について調査を

始める。 

第３回 ASEAN 地域の特徴について 

事前学習 
ASEAN を構成する国々について、各自調べてお

く。 

事後学習 
講義内容を振り返り、ASEAN 地域の特徴や共通

性について整理しておく。 

第４回 ベトナム 

事前学習 
ベトナムについて自身のもつ知識情報や興味、疑

問などをまとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、ベトナムの文化的特

徴を整理しておく。発表を控えている人は、発表

を終えた人の内容や資料を参考に自身の発表に

備える。 



第５回 カンボジア 

事前学習 
カンボジアについて自身のもつ知識情報や興味、

疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、カンボジアの文化的

特徴を整理しておく。発表を控えている人は、発

表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発表

に備える。 

第６回 ミャンマー 

事前学習 
ミャンマーについて自身のもつ知識情報や興味、

疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、ミャンマーの文化的

特徴を整理しておく。発表を控えている人は、発

表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発表

に備える。 

第７回 インドネシア 

事前学習 
インドネシアについて自身のもつ知識情報や興

味、疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、インドネシアの文化

的特徴を整理しておく。発表を控えている人は、

発表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発

表に備える。 

第８回 タイ 

事前学習 
タイについて自身のもつ知識情報や興味、疑問な

どを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、タイの文化的特徴を

整理しておく。発表を控えている人は、発表を終

えた人の内容や資料を参考に、自身の発表に備え

る。 

第９回 マレーシア 

事前学習 
マレーシアについて自身のもつ知識情報や興味、

疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、マレーシアの文化的

特徴を整理しておく。発表を控えている人は、発

表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発表

に備える。 

第１０回 フィリピン 

事前学習 
フィリピンについて自身のもつ知識情報や興味、

疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、フィリピンの文化的

特徴を整理しておく。発表を控えている人は、発

表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発表

に備える。 

第１１回 シンガポール 

事前学習 
シンガポールについて自身のもつ知識情報や興

味、疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、シンガポールの文化

的特徴を整理しておく。発表を控えている人は、

発表を終えた人の内容や資料を参考に、自身の発

表に備える。 

第１２回 ブルネイ、ラオス 

事前学習 
ブルネイやラオスについて自身のもつ知識情報

や興味、疑問などを各自まとめておく。 

事後学習 

講義内容や発表を振り返り、ブルネイやラオスの

文化的特徴を整理しておく。発表を控えている人

は、発表を終えた人の内容や資料を参考に、自身

の発表に備える。 

第１３回 ネパール 

事前学習 
ネパールについて自身のもつ知識情報や興味、疑

問などを各自まとめておく。 

事後学習 
講義内容や発表を振り返り、ネパール文化の特徴

を整理しておく。 

第１４回 南アジア圏 

事前学習 南アジアについて地理的に確認しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、南アジア圏の文化的特徴に

ついて整理しておく。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がないか

確認しておく。 

事後学習 ノートや資料を整理し、レポートを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） アメリカの文化と言語Ⅱ（外国語活動） （2 単位） 

３．科目番号 GECM1302 

２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、ディスカッション、発表等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
アメリカの文化と言語Ⅰが履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

アメリカの文化と言語 I のクラスで学んだアメリカの文化と言語に関する知識の幅を広げ、アク

ティブラーニングを取り入れ、楽しく外国語活動を行い使える力へと高める。まず、活動型の授

業形態をとり、活動に伴う会話力の技能を、様々な日常生活の場面に応じて基本的なレベルから、

より高いレベルへと向上させる。また、コミュニケーション力や人間関係能力を高めるための基

本的な表現力を身につける。アメリカの文化を学びながら自国の文化と比較することで、様々な

文化を尊重できる素地を養う。 

８．学習目標 

1) 様々な日常生活に必要な活動に応じた教材を適宜使用しながら、英語(表現力)の技能を高め、

実生活で外国語を使える力を育成する。 

2) 1）を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解する。 

3) アメリカの文化事情について多角的に考察を深める。 

4) アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、必ず予習・復習をする。 

２．各UnitのPair-work discussionで取り上げられているアメリカの文化やアメリカ人の行動について、自

分の意見を発表できるよう準備する。 

３．発表内容を元にレポートを書いて提出する。締め切りは第15回授業の開始時まで。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】小林英雄、Elizabeth Lee 著『アメリカン・プロファイル』三修社、2017。 

【参考書】講義内で適宜紹介する。必要に応じて英和辞書を持参すること。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

●成績評価の基準（学習目標） 

1. 様々な教材を適宜使用しながら、英語の 4 技能をバランスよく育成することができたか。 

2. 1.を達成するため、英語の言語としての特徴（発音、文法、語法等）を理解することができたか。 

3. アメリカの文化事情について多角的に考察を深めることができたか。 

4. アメリカの文化を学ぶことで、自国を含む多様な文化を尊重する態度を育成することができたか。 

●評定の方法 

試験・レポート：30％ 

小テスト・発表・スピーチ等：25％ 

課題（長期休暇課題・レポート等）：20％ 

受講態度等：25％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．事前学習をしっかり行い、授業に臨むこと。 

２．付属の音声教材をダウンロードし毎日聞くなどして日頃から英語での応答に慣れるように心がける。 

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

４．自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション: 授業の概要、授業の進め方。発表

担当回の決定。 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや行動内容に

ついて把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 Unit 1: The Future of the American Dream 

事前学習 pp.9~12 の設問に回答する。p.29 を読む。 

事後学習 pp.9~12 を復習する。 

第３回 Unit 2: America’s Changing Habits of Watching TV 

事前学習 pp.13~16 の設問に回答する。p.30 を読む。 

事後学習 pp.13~16 を復習する。 

第４回 Unit 3: Elon Musk: The Electric Car and Beyond 

事前学習 pp.17~20 の設問に回答する。p.31 を読む。 

事後学習 pp.17~20 を復習する。 

第５回 
Unit 4: The Millennium Prize Problems Named by  

Clay Mathematics Institute 

事前学習 pp.21~24 の設問に回答する。p.32 を読む。 

事後学習 pp.21~24 を復習する。 

第６回 Unit 5: America’s Love with Food Culture 

事前学習 pp.25~28 の設問に回答する。p.33 を読む。 

事後学習 pp.25~28 を復習する。 



第７回 
Unit 6: The Japanese Astronauts’ Endeavors at  

NASA 

事前学習 pp.35~38 の設問に回答する。p.55 を読む。 

事後学習 pp.35~38 を復習する。 

第８回 
Unit 7: America’s Increasing Militarism with War on  

Terror 

事前学習 pp.39~42 の設問に回答する。p.56 を読む。 

事後学習 pp.39~42 を復習する。 

第９回 Unit 8: Raging Flu Threat 

事前学習 pp.43~46 の設問に回答する。p.57 を読む。 

事後学習 pp.43~46 を復習する。 

第１０回 
Unit 9: The Soaring Costs of American Higher  

Education 

事前学習 pp.47~50 の設問に回答する。p.58 を読む。 

事後学習 pp.47~50 を復習する。 

第１１回 Unit 10: The Man Behind the Music: Dr. Luke 

事前学習 pp.51~54 の設問に回答する。p.59 を読む。 

事後学習 pp.51~54 を復習する。 

第１２回 
Unit 11: After Steve Jobs, The Men Who Keep Apple  

Growing 

事前学習 pp.61~64 の設問に回答する。p.85 を読む。 

事後学習 pp.61~64 を復習する。 

第１３回 
Unit 12: Cloned Extinct Species Saves the  

Environment 

事前学習 pp.65~68 の設問に回答する。p.86 を読む。 

事後学習 pp.65~68 を復習する。 

第１４回 Unit 13: The Pros and Cons of Legalizing Marijuana 

事前学習 pp.69~72 の設問に回答する。p.87 を読む。 

事後学習 pp.69~72 を復習する。 

第１５回 
Unit 14: Healthcare Reform and its Effects on the  

American Game 

事前学習 pp.73~76 の設問に回答する。p.88 を読む。。 

事後学習 pp.73~76 を復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 異文化コミュニケーション教育演習 （2 単位） 

３．科目番号 EIJP3171 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、グループワーク、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

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

７．講義概要 

異文化コミュニケーションの教育の一つに、異文化トレーニングがある。異文化トレーニングは主に知識

学習と体験学習に大別されるが、講義では知識学習としてトレーニングの種類や内容、効果など認知的側面

を扱い、個人による作業も取り入れていく。 

実践では体験学習としてクラスで実施可能なペアワークやグループワークなどを取り入れながら、異文化

コミュニケーションの情動や行動の側面についても訓練していく。また、トレーニングの実践後にはディブ

リーフィングやディスカッションなども実施し、ルールの違いや行動の意味などについて考えていく。 

クラスのサイズによってトレーニング内容を調整しながら実施していく。 

８．学習目標 

１ 未知の環境での生活やストレンジャーとのコミュニケーションに先立ち、擬似的に体験したり能動的に

行動したりする訓練を通して、経験的知識を習得する。 

２ 擬似異文化の社会的相互作用や人間関係の調整における情動を体感し、自己理解や成長を図り、説明で

きるようになる。 

３ トレーニングを通して、問題の早期認識や判断、対応する力に結び付けできるようになる。  

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２．ルールの違いや行動の意味について考察する。 

３．自身のコミュニケーション行動とともに、情動についても振り返って分析する。 

２と３については、事例課題レポートやトレーニング実践後のディブリーフィング・レポートとして提出す

る。詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準(学習目標) 

1.未知の環境での生活やストレンジャーとのコミュニケーションに先立ち、擬似的に体験したり能動的に行

動したりする訓練を通して、経験的知識を習得できたか。 

2.擬似異文化の社会的相互作用や人間関係の調整における情動を体感し、自己理解や成長を図り、説明でき

たか。 

3.トレーニングを通して、問題の早期認識や判断、対応する力に結び付けできたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

1.トレーニングの実践やグループワークへの参加程度           総合点の 40% 

2.トレーニング後のディブリーフィングやディスカッションでの発言の程度 総合点の 40% 

3.試験・レポート                           総合点の 20% 

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

12．受講生への 

メッセージ 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

グループワークを実践するため、授業には遅刻せずに出席することが肝要である。 

トレーニングやディスカッションに積極的に参加し、率先して行動すること。 

文化背景の異なる人々との交流に興味を持っていることが望ましい。 

自身や周囲のコミュニケーション状況と関連付けたり、自身の行動と文化背景の異なる他者の行動を比較し

たりしながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 異文化トレーニングの背景 

事前学習 
異文化環境下で生活するために必要なこと

はなにか考えてみる。 

事後学習 
異文化トレーニングの始まりや歴史的背景

について整理しておく。 

第３回 異文化トレーニングの種類 

事前学習 
異文化を知るためにはどのような方法があ

るか考えてみる。 

事後学習 
知識学習と体験学習についてそれぞれ整理

しておく。 

第４回 異文化コミュニケーション能力 

事前学習 
自身が所属する社会で必要とされる能力と

はなにか考えてみる。 

事後学習 
文化背景の異なる環境で必要とされる能力

について整理しておく。 



第５回 
スキル・トレーニング  

事例課題レポート 

事前学習 
目に映ったものやその状況について客観的

に表現することを考えてみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第６回 クリティカル・シンキング 

事前学習 
日頃当たり前と思っていることに対して、再

考してみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第７回 
アサーティブ・コミュニケーション  

事例課題レポート 

事前学習 
自分の意見を伝えられなかった経験があれ

ば振り返っておく。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第８回 クリティカル・インシデント 

事前学習 
困難な状況に陥った経験があれば振り返っ

ておく。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第９回 

シミュレーション（１）  

言語コミュニケーションによるゲーム 

ディブリーフィング・レポート 

事前学習 
メールや電話と対面のコミュニケーション

の違いについて考えてみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第１０回 

シミュレーション（２）  

非言語コミュニケーションによるゲーム  

ディブリーフィング・レポート 

事前学習 
自分の考えを非言語だけで伝えることを考

えてみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第１１回 人間関係トレーニング 

事前学習 
自分とは立場や役割が異なる人々について

考えてみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第１２回 
シミュレーション（３） 異文化探査  

ディブリーフィング・レポート 

事前学習 
知らないことや分からないことを知るため

の手段を考えてみる。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第１３回 
シミュレーション（４） 異文化交流  

ディブリーフィング・レポート 

事前学習 
知り合いもいない初めての環境に入ったと

きの経験があれば振り返っておく。 

事後学習 
実践したり体験したりした内容を振り返り、

講義内容との関連を確認しておく。 

第１４回 異文化トレーニングの効果 

事前学習 
これまでのトレーニングを通して気づいた

ことがあればまとめておく。 

事後学習 
自身のトレーニングを振り返り、どのような

効果があったか自身の考えをまとめておく。 

第１５回 
総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめテス

トと解説 

事前学習 
既習内容について振り返り、総復習をしてお

く。 

事後学習 
ディブリーフィングについて全体的にまと

めておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN1322 

２．授業担当教員 坂 望美 

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

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第２の授業である。英語コミュニケ
ーションⅠで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

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

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

景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す
ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。文法力を養うため、TOEIC の
教材を適宜使用する。理解可能な英語による言語インプットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラ

クションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けていく。 

８．学習目標 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Vocabulary, discussions and conversations. 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Cubic Listening: Breaking News   

Authors: Kiggell, Bellars, Chandler, et al.     

           Publisher: Macmillan Languagehouse 

【参考書】 

Key Reading for the TOEIC Test 

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

           Publisher: Macmillan Language House 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

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

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 
Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 8. 

第２回 

Warm Up Activity: TOEIC 問題の英語を読んで目的に
応じて情報や考えを理解する。 
Unit 8 Fire: Baby Saved from the Burning House 
Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 8. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
and practice Unit 8. 

第３回 

Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 9. 

第４回 
Warm Up Activity 

Unit 9 Products: Toyota Launches New 4 x 4 Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 9. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 8 to 9.   



第５回 
Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 10. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 10. Prepare for the Quiz 1. 

第６回 

Warm Up Activity 

Unit 10 Transport: Traffic Report Part 2 

Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 8,9, 

and 10. 

Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 1.  
Read aloud through Unit 8,9, and 10. 

第７回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 11. 

第８回 
Warm Up Activity 

Unit 11 Storm: Cyclone Hits Australia Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 

Unit 11. 

第９回 
Warm Up Activity 
Unit 12 Awards: And the Winner Is… Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 12. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 12. Prepare for the Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Activity 

Unit 12 Awards: And the Winner Is….Part 2  

Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through Unit 11 

and 12. 

Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 
Review all the answers of the Quiz 2.  
Read aloud through Unit 11 and 12. 

第１１回 
Warm Up Activity 

Unit 13 Deals: Red Sox Sign A New Pitcher Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 13.  

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 13. Practice the presentation. 

第１２回 
1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す。 
Unit 13 Deals: Red Sox Sign a New Pitcher Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 13. 
Practice the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 13. 
Practice the presentation. 

第１３回 
1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す。 
Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 1 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 14. 
Practice the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 14. Practice the presentation. 

第１４回 
1 Minute Speech: 様々な話題について目的、場所、状
況を踏まえ英語で話す。 
Unit 14 Health: Cure Found for Malaria Part 2 

事前学習 
Check words in dictionary. Read them 
aloud and practice. Read through Unit 14. 
Practice the presentation. 

事後学習 
Review all the answers, and read aloud 
through Unit 13 and 14. Prepare for Quiz 
3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う。 

Overall review of the classes 

Quiz 3 

事前学習 

Check words in dictionary. Read them 

aloud and practice. Read through all the 

Units. 

Review the grammatical points of warm up 

activities. 

Prepare for the Quiz 3. 

事後学習 

Review all the answers of the Quiz 3.  

Read aloud through all the Units. 

Re-study the grammatical points you 
studied in classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅣ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN2322 

２．授業担当教員 坂 望美 

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

Presentation and Discussion. 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業は英語コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵシリーズの第４の授業である。英語コミュニケ
ーションⅠ、Ⅱ及びⅢで学習した内容に加え、さらにレベルアップした講義内容となる。 

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

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

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

く。 

８．学習目標 

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

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

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

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Homework and written presentations 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

Impact Listening 1: Second Edition 

     Ellen Kisslinger  Todd Beuckens Series Editor: Michael Rost. 

     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
This course covers a wide range of topics. It provides a unique opportunity for discussion 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

Introduction of the Class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Warm Up Interaction 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 1 

事前学習 Read Through Unit 9. Check all the words. 

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Read aloud 
along with CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する。 
Unit 9 Schedules: I’m really busy these days. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9. Read 
aloud along with CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 Read Through Unit 10. Check new words.  

事後学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Read 
aloud along with CD. 

第４回 
Warm Up Interaction 

Unit 10 Travel: It was a fantastic trip! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10. Read 
aloud along with CD. 



第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 11 Money: Where does it all go? Part 1  
Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9, 10 and 11. 
Check all the answers of Unit 9, 10, and 
11.Prepare for the Quiz 1. 

事後学習 
Check all the answers in Quiz 1. Read 
aloud along with CD. 

第６回 
Warm Up Interaction 

Unit 11 Money: Where does it all go? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11. Read 
aloud along with CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 

Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read 
aloud along with CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 

Unit 12 Free Time: What do you want to do? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 12. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12. Read 
aloud along with CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 

Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13. Read 
aloud along with CD. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 13 Food: She makes the best pasta! Part 2 

Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 
Listen to Self-Study CD 12 and 13. Prepare 
for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers of Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 

Unit 14 Health: How are you feeling? Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare 
for the presentation. 

第１２回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 14 Health: How are you feeling? Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers of Unit 14. Prepare 
for the presentation. 

第１３回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check 
new words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 15. Prepare 
for the presentation. 

第１４回 

Warm Up Interaction  
Presentation (2~3 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 15 City Life: I love it here. Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 15. Check 
new words. Practice for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 and 15. 
Prepare for the Quiz 3. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活

動を行う。 

Overall Review of the classes 

Quiz 3 

事前学習 
Read through Unit 9 to 15. Study for Quiz 
3. 

事後学習 Review all the answers of Quiz 3. 
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１．科目名（単位数） 英語コミュニケーションⅥ （2 単位） 

３．科目番号 EDEN3322 

２．授業担当教員 坂 望美 

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

Presentation and Discussions 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

ーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及びⅤで学習した内容を習得した上に成り立つ講義内容となる。 

国際共通語としての英語をコミュニケーションツールと捉え、 実践的なコミュニケーション能力を養う。基
本はすべて英語での授業である。リスニングの練習活動を中心とし、実践的な英語でのコミュニケーション

活動を通して「話す」「聞く」「読む」「書く」力を養う。母語は言語習得において助けになり邪魔とはならな
い。補足的に母語での指示、解説がなされる。英語を話すということは、その言語の話されている文化的背
景、どのようなシチュエーションでどの表現方法が正しいのかなどの社会言語学的知識を伴い始めて成立す

ることから、それらも考慮しながらコミュニケーション能力向上を目指す。理解可能な英語による言語イン
プットを多用し、理解を確かめながら英語でインタラクションを進めていく柔軟な調整能力を身に付けてい
く。 

８．学習目標 

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

4. 様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。 
5. 複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。 
6. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習することができる。 

7. 批判的思考を学習に生かすことができる。 

8. 自信を持って、英語で交流しようとすることができる。 

9. 社会言語学的知識を活かした英語交流ができる。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

Homework and drills 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
Impact Listening 2: Second Edition 

Authors: Jill Robbins,Andrew MacNeill   
     Publisher: Pearson Longman 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の基準 

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

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

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

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

５. 複数の領域を統合した言語活動を遂行できた。  

６. 自身の学習傾向を把握し、自分に合った学習方法を選び学習できた。 

７. 批判的思考を学習に生かすことができた。 

８. 自信を持って、英語で交流することができた。 

９. 社会言語学の知識を活かした英語交流ができた。 

10.自己評価において上記の到達目標に届いていることが確認できた。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、口頭発表、テスト等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 試験          総合点の６０％ 

３ 課題（口頭、筆記）   総合点の１０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
This course will help you understand and talk freely in English. 

13．オフィスアワー 授業内で提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction of the class: 様々なジャンルや話題の英
語を読んで目的に応じて情報や考えを理解する。 
Unit 8 Directions: Are you lost? Part 1 

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

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第２回 
Warm Up Interaction: 教科書の英語を読んで目的に応
じて情報や考えを理解する。 
Unit 8 Directions: Are you lost?” Part 2 

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

事後学習 
Check all the answers in Unit 8 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第３回 

Warm Up Interaction 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!” Part 1 
英語リスニング活動を通して、目的に応じて情報や考え
を理解する。 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 9. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9 as you 
listen to the Self-Study CD. 



第４回 

Warm Up Interaction 

Discussion: Issues Around Us. : 様々な話題について

目的、場所、状況を踏まえ英語で話す。 

Unit 9 Jobs: The benefits are great!  
Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 9. Check new 
words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 9 as you 
listen to the Self-Study CD. Prepare for the 
Quiz 1. 

第５回 

Warm Up Interaction 

Unit 10 Style “It means a lot to me.” Part 1 

Quiz 1：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 and 9. 
Prepare for Quiz 1. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 1. 

第６回 
Warm Up Interaction 

Unit 10 Style: It means a lot to me. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 10. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 10 as you 
listen to the Self- Study CD. 

第７回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 1 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第８回 
Warm Up Interaction 
Unit 11 Travel: They lost my luggage! Part 2 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 11. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 11 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第９回 
Warm Up Interaction 
Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 12. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 12 as you 
listen to the Self-Study CD. Prepare for the 
Quiz 2. 

第１０回 

Warm Up Interaction 

Unit 12 Food: What’s for dinner? Part 2 

Quiz 2：筆記試験を通して様々な話題について目的、場
所、状況について英語で書く。 

事前学習 
Listen to Self-Study CD Unit 10, 11 and 12. 
Prepare for the Quiz 2. 

事後学習 Check all the answers in Quiz 2. 

第１１回 
Warm Up Interaction 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第１２回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 13 Schedule: I’ll pencil it in. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 13. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 13 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第１３回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 1 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第１４回 

Warm Up Interaction 
Presentation (3~5 min.): 様々な話題について目的、場
所、状況を踏まえ英語で話す。 
Unit 14 Weather: It’s raining cats and dogs. Part 2 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 14. Check 
new words. Prepare for the presentation. 

事後学習 
Check all the answers in Unit 14 as you 
listen to the Self-Study CD. 

第１５回 

全授業のまとめを通して複数の領域を統合した言語活
動を行う。 

Overall Review of the Classes 

Quiz 3 

事前学習 
Listen to the Self-Study CD Unit 8 to 14. 
Prepare for the Quiz 3. 

事後学習 Review all the classes. 
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１．科目名（単位数） 音楽（小） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1324 

２．授業担当教員 橋本 松代 

４．授業形態 演習（個人、全員、グループ） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

小学校教育において必要とされる音楽の基本的な演奏技能と知識を習得し、創造的な音楽教育を実践する能

力の育成を目指す。実際には小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌い、器楽アンサンブル、音楽づく

り（言葉、動き、音を媒体として）を学ぶ。特にアンサンブルはグループ・ディスカッションを重視した活

動となる。 

８．学習目標 

1．ピアノの弾き歌いができる。 

2．鍵盤楽器や打楽器やリコーダーによるアンサンブルに関心を持ち、演奏ができる。 

3．声や楽器や身体の動きを媒体として、グループで音楽作品を作ることができる。 

4. 音楽の基礎理論（楽典）の理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1．毎回、次の授業の課題を提示する。 

2．毎回、前時に学習した音楽基礎理論についての小テストを実施し、第12回に総合のテストを実施する。 

3．第11回にレポート課題提示（課題例）「私が選んだ楽曲の分析」 

4．ピアノ演奏と歌唱のテストを実施する。 

  ※期末試験とは別に実施する。（1回） 

※毎時のピアノ演奏は、教科書の音楽理論の学習で用いる楽曲、参考書の連弾曲集を教材とするが、テ

ストでは教科書の音楽理論の学習で用いた楽曲、又各自が選んだ楽曲の中から1曲、参考書の連弾曲集

から1曲の計2曲を選択する。 

※毎時の歌唱は、小学校の教科書に掲載されている楽曲を教材の中心とする。テストではその中から1

曲を選択する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】自作学習ノート『音楽ドリル』。 

【参考書】池田恭子編『たのしい 6 手連弾ピアノ曲集』ドレミ楽譜出版社、2005。 

その他、必要な資料等は授業ごとに配付し使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１. 小学校共通教材を中心としたピアノの弾き歌いができるようになったか。 

２. グループによる「アンサンブル」や、音楽づくりに積極的に取り組んだか。  

３. 音楽の基礎理論（楽典）を理解し、説明できるか。 

〇評定の方法 

１. 日常の授業への取り組み及び意欲 総合点の 40％ 

２．実技発表            総合点の 40％ 

３. 音楽理論の理解         総合点の 20％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1．子どもも大人も本来音楽が好きで、歌を歌ったり楽器を演奏したりすることに興味関心がある。 

2．音楽嫌いが生まれるとすれば、表現方法が分からなく、失敗経験を持つことにある。 

3．授業時間以外に音楽に触れる時間を多くもち、段階的に継続的に活動を繰り返すことで、技は身に付い 

  てくる。 

4．一人で歌ったり演奏したりするより、複数の人とアンサンブルをする方が音楽の楽しさは倍増する。 

13．オフィスアワー 授業内にて通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

音楽歴の調査､音楽基礎理論確認調査  

音楽鑑賞 

事前学習 本講義で身に付ける内容を把握する。 

事後学習 自身の経験を踏まえ、学習計画を立てる。 

第２回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱   

音楽基礎理論「五線と鍵盤」 

事前学習 音楽ドリル pp.2~11 の内容をつかむ。 

事後学習 
「五線と鍵盤」について楽譜と鍵盤上で確認

する。 

第３回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱    

音楽基礎理論「音符と休符」 

事前学習 音楽ドリル pp.12~20 の内容をつかむ。 

事後学習 「音符と休符」について復習する。 

第４回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱    

音楽基礎理論「拍子」 

事前学習 音楽ドリル pp.21~33 の内容をつかむ。 

事後学習 「拍子」を感じて日常の中でも歌う。 

第５回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱    

音楽基礎理論「速度記号」 

事前学習 音楽ドリル pp.34~38 の内容をつかむ。 

事後学習 「速度」を実感して表現することでつかむ。 



第６回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱    

音楽基礎理論「音楽を特徴付ける記号」 

事前学習 音楽ドリル pp.39~45 の内容をつかむ。 

事後学習 
「速度」と「奏法」等の役割をつかんで表現

に生かす。 

第７回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱    

音楽基礎理論「反復記号」 

事前学習 音楽ドリル pp.46~48 の内容をつかむ。 

事後学習 「反復記号」について復習する。 

第８回 

音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱  

音楽基礎理論「音階」 

事前学習 音楽ドリル pp.49~56 の内容をつかむ。 

事後学習 
「長音階」と「短音階」の違いを感じ取って

表現に生かす。 

第９回 
音楽鑑賞 

ピアノ演奏と歌唱  

事前学習 音楽理論の課題を明確にする。 

事後学習 
提示されたピアノと歌唱のテスト曲の中か

らそれぞれ 1 曲を選択し練習する。 

第１０回 
音楽鑑賞と表現 

ピアノ演奏と歌唱  

事前学習 既習の鑑賞曲の特徴を整理する。 

事後学習 鑑賞曲の合奏の練習計画を確認する。 

第１１回 

ピアノ演奏と歌唱    

キーボードによる合奏活動①･･･1～10 回で鑑賞した楽

曲の中から合奏用に編曲したものを、パートを選択して

合奏する。 

（レポート課題提示） 

事前学習 合奏パートの分担を決める。 

事後学習 
音楽理論で学習したことが、合奏の中でどう

具体化されているか確認する。 

第１２回 
音楽理論総合テスト 

キーボードによる合奏活動② 

事前学習 楽譜の読み取り力を自己評価する。 

事後学習 
合奏における自分が分担したパートの役割

を確認する。 

第１３回 

ピアノ演奏と歌唱のテスト 

既習教材による音楽づくりを含めた総合的な表現と 

鑑賞①･･･既習の鑑賞 

教材を題材にした歌唱とキーボートを取り入れた表 

現活動の工夫 

事前学習 
ピアノ演奏と歌唱のテストに向け、課題を明

確にする。 

事後学習 
よりよいピアノ演奏と歌唱に向けて課題を

整理し、修了コンサートに資する。 

第１４回 

既習教材による音楽づくりを含めた総合的な表現と 

鑑賞②･･･①の習熟 

 （レポート提出) 

事前学習 総合的な音楽表現のねらいを確認する。 

事後学習 表現と鑑賞との関連をまとめる。 

第１５回 

音楽理論のまとめ 

既習教材による音楽づくりを含めた総合的な表現と 

鑑賞③･･･まとめ 

修了コンサート 

事前学習 授業目標の達成度を自己評価する。 

事後学習 音楽Ⅱに向けた自己課題を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2131 

２．授業担当教員 武田 嘉孝 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
『簿記』が履修済みであることが望ましい。 

７．講義概要 

近年の会計制度の状況を踏まえ、会計学の基礎的な理論を把握するのがこの授業の目的である。財務会計

の目的は、会計の財務状況を投資家などの利害関係者に知らせるものであり、そのために、会計の基礎概念、
財務諸表の作成ルール、現金、手形、商品取引、資金調達、収益と費用、決算手続等についても解説を加え
る。財務諸表の利用者（債権者や株主などの利害関係者）、経営者の会計に関する行動などについても解説を

加える。将来、就職した先や自分で立ち上げる事業所等の経営に役立てるようにする。 

８．学習目標 

１．個人商店や会社について、その財政状態や経営成績を表す財務諸表の読み方を知り、説明できる。 

２．収益と費用と測定して利益を計上するという過程の基礎にある会計理論を学び、説明できる。 
３．資産項目、負債項目、資本項目の課題と評価について理解し、説明できる。 
４．会計情報を活用した経営改善について理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

アサイ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】 

碓氷悟史・柴田寛幸 著『入門会計学テキスト<第 4 版>』中央経済社、2006。 

【参考書】 

伊藤邦雄 著『ゼミナール 現代会計入門<第 8 版>』日本経済新聞出版社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、会計学の基礎知識が理解できているか。  

２．レポート課題に対して的確に検討し、会計情報を活用した経営判断ができるようになっているか。 

３．期末試験を通じて、会計用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．レポート             総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「会計とは、企業にとって過去に対する誤りなき判定者であり､現在に対する欠くべからざる指導者であり､

将来に対する信ずべき助言者である」との格言からも分かるとおり、会計学の基礎知識こそ、組織活動の成

果を科学的・客観的に評価できる最良の道具であることを理解してほしい。 

13．オフィスアワー 講義後に質問を受け付ける。分からないところを気軽に聞きに来てほしい。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 会社の意義 

事前学習 

日本の会社にはどのようなものがあるのか、

会社には色々な形態があり、法律によって規

定され、どのような決算書を作成しなければ

ならないのかを理解しておく。 

事後学習 

決算書とは何であるかを認識すること。それ

ぞれがどのような役割を持っているのかを、

理解する。 

第２回 会計の基礎的考え方と開示 

事前学習 
儲けの状態と財産の状態は、どう表わされる

かを理解できるようにする。 

事後学習 
実際の損益の状況と財政状態を表示するこ

とができるようにする。 

第３回 貸借対照表と損益計算書の仕組み 

事前学習 
貸借対照表と損益計算書の仕組みが理解で

きるようになること。 

事後学習 
貸借対照表と損益計算書の作成方法を練習

し、作成できるようにする。 

第４回 企業会計の特徴と役割 

事前学習 

企業の会計を行う目的や基本的な考え方を

認識することによって、会計の性格を理解す

る。 

事後学習 

企業会計の基本的な公準とは何か、制度会計

の領域と会計学の学問領域を概観できるよ

うに、全体を把握できるようにする。併せて

会計は誰のために行うのかを考える。 

第５回 財務会計の基礎と原則 

事前学習 財務会計の基本的な目的を知っておく。 

事後学習 
企業の利害関係者を考え、彼らの必要とする

会計情報の内容を把握できるようにする。 



第６回 一般原則 1 企業会計原則の意義 

事前学習 
企業会計原則の意義、とくに構成はどのよう

になっているかを知っておく。 

事後学習 
真実性の原則についての考え方、および同原

則の具体的な意味を理解できるようにする。 

第７回 一般原則 2 簿記の原則 

事前学習 
正規の簿記の原則とは何であるかを、会計的

に考えてみる。 

事後学習 

帳簿作成の際の立証性、秩序性、網羅性、説

明性について理解した上で、簿外資産と簿外

負債との微妙な認識の違いを理解する。 

第８回 一般原則 3 資本取引・損益取引区分の原則 

事前学習 

資本取引・損益取引区分の原則について、詳

細に取り上げ、明瞭性の原則にも触れてお

く。 

事後学習 

継続性の原則の意味合いを理解する。また保

守主義の原則についてその考え方を十分理

解できるようにする。 

第９回 一般原則 4 保守主義の原則 

事前学習 
保守主義の原則をしっかりと理解している

かを復習する。 

事後学習 

単一性の原則および重要性の原則について、 

しっかりと理解した上で、重要性の原則を学

び、全体としての一般原則の内容の理解の総

括とする。 

第１０回 損益計算書 

事前学習 
経営成績の計算と表示の原則に関わるのが、

損益計算書であることを認識する。 

事後学習 
損益計算書の具体的な作成方法をマスター

できるようにする。 

第１１回 貸借対照表 

事前学習 財政状態の計算・表示の仕方を認識する。 

事後学習 

資産の認識原則、貸借対照表作成の原則につ

いての、細部に亘る諸原則の考え方を理解

し、実際に貸借対照表作成の練習問題を解け

るようにする。 

第１２回 キュッシュフロー計算書 

事前学習 

キュッシュフロー計算書を作る目的につい

て考える。そのためには営業・投資・財務活

動におけるキュッシュフローを区分する。 

事後学習 
3 区分キュッシュフロー計算書の作り方を覚

える。そして作成演習を行ってみる。 

第１３回 原価計算 

事前学習 商業簿記と工業簿記の違いをまず理解する。 

事後学習 

原価計算の目的、原価要素とは何か、製造原

価報告書と損益計算書そして貸借対照表の

関わりを認識する。 

第１４回 小テスト問題練習（第 1 回～第 7 回の範囲） 

事前学習 
教科書の小テスト第 1回から第 5回までの復

習問題を解答する。 

事後学習 
教科書の小テスト第 1回から第 5回までの復

習問題を解説する。 

第１５回 小テスト問題練習（第 8 回～第 11 回の範囲） 

事前学習 
教科書の小テスト第 6 回から第 11 回までの

復習問題を解答する。 

事後学習 
教科書の小テスト第 6 回から第 11 回までの

復習問題を解説する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 会計学入門 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1351 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 

テキストの輪読とその解説が中心となるが、講師からの一方通行で

はなく、ディスカッション（学生からの講師への質問、学生間のデ

ィスカッション等）を伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

ことなく、会計的思考法を会得してもらいたい。 

８．学習目標 

１．会計に興味を持つことができる。 

２．会計的思考法を理解できるようになる。 

３．数字を根拠に経営を考えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．名代富士そばが２４時間営業にこだわる理由を調べてみる。 
２．リーダーに必要な“ドンブリ勘定”についてまとめてみる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

山田真哉著『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』光文社新書、2016。 

【参考書】 

丹道夫著『「富士そば」は、なぜアルバイトにボーナスを出すのか』集英社新書、2017。 

山根節著『経営の対局をつかむ会計』光文社新書、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．会計的思考法で考えることができるか。 

２．会計上、問題となることが何か、理解できているか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の３０％ 

３ 課題レポート      総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講
生は、下記のことを守ること。 

①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 
③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 

④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 

⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
１．さおだけ屋はなぜ潰れないのか―利益の出し方 

  さおだけ屋の決算書 

事前学習 p.24 のさおだけ屋の決算書をまとめること。 

事後学習 
p.35 のさおだけ屋から考える商売の本質を

まとめること。 

第２回 
１．さおだけ屋はなぜ潰れないのか―利益の出し方 

  節約は絶対額で考える 

事前学習 p.39 の節約は絶対額で考えをまとめること。 

事後学習 
p.44 の会計に騙されない方法を読みまとめ

ること。 

第３回 
２．ベッドタウンに高級フランス料理店の謎―連結経営 

  商売の原則は等価交換 

事前学習 
p.51 の商売の原則は等価交換を読みまとめ

ること。 

事後学習 p.57 の本業と副業についてまとめること。 

第４回 
２．ベッドタウンに高級フランス料理店の謎―連結経営 

  企業は連結している 

事前学習 
p.60「週末起業」は連結であることを読みそ

の意味を整理すること。 

事後学習 
p.63 ローリスク・ハイリターンの意味を整理

すること。 

第５回 
３．在庫だらけの自然食品店―在庫と資金繰り 

  在庫だらけの自然食品店 

事前学習 
p.69 の在庫だらけの自然食品店を読みその

内容をまとめること。 

事後学習 
p.70 の在庫があるとなぜ損をするかをまと

めること。 



第６回 
３．在庫だらけの自然食品店―在庫と資金繰り 

  在庫減らしの究極の方法は受注生産 

事前学習 
p.87 の在庫減らしの究極の方法は受注生産

であることをまとめること。 

事後学習 
p.89 の損をしないために在庫を減らす考え

方をまとめること。 

第７回 
４．完売したのに怒られた―機会損失と決算書 

  完売御礼 

事前学習 
p.102 の完売御礼に満足してはいけない理由

を考えてくること。 

事後学習 
p.110 の会計は見えないものを数字にする学

問であることをまとめること。 

第８回 
４．完売したのに怒られた―機会損失と決算書 

  家庭の決算書 

事前学習 
p.112 の家庭の決算書は何が問題なのかまと

めること。 

事後学習 
p.121 の数字がもつ説得力についてまとめ

る。 

第９回 
５．トップを逃がして満足するギャンブラー―回転率 

  真の狙いは回転率 

事前学習 p.134 の薄利多売の回転率について考える。 

事後学習 
p.140 の回転率の高さと、リピーターの関係

について考える。 

第１０回 
５．トップを逃がして満足するギャンブラー―回転率 

  木を見て森を推測する 

事前学習 
p.150 の木を見て森を推測するのが監査の仕

事であることまとめること。 

事後学習 
p.152 の全体とポイントの関係をまとめるこ

と。 

第１１回 

６．あの人なぜいつもワリカンの支払い役になるのか―

キャッシュ・フロ― 

キャッシュ・フローで見るカード払い 

事前学習 
p.160 のとりあえず払っておくという意味を

考えてみること。 

事後学習 
p.164 のワリカン金融についてまとめるこ

と。 

第１２回 

６．あの人なぜいつもワリカンの支払い役になるのか―

キャッシュ・フロ― 

  決算書が３種類もある理由 

事前学習 
p.174 の決算書が３種類もある理由をまとめ

ること。 

事後学習 
p.174 の会計のセンスとはどのような内容か

まとめること。 

第１３回 

７．数字に弱くても「数字のセンス」があればいい―数

字のセンス 

  数字のセンスとはなにか？ 

事前学習 p.184 の数字のセンスの意味を考えてくる。 

事後学習 
p.193 の優秀な経営者には別の数字が見えて

いるとはどのような内容かまとめること。 

第１４回 

７．数字に弱くても「数字のセンス」があればいい―数

字のセンス 

  決算書で使う数字のセンス 

事前学習 
p.199 の数字のセンスを身につけるとは、ど

のような内容かまとめること。 

事後学習 
p.203 の数字をもとに分析するための内容に

ついてまとめること。 

第１５回 
身近な生活から、企業経営の成果を数字に頼ることなく

会計的思考法についてまとめる。 

事前学習 
p.207 の会計の本質的な考え方を整理するこ

と。 

事後学習 
p.5 身近な疑問からはじめる理由について、

自分なりにまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 開発経済論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3118 

２．授業担当教員 岡田 広司 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

開発経済学は、一国が低開発段階から経済発展を遂げるために必要な要素・政策や成長の制約要因を、経済

学的手法により探る学問である。本講義では低開発段階から経済発展を遂げるために必要な様々な経済的条

件に着目して講義を進める。途上国の国々には、比較的大きな経済成長・経済発展がみられる国もあるが、

発展のパスに乗れていない国も存在する。発展を遂げた国、未発展・低開発の国それぞれに共通する政策や

問題点を実例を交えながら指摘し、経済発展のために今後どのような開発が必要かについて論ずる。 

８．学習目標 

１．開発経済学の観点から発展途上国が抱えている問題を理解する。 

２．途上国諸国の経済発展の歴史と発展するための条件を理解する。 

３．経済発展の進んだ国と遅れている国の違いは何かを理解する。 

４．途上国間の地域統合やサブリージョナルの経済統合の動きを理解する。 

５．わが国と途上国諸国との経済的な結びつきを理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

本授業で興味を持った開発経済学の議論のうち、興味を持った事項につき、具体的な事例も挙げながら、ま

とめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

 高橋和志、山形辰史編著『国際協力ってなんだろう－現場に生きる開発経済学』、岩波ジュニア新書、2010。 

【参考書】 

渡辺利夫著『開発経済学入門（第３版）』東洋経済新報社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．開発経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
開発経済の内容を包括的かつ平易に説明するが、授業時間中に質問や意見を積極的に述べて欲しい。 

13．オフィスアワー 授業中に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

開発経済とは 

事前学習 
発展途上国の生活や産業など、開発経済に関
する新聞や雑誌の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
オリエンテーションをもとに、経済発展とは

何かとその要件をまとめる。 

第２回 経済開発の目指すもの、貧困と不平等 

事前学習 
教科書 pp.2～8の内容及び新聞や雑誌などの

関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である途上国における貧困

の実情をまとめる。 

第３回 障害と保健 

事前学習 
教科書pp.16～29の内容及び障害と保健と社

会的コストについて調べる。 

事後学習 
授業の学習内容である障害と保健による社

会的課題を整理する。 

第４回 教育－より良い将来に向けた投資 

事前学習 
教科書pp.37～43の内容及び先進国と途上国

の教育の違いを調べる。 

事後学習 
授業の学習内容である教育と社会発展との

関係をまとめる。 

第５回 平和と公正の実現 

事前学習 
教科書pp.45～59の内容及び新聞や雑誌など

の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である経済発展における平

和の重要性を学ぶ。 

第６回 法制度改正支援 

事前学習 
教科書pp.60～67の内容及び新聞や雑誌など

の関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である法制度改革の真のあ

り方をまとめる。 

第７回 開発援助 

事前学習 
教科書 pp.100～106 の内容及び産業を分類

する構造を確認する。 

事後学習 
授業の学習内容である経済発展と開発援助

との関係をまとめる。 

http://www.yuhikaku.co.jp/writers/recent/254289


第８回 マイクロファイナンスと貧困削減 

事前学習 
教科書 pp.107～120 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容であるマイクロファイナン

スの成果をまとめる。 

第９回 技術と知的財産権 

事前学習 
教科書 pp.121～134 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である先進国の途上国への

技術移転をまとめる。 

第１０回 情報技術革命 

事前学習 
教科書 pp.135～141 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である情報技術革命のポイ

ントをまとめる。 

第１１回 農業技術革命 

事前学習 
教科書 pp.142～148 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である農業技術革命と経済

発展の関係をまとめる。 

第１２回 貿易自由化 

事前学習 
教科書 pp.149～156 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である貿易の自由化と経済

発展の関係をまとめる。 

第１３回 産業集積と国際価値連鎖 

事前学習 
教科書 pp.157～169 の内容及び産業集積な

どの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である国際価値連鎖と経済

発展の関係をまとめる。 

第１４回 国際労働移動 

事前学習 
教科書 pp.170～176 の内容及び新聞や雑誌

などの関連記事を読んでくる。 

事後学習 
授業の学習内容である労働移動と経済発展

の関係をまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
教科書全体pp.2～176の内容を見直したうえ
で、講義の要点を復習する。 

事後学習 
授業を通して学習した発展途上国の現状と

課題について、自主的にまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） カウンセリング演習 （4 単位） 

３．科目番号 EDPS3306 

２．授業担当教員 長坂 正文 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修の条件として、先に「カウンセリングの基礎」を履修済みとする。 

７．講義概要 

カウンセリングとは、何らかの援助を求める人(クライエント)に対して、行動変容(レポートが遅れがちな

人なら、日時を守れるようになる。悩みがあり苦しんでいる人なら、その悩みが解消し明るくなる、など)
を目的として、言語的・非言語的なコミュニケーションを道具として援助しようとする試みのことである。
現代社会においては、カウンセラーの心構えは、（カウンセリング・マインドと言われる）対クライエントの

みならず、大学での友人関係や部活動並びに職場や家庭においても「お互いに支えあう人間関係」を築く上
で、重要な考え方とあり方を示唆している。そこで、本演習では、「カウンセリングの基礎」の続きとして、
より広くカウンセリングの理論と技法を学ぶと共に、訪問支援や地域支援、クライエント関係者支援などの

援助についても学び、自分の日常のコミュニケーションのあり方を振り返りながら、相手に寄り添うより適
切な援助法を身に付ける。また、守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮も学ぶ。 

８．学習目標 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。  

３. カウンセリング以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解で

きる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通す。 

・発表資料作りをし、授業で発表をする。 

・2回レポートを提出する（A4用紙 2枚、2,400字以上）。 

 １.カウンセリングの実際問題   

      カウンセリングをする上で、どのような問題があるのかを調べ考えることは重要であり、教科書の学習

内容の理解を深める。本設題について文献を2、3冊調べながら、単なる文献のまとめではなく、疑問

点も含めた自分なりの意見をまとめる。 

２.事例の紹介と自分の意見 

カウンセリングの実際の１事例を選び、内容を紹介するとともに、疑問点・問題点も含めた自分なり

の意見を、文献を 2、3 冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

鑪幹八郎監修『精神分析的心理療法の手引き』誠信書房、1998。 

【参考書】 

 河合隼雄著『カウンセリングの実際問題』誠信書房、1970。 

【教 材】 

随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会がクライエントの悩みの解決だけでなく、なぜ多くの人々がカウンセリング学習を求めるのか、

その背景や理由が理解できる。  

２．カウンセリングの基礎的な理論や技法である精神分析・来談者中心療法・行動療法を復習した上に、現

在の主要な理論となっている認知行動療法（論理療法）を含めたさまざまなカウンセリング理論と技法

が理解できる。  

３. カウンセリング以外の援助技術(訪問支援、地域支援、クライアント関係者への支援等)について理解で

きる。 

４．守秘義務等のクライエントのプライバシーへの配慮について理解できる。 

５．受講生がグループ発表を通して、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高められる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

授業への参加(出席、態度、発言) 50％ 

レポート・発表・確認テスト 50％ 

以上で評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

・演習形式と実習を中心とした授業であるので、主体的に取り組むこと。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・発表者は、該当頁についてしっかりと調べてまとめること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 ・オリエンテーション（講義概要の解説） 

事前学習 
「はじめに」を読んで、理解し、疑問点を明確

にする。 

事後学習 
講義内容で興味をもったことについて参考書

などで調べてノートにまとめる。 

第２回 

・精神分析の諸学派とその臨床 

・心理療法における技術と個性 

・精神分析的心理療法とは 

事前学習 

テキスト pp.1～15 を読んで、精神分析的心理

療法の概略について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 
中立性・解釈・修正情動体験について参考書な

どで調べてノートにまとめる。 

第３回 

・心理療法の枠組み 

・傾聴と共感、抱えの環境 

・逆転移の意義 

・転移の認識 

事前学習 

テキスト pp.16～28 を読んで、傾聴・共感につ

いて理解し、疑問点を明確にする。発表者は資

料を作る。 

事後学習 
転移・逆転移について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第４回 

・抵抗の尊重 

・心的外傷と心的現実性 

・生き方の変化の機序 

事前学習 

テキスト pp.28～41 を読んで、抵抗・心的外傷

について理解し、疑問点を明確にする。 

発表者は資料を作る。 

事後学習 

行動化・洞察・内在化・対象恒常性について参

考書などで調べて、理解した内容をノートにま

とめる。 

第５回 
【演習１】 

・事例研究（不登校） 

事前学習 
事前に配布された事例文献をよく読み、自分な

りの理解をしておく。 

事後学習 理解した内容をノートにまとめる。 

第６回 

・心理療法の基礎技法 

・質問 

・明確化 

・直面化 

・解釈 

・技法の工夫 

事前学習 

テキスト pp.42～59 を読んで、心理療法の基礎

技法について理解し、疑問点を明確にする。発

表者は資料を作る。 

事後学習 
明確化・直面化について参考書などで調べて、

理解した内容をノートにまとめる。 

第７回 

・最初の出会い 

・初期面接での心理療法家の役割 

・心理力動的アセスメント 

・心理療法の目標と方針 

事前学習 

テキスト pp.60～74 を読んで、心理療法家の役

割について理解し、疑問点を明確にする。発表

者は資料を作る。 

事後学習 
アセスメントについて参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第８回 
【演習２】 

・描画療法体験 

事前学習 描画療法について調べて概要を理解しておく。 

事後学習 
理解した内容をノートにまとめる。また、自分

の作品について自己分析をする。 

第９回 
・心理療法を進めていくうえでの取り決め 

・治療構造 

事前学習 

テキスト pp.74～78 を読んで、心理療法を進め

ていくうえでの取り決めについて理解し、疑問

点を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
治療構造について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第１０回 

・心理療法の進め方と基本的態度 

・心理療法家とクライエントの関係 

・抵抗と心理療法の停滞・中断 

・クライエントの変化 

事前学習 

テキスト pp.79～100 を読んで、心理療法の進

め方と諸問題について理解し、疑問点を明確に

する。発表者は資料を作る。 

事後学習 
心理臨床家の態度について参考書などで調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。 

第１１回 

・心理療法の終結期 

・乳幼児-母親の心理的援助 

・幼児-児童期の遊戯療法 

事前学習 

テキスト pp.100～119 を読んで、子どもと母親

への援助について理解し、疑問点を明確にす

る。発表者は資料を作る。 

事後学習 
遊戯療法について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第１２回 
【演習３】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
参考書などでカウンセリングの基本について

知識を得ておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 



 

 

第１３回 
【演習４】 

・ロールプレイ、逐語録 

事前学習 
参考書などでロールプレイの仕方について知

識を得ておく。 

事後学習 
逐語録をチェックして、気づいたことを記入し

て提出する。 

第１４回 
・思春期の心理療法 

・青年期から若い成人期の心理療法 

事前学習 

テキスト pp.119～137 を読んで、思春期と青年

期の心理療法について理解し、疑問点を明確に

する。発表者は資料を作る。 

事後学習 
自殺とリストカットについて参考書などで調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１５回 

・中年期の心理療法 

・親面接の形態と進め方 

・夫婦面接の意義と進め方 

事前学習 

テキスト pp.138～158 を読んで、中年期・親・

夫婦面接について理解し、疑問点を明確にす

る。発表者は資料を作る。 

事後学習 

同席面接・並行面接・継時面接について参考書

などで調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。 

第１６回 
【演習５】 

・事例研究（発達障害） 

事前学習 
事前に配布された事例文献をよく読み、自分な

りの理解をしておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第１７回 
・高齢期の心理療法 

・ターミナル期の心理的援助 

事前学習 

テキスト pp.159～181 を読んで、高齢期面接・

ターミナルケアについて理解し、疑問点を明確

にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
死の受容段階説について参考書などで調べて、

理解した内容をノートにまとめる。 

第１８回 

・自己愛の障害 

・境界例 

・抑うつの悲哀 

・心身症 

事前学習 

テキスト pp.182～196 を読んで、自己愛・境

界例・抑うつ・心身症について理解し、疑問点

を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
境界例について参考書などで調べて、理解した

内容をノートにまとめる。 

第１９回 

・転換・解離機制 

・強迫機制 

・薬物依存と乱用 

・統合失調症 

事前学習 

テキスト pp.196～211 を読んで、転換・解離・

強迫・薬物依存・統合失調症について理解し、

疑問点を明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
解離について参考書などで調べて、理解した内
容をノートにまとめる。 

第２０回 
【演習６】 

・コラージュ療法体験 

事前学習 
コラージュ療法について調べて概要を理解し

ておく。 

事後学習 
理解した内容をレポートにまとめ、自分の作品

について自己分析をし、提出する。 

第２１回 

・夢を利用するさいの留意点 

・夢の意味をつかむさいの留意点 

・面接者-クライエント関係と夢 

・面接過程と夢 

事前学習 

テキスト pp.212～229 を読んで、夢について

理解し、疑問点を明確にする。発表者は資料を

作る。 

事後学習 
夢分析の方法について参考書などで調べて、理
解した内容をノートにまとめる。 

第２２回 

・遅刻やキャンセル 

・贈物 

・電話の功罪と対処 

・恋愛感情や身体接触の要求 

・面接者への不満や攻撃 

事前学習 

テキスト pp.230～242 を読んで、遅刻・贈物・

恋愛感情・陰性感情について理解し、疑問点を

明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
心理的距離について参考書などで調べて、理解
した内容をノートにまとめる。 

第２３回 

・自殺念慮 

・行動化 

・家族、上司 

・訪問面接 

事前学習 

テキスト pp.243～253 を読んで、自殺念慮・

行動化・訪問面接について理解し、疑問点を明

確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 
行動化について参考書などで調べて、理解した
内容をノートにまとめる。 



第２４回 
【演習７】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
カウンセリングの基本的な技術について復習

しておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２５回 
【演習８】 

・ロールプレイ、逐語録 

事前学習 
カウンセリングの基本的な技術について復習

しておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２６回 

・スーパービジョン 

・事例検討会 

・個人分析 

事前学習 

テキスト pp.254～281 を読んで、スーパービ

ジョン・事例検討会について理解し、疑問点を

明確にする。発表者は資料を作る。 

事後学習 

スーパービジョン・コンサルテーションについ
て参考書などで調べて、理解した内容をノート

にまとめる。 

第２７回 
【演習９】 

・事例検討会（いじめ） 

事前学習 
事前に配布された事例文献をよく読み、自分な

りの理解をしておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第２８回 ・精神分析的心理療法の日本的特徴 

事前学習 

テキスト pp.282～301 を読んで、日本的特徴

について理解し、疑問点を明確にする。発表者

は資料を作る。 

事後学習 
甘え理論について参考書などで調べて、理解し

た内容をノートにまとめる。 

第２９回 
【演習１０】 

・事例研究（うつ） 

事前学習 
事前に配布された事例文献をよく読み、自分な

りの理解をしておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第３０回 
まとめ 

・用語・概念の復習 

事前学習 
テキストに出てきた用語について分からない

ものを確認する。 

事後学習 
ディスカッションを通して得られた理解をノ
ートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 学習・言語心理学／学習心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP2351 

２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 学習とは、経験によって生じる行動の変化、と定義される。人間は、生まれてから死ぬまでの間に、さま
ざまなことを学習したり、忘れたりする。さらに、過去の学習を基盤として新しい学習を行うといったよう

に、日常生活においては常に学習をしている。本科目では、こうした学習の仕組みや働きに関する代表的な
学習理論について学んでいく。また、言語の習得における機序についても学ぶ。 

８．学習目標 

1.学習心理学の基礎的な理論や研究方法についての知識を習得する。 

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

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

4.言語学習の機序について説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

途中で宿題を求めることはないが、予習・復習をおこなうこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 指定しない（資料を事前に配布する）。 

【参考書】 山内光哉、春木豊著『グラフィック学習心理学―行動と認知』サイエンス社、2001。 

      今井むつみ、針生悦子『言葉をおぼえるしくみ』ちくま学芸文庫、2014。 

      今井むつみ『ことばと思考』 岩波新書 2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・学習心理学の基礎的な理論や研究方法について理解し、説明できること。 

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

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

・言語学習の機序について説明できること。 

○評定の方法 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業はただその時間だけ参加すればよいものではなく、そこで得た知識を基に自分で知識を深めていく 

きっかけとなるものである。また、授業中も出来るだけ知識を吸収するため、積極的態度で参加することが

期待される。授業への参加にあたっては、以下の事項を守って臨むこと。 

1.授業のための予習・復習を必ずする。 

2.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由必

ず書面をもって教員に報告する。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 シラバスを読んで内容を確認しておくこと。 

事後学習 心理学一般に関し復習すること。 

第２回 学習心理学とは 

事前学習 
学習心理学について資料を探して調べてお

くこと。 

事後学習 
心理学における学習の位置づけを復習する

こと。 

第３回 古典的条件付け (行動の獲得) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「行動の獲得」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第４回 古典的条件付け (行動の消去） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「行動の消去」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 3、4 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめること。 

第５回 オペラント条件付け (典型的な条件付け) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「典型的な条件付け」を

A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 



第６回 オペラント条件付け (より高次な条件付け) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「より高次な条件付け」

を A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 5、6 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめる。 

第７回 社会的学習 (摸倣・観察学習) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「模範・観察学習」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第８回 技能的学習 (練習の条件・フィードバック) 

事前学習 
講義資料を熟読し、「練習の条件・フィード

バック」をA4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第９回 言語の学習 1（単語の切り出し・名詞の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「単語の切り出し」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１０回 言語の学習 2（動詞・形容詞の学習）  

事前学習 
講義資料を熟読し、「名詞の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１１回 言語の学習 3（擬態語の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「動詞の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１２回 言語の学習 4（第二言語の学習） 

事前学習 
講義資料を熟読し、「擬態語の学習」を A4 用

紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１３回 概念の学習 

事前学習 
講義資料を熟読し、「第二言語の習得」を A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１４回 言語と認識 

事前学習 
講義資料を熟読し、「概念の学習」を A4 用紙

一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
資料等を熟読し、今まで学んだことを見返

し、疑問等があればまとめておくこと。 

事後学習 
これまでに作成したまとめの整理をするこ

と。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 関係行政論 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3354 

２．授業担当教員 岩月 敦 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

８．学習目標 

以下の6点を学習の目標とする。 

①心理に関する支援における保健医療分野に関係する制度、法律を理解する。 

②心理に関する支援における福祉分野に関係する制度、法律を理解する。 

③心理に関する支援における教育分野に関係する制度、法律を理解する。 

④心理に関する支援における司法・犯罪分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑤心理に関する支援における産業・労働分野に関係する制度、法律を理解する。 

⑥心理に関する支援における倫理的対応を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

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

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

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

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

【参考書】 

佐藤進監修『心の専門家が出会う法律 新版』誠信書房、2009 年。 

日本心理臨床学会倫理規定 2013 年。 

日本臨床心理士会倫理規定 2013 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

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

1.積極的態度（発言、討議、学習ノート等）総合点の 30％ 

2.課題レポート・試験等          総合点の 70％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

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

13．オフィスアワー 時間帯は決まり次第、授業時に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

①授業の全体像 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義概要、学習目標、成績評価の方法の詳細

を確認する。 

第２回 
医療領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
医療領域における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第３回 
福祉領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
福祉領域における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第４回 
児童の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 
児童の心理に関する支援に関連する法律の

概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第５回 
少年の心理に関する支援に関連する法律の概要につい

て学ぶ。 

事前学習 少年事件の処理の流れについて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 



第６回 
学校における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 
学校における心理に関する支援に関連する

法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第７回 
家庭における心理に関する支援に関連する法律の概要

について学ぶ。 

事前学習 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（ＤＶ防止法）の概要について

調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第８回 
産業領域における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 労働三法について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第９回 
高齢者福祉領域における心理に関する支援に関連する

法律の概要について学ぶ。 

事前学習 
高齢者福祉領域における心理に関する支援

に関連する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１０回 
犯罪被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
被害者支援としての心理に関する法律や制

度について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１１回 
災害被害における心理に関する支援に関連する法律の

概要について学ぶ。 

事前学習 
災害被害における心理に関する支援に関連

する法律の概要について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１２回 心理に関する支援における倫理の概要について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における倫理の原則につ

いて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１３回 
事例発表・出版等における倫理の概要について学ぶ。 

 

事前学習 研究倫理について調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１４回 
心理に関する支援における守秘義務に関する判決例等

について学ぶ。 

事前学習 
心理に関する支援における守秘義務等につ

いて調べておく。 

事後学習 
授業内で配布したレジュメの重要語句を、自

分なりの言葉でまとめておく。 

第１５回 まとめ 

事前学習 まとめたノートを見直しておく。 

事後学習 記入していなかった重要語句をまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 感情・人格心理学／人格心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3333 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 人格心理学とは、個人の内側から人間の行動の法則をみようとするものである。なお人格とは、性格とほ
ぼ同じ意味で用いられるが、態度（認知・感情・行動）、興味、価値観並びに知的理解度などを含んだ全体的
な特徴を指す。ここでは人格と性格とを分けない考え方に立ち、さまざまな観点から人格の特徴を明らかに

していく。 

８．学習目標 

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

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

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

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

４．性格の形成のされ方が分かる。 

５．性格の正常・異常について様々な観点から理解できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業中に1～2回程度のレポート提出を求める。 

課題例）パーソナリティ検査について、パーソナリティ障害について 等 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】榎本博明・安藤寿康・堀毛一也著『パーソナリティ心理学－人間科学、自然科学、社会科学のク

ロスロード』有斐閣、2009。 

鈴木公啓編『パーソナリティ心理学概論－性格理解への扉』ナカニシヤ出版、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．自己理解や他者理解を通して、人をみる目を養うことができているか。 

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

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加  総合点の３０％ 

２．課題レポート     総合点の３５％ 

３．テーマ毎の理解度   総合点の３５％ 

12．受講生への 

メッセージ 

人にはそれぞれ個性があるが、心理学ではこれを「人格（性格・パーソナリティ）」という言葉で説明して

いる。本講義では、人格（性格・パーソナリティ）、つまり個性について心理学的・科学的に理解していく。

パーソナリティを測る質問紙などの体験を通して、理論や測定法の理解だけでなく、自身のパーソナリティ

理解にもつなげていってほしい。 

講義で守って欲しいこと。 

1．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

2．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

3．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：本講義の目的、人格心理学の基礎

概念 

事前学習 人格について考えてくる。 

事後学習 
人格心理学の中で自分が最も興味をもって

いることについてまとめてくる。 

第２回 パーソナリティ研究の歴史 

事前学習 
テキスト（パーソナリティ研究の歴史）を熟

読し、疑問点等はまとめてくる。 

事後学習 
パーソナリティ研究の歴史について考えた

ことや学んだことをまとめておく。 

第３回 パーソナリティの理論（1）：類型論 

事前学習 
テキスト（類型論）を熟読し、疑問点等はま

とめてくる。 

事後学習 類型論についてノートにまとめておく。 

第４回 パーソナリティの理論（2）：特性論 

事前学習 
テキスト（特性論）を熟読し、疑問点等はま

とめてくる。 

事後学習 
代表的な特性論についてノートにまとめて

おく。 

第５回 パーソナリティの測定：YG 性格検査 

事前学習 YG 性格検査についてまとめておく。 

事後学習 
YG 性格検査の結果について類型論と特性論

の考えをまとめてくる。 



第６回 パーソナリティの理論（3）：因子理論 

事前学習 
テキスト（因子理論）を熟読し、疑問点等は

まとめてくる。 

事後学習 
それぞれの因子理論を理解し，5 因子モデル

の各因子名についてまとめる。 

第７回 
５因子名の小テスト 

パーソナリティの理論（4）：そのほかの理論 

事前学習 
パーソナリティの理論について、資料等を探

して調べておく。 

事後学習 そのほかの理論をまとめておく。 

第８回 パーソナリティの測定：5 因子性格検査 

事前学習 
パーソナリティの測定について、資料等を探

して調べておく。 

事後学習 心理検査の結果をまとめてくる。 

第９回 気質とパーソナリティ 

事前学習 
気質とは何かテキストや資料などで調べて

くる。 

事後学習 気質についてまとめておく。 

第１０回 パーソナリティの発達 

事前学習 
テキスト（パーソナリティの発達）を熟読し、

疑問点等はまとめてくる。 

事後学習 発達課題を覚えて、まとめておく。 

第１１回 パーソナリティと疾患：病前性格 

事前学習 
テキスト（病前性格）を熟読し、疑問点等は

まとめてくる。 

事後学習 病前性格をまとめておく。 

第１２回 パーソナリティと疾患：A 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
A 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 A 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１３回 パーソナリティと疾患：B 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
B 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 B 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１４回 パーソナリティと疾患：C 群のパーソナリティ障害 

事前学習 
C 群パーソナリティ障害について調べてお

く。 

事後学習 C 群パーソナリティ障害をまとめておく。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでに配布した講義資料を見直し、疑問

点等をまとめておく。 

事後学習 
これまでの学習を振り返り、期末試験に向け

てプリントなどをまとめておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 企業統治論（非営利企業を含む） （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3116 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 講義を主にしながら質問、報告、討論の時間をつくり進める。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営学」や「経営戦略論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

1）企業の健全な経営のため最も重要な機能は企業統治だといわれている。まず企業統治（コーポレート・ガ

バナンス）とは何かについて理解を深める。 

2）企業という場合、株式会社などの営利企業のほかに非営利企業(NPO 法人など)、最近では社会的企業と

表現される企業があるが、株式会社を中心としつつ、各種の企業経営に共通の機能として企業統治機能の

内容を解明する。 

3）企業活動のグローバル化にともない、日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ドイツなどの企業統治の特徴

を具体的にとりあげ、国際化への知的対応を準備する。 

８．学習目標 

将来、企業（営利企業、非営利企業）へ就職したり、企業を設立、運営したり、企業と関係することが多い

と思われ、そのような意味から学習の目標としては、1）企業の立場から企業統治を考えるとともに、2）企

業の利害関係者（ステイクホルダー）の立場から、株主、従業員、顧客、地域社会などの視点から考え、3）

数多くの具体的な事例をとりあげ、問題への認識を深めることを目標とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義でとりあげ学習した問題または関連するテーマについて課題を示し、それについてレポートを作成ま

たは報告する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

菊池著『現代企業論』中央経済社、2007 年 2600 円+税。 

【参考書】 

江川雅子著『現代コーポレートガバナンス』日本経済新聞社、2018 年 3500 円+税。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業統治に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来、企業（営利・非営利企業）への就職、企業の設立、企業の経営管理への参加などの機会を想定しな

がら学習することをおすすめしたい。そうすることによって学習が将来の夢の実現への準備となり、問題を

真剣に考えられるようになるからである。 

13．オフィスアワー 別途、お知らせする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 １．企業の責任と統治 

事前学習 
p.1-3 を読み企業責任・企業統治の提起をま

とめること。 

事後学習 
p.3 の企業行動の評価基準についてまとめる

こと。 

第２回 ２．現代企業のステークホルダー関係 

事前学習 
p.9 の企業とステークホルダーを読みまとめ

ること。 

事後学習 
企業の組織とステークホルダーについてま

とめること。 

第３回 ３．企業の地域社会関係者 

事前学習 
p.16 の企業の地域社会関係の考え方を読み

まとめること。 

事後学習 p.24 の企業と地域社会を読みまとめること。 

第４回 
４．企業社会活動と企業統治 

責任の意味 

事前学習 p.31 の企業社会的責任を読みまとめること。 

事後学習 
p.31 の企業行動と倫理的価値を読みまとめ

ること。 

第５回 ５．アジアにおける企業行動と経営倫理 

事前学習 
p.49 のシンガポールの贈収賄禁止政策を読

みまとめること。 

事後学習 
p.57 国際的動向との関連を読みまとめるこ

と。 

第６回 ６．日本のコーポレートガバナンス 

事前学習 
p.65 の日本のコーポレートガバナンスを読

みまとめること。 

事後学習 
日本の取締役会の特徴についてまとめるこ

と。 



第７回 ７．コーポレートガバナンス論における問題の分析 

事前学習 
p.75 のイギリスにおける会社統治論を読み

まとめること。 

事後学習 p.77 のキャドベリー報告をまとめること。 

第８回 ８．現代企業の経営管理 

事前学習 
ｐ87 中小企業管理が直面する問題まとめる

こと。 

事後学習 
p.92 の新時代の経営理念についてまとめる

こと。 

第９回 ９．企業統治の国際比較 

事前学習 
p.97 企業統治と企業行動を読みまとめるこ

と 

事後学習 
p.107 の日本と中国のコーポレートガバナン

スを読みまとめなさい。 

第１０回 10．企業の所有構造の変化 

事前学習 ｐ117 ヨーロッパ企業を読みまとめること。 

事後学習 p.127 企業成長方式の検討をまとめること。 

第１１回 11．日本の企業合併とカルテルの特徴 

事前学習 
p.145 の日本の企業合併の特徴についてまと

めること。 

事後学習 
p.152 の市場経済と民営化についてまとめる

こと。 

第１２回 １２．企業行動と政府規制 

事前学習 
p.171 の企業行動への規制を読みまとめるこ

と。 

事後学習 
p.177 の企業に対する政府規制の研究課題を

まとめること。 

第１３回 １３．非営利企業と企業統治 

事前学習 社会福祉法人の組織と運営について調べる。 

事後学習 
社会福祉法人のガバナンスについて整理す

る。 

第１４回 
１４．福祉サービス組織のコンプライアンスとガバナン

ス 

事前学習 
コンプライアンスとガバナンスの定義を調

べる。 

事後学習 
福祉サービスのガバナンスについて整理す

る。 

第１５回 講義全体のまとめと課題 

事前学習 
営利企業と非営利企業の企業統治について

整理すること。 

事後学習 企業統治についてまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教育課程論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1103 

２．授業担当教員 伊藤 京一 

４．授業形態 講義、討議や発表学習を中心に ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を児童の心身
の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。」ことの意義や編成の

方法を理解するとともに、各学校の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解す
る。 

８．学習目標 

1. 学校教育において教育課程が有する役割・機能・意義を理解する。 

2. 教育課程編成の基本原理及び学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理解する。  

3. 教科・領域・学年をまたいでカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を
理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題1：経験主義と系統主義を比較してその違いを述べ、どちらの考え方が望ましいか述べなさい。 

課題2：道徳教育のあり方について考えを述べなさい。 

課題3：小学校の英語教育についてどのように考えるか述べなさい。 

課題4：自国の教育課程について考察しなさい。 

＊すべて1,000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 

 【教科書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説｢総則｣』東洋館出版。 

【参考書】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成 29 年 3 月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

幼稚園教育要領(平成 29 年 3 月告示 文部科学省）   

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１ 教育課程の意義について理解し、説明できるか。 

２ 近代及び現代日本の教育課程の歩みと教育課程をめぐる現状と課題を理解し、説明できるか。 

３．学校教育課程全体をマネジメントすることの意義を理解、説明できる。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

学校教育の再生には、教育課程の現状と課題について考察し、改善に向けての方向性を明確にすることが

重要である。教育課程の理論を学ぶと同時に、児童生徒の実態から具体的に理解を深めて欲しい。 

受講生の皆さんの努力を通して、知識・理解力だけでなく、思考力・判断力・表現力や探求心の育成に寄

与したいと考える。 

13．オフィスアワー 講義の中で伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
〇オリエンテェーション 
・「教育課程論」の目標及び学習内容と今後の予

定、授業の進め方を確認する。 

事前学習 シラバスを読み、講義概要を把握しておく。 

事後学習 学校での経験を振り返る。 

第２回 
〇教育課程とは何か 
・教育課程の定義について考える。 
〇「教育課程論」を学ぶ意義を考える 

事前学習 学校生活で時間割があることを考えておく。 

事後学習 「教育課程論」を学ぶ意義について復習する。 

第３回 

〇学校教育の目的・目標は、どのようになって
いるか。 

・教育基本法・学校教育法など、目標に関する
法規を基に学校教育の内容を考える。 

事前学習 学校教育の目的・目標を調べる。 

事後学習 学校教育の目的・目標についてまとめる。 

第４回 
〇学習内容はどのように決められているか 
・学校教育法施行規則など教育内容にかかわる
法規を調べる。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
講義内容をふまえ、教育法規について、配布資料に
まとめる。 

第５回 

〇子供や家庭・地域の実態をどのように理解す
るか。 

・中教審答申の内容を読み取って、実態につい
て考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
国では、子供や家庭・地域の実態をどのようにとら
えているのかまとめる。 

第６回 

〇授業時数等はどのように決められているか。 
・学校教育法施行規則や教科書から授業時間の
取扱いについて調べ、国語の時数が多い理由
について考えあう。 

事前学習 教科書を読んでおく。 

事後学習 
授業時数の取扱、教科によって時数の違いをまとめ
る。 

第７回 

〇教育課程の基準の改善の考え方 
・教育課程の基になる【生きる力】について総
則の比較対照表を基に調べ、資質・能力につ
いて考えあう。 

事前学習 新学習指導要領の総則を読んでおく。 

事後学習 
｢生きる力｣の内容をまとめるとともに、見方・考え
方の特徴をまとめる。 



第８回 

〇教育課程の実施上の考え方 
・主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善
について、答申や総則を調べ、授業の質の向
上を考える。 

事前学習 
学習指導要領の各教科・領域等の目標から、見方・
考え方について調べておく。 

事後学習 
主体的・対話的で深い学びと授業改善について整理
する。 

第９回 

○言語活動の充実と教科指導 
・言語活動の充実と各教科の基礎的・基本的知
識技能と思考力育成の関係について学びあ
う。 

事前学習 
旧学習指導要領解説（総則）の資料をもとに、習得
型の授業と探究型の授業について調べておく。 

事後学習 言語活動の充実と思考力育成の関係をまとめる。 

第１０回 

○体験活動の充実と学習指導の充実 
・教育課程における体験活動の意義について学
び、学習指導にどのように生かすのか話し合
う。 

事前学習 
学習指導要領の試案が出された，新しい教育の方向
性の資料を読んでおく。 

事後学習 体験学習の充実と教科指導の関連をまとめる。 

第１１回 

○児童の発達の支援 
・学級経営と生徒指導の関係から児童の発達の
支援について学び、質を高めるための方策を
考えあう。 

事前学習 
教育課程実施上の課題について、生徒指導の観点か
ら調べておく。 

事後学習 
学びの成立のためには学級経営が果たす役割が大き
いことを整理する。 

第１２回 

○学習評価の考え方と実施方法 
・学習評価について意義と役割を学び、実際に
どのように実施されているのか、目標に準拠
した評価を例に学ぶ。 

事前学習 学習評価について教科書を読んでおく。 

事後学習 
目標に準拠した評価の考え方を集団に準拠した評価
と比べ、質を高める方法をまとめる。 

第１３回 
○教育課程と道徳教育の推進 
・教育課程における道徳教育の位置づけや意義
について話し合い、まとめる。 

事前学習 道徳教育について、教科書を読んでおく。 

事後学習 教育課程上の道徳教育の役割をまとめる。 

第１４回 

○カリキュラム・マネジメントと学校評価 
・教育課程の PDCA サイクルの意義を学び、学

校評価の方法について法規を基に教育課程の
充実の仕方について話し合う。 

事前学習 
カリキュラム・マネジメントについて、教科書を読
んでおく。 

事後学習 学校評価の方法についてまとめをしておく。 

第１５回 

○開かれた教育課程 
・開かれた教育課程の意味を調べ、学校と家庭
や地域社会との連携の重要性について話し合
う。 

事前学習 
学校で編成される教育課程について、その意義を教
科書で調べておく。 

事後学習 
開かれた教育課程を編成・実施・評価する方法につ
いて、レポートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　小学校長及び教育委員会の指導主事の実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 教育心理学（初等・小） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2305 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義、演習、グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

より良い教育とは何かを心理学的視点から解説する学問である。教育心理学の基礎とされる発達、学習、人

格、測定・評価の 4 つの領域について基礎知識を深め、今日の教育の現場が必要としている問題解決のため

の諸要因を解説する。本講義では、以上のような基礎的知識の習得に加え、事例に則り、それらの知識をい

かに教育の実践に役立てていくのか検討する。併せて、現実の教育現場で起きている諸問題に対する支援の

在り方についても考察する。 

８．学習目標 

１．教育学と心理学の深い関係を理解し、説明できるようになる。 

２．教育場面において生じる問題及びその背景について指摘できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通し、疑問点を明確にしてくる。 

・2回レポートを提出する。（A4用紙 2枚、2,400字以上） 

 Ａ 第1回から第6回の中から自分が興味を持ったテーマについて   

 Ｂ 第8回から第14回の中から自分が興味を持ったテーマについて 

 ＊各レポート課題とも、そのテーマの概要を紹介し、どこに興味を持ったのか、疑問点は何か、また自分

なりの意見を、文献を2、3冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

安齊順子・荷方邦夫（編）『「使える」教育心理学』<第３版>北樹出版 

【参考書】 

必要に応じて、適宜、資料を配付する。また、他に参考書がある場合はそのつど指定する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教育心理学の基本的な知識を理解し、説明できるか。 

２．教育心理学の知識を教育の場で応用し、活用する力がついたか。 

○評定の方法 

１ 授業への参加態度 総合点の３０％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の４０％ 

３ 課題（レポート等） 総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。特に私語については厳しく対応する。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 教育心理学とは何か 
教育心理学の内容と方法を学ぶ 

事前学習 
教育における心理学の活用についてまとめ
てくる。 
序章（pp.10～20）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第２回 
発達 
 発達の概念を理解し、各種の発達理論を学ぶ 

事前学習 教科書の第 1 章（pp.22～46）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第３回 
学習理論 
 様々な学習の理論について学ぶ 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.47～62）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第４回 
動機づけ 
 動機づけの理論を学び、動機づけを高めるにはどうす
るかを考える 

事前学習 教科書の第 2 章（pp.47～62）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第５回 

学習指導（１） 
プログラム学習、発見学習、有意味受容学習、学習の
個別化などの学習指導の方法を学び、その背景にある
学習理論を理解する 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.63～79）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第６回 
学習指導（２） 
 コンピュータや集団を用いた学習指導の方法を学び、
その背景にある学習理論を理解する 

事前学習 教科書の第 3 章（pp.63～79）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 



第７回 レポート発表（Ａ） 

事前学習 レポート発表（Ａ）の準備をする。 

事後学習 討議の内容をノートに整理する。 

第８回 
学級の心理（１） 
 学級の心理の背景にある社会心理学的理論を学ぶ 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.80～90）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第９回 
学級の心理（２） 
 学級の心理の背景にある歴史や文化の特質を社会心
理学的な側面から考察する 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.80～90）を再確認する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１０回 
教育評価 
 教育評価の方法と意義、問題点などを学ぶ 

事前学習 教科書の第 5 章（pp.98～113）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１１回 
学校における心理的問題（１） 
いじめの原因や背景について考察する 

事前学習 教科書の第 4 章（pp.90～97）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１２回 
学校における心理的問題（２） 
不登校や自殺の原因や背景について考察する 

事前学習 教科書の第 9 章（pp.157～171）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１３回 
学校における心理的問題（３） 
いじめや不登校、自殺について課題研究を行う 

事前学習 
いじめや不登校についての統計や事例を調
査し、課題研究の準備を行う。 

事後学習 討議の内容をノートにまとめる。 

第１４回 
特別支援教育と発達障害 
 発達障害について理解し、その支援について学ぶ 

事前学習 教科書の第 10 章（pp.172～189）を通読する。 

事後学習 授業内容をノートに整理する。 

第１５回 授業の総括、小テスト、レポート提出（Ｂ） 

事前学習 
これまでの授業を振り返り、興味のある点や
疑問を持った点を考えてくる。 

事後学習 
これまでの授業を振り返り、これまでのノー
トの整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教員基礎演習ⅠB （2 単位） 

３．科目番号 
GECD1411 

GECD1211 
２．授業担当教員 森田 哲志 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この授業では、日本語運用能力を中級レベルから上級レベルへ引き上げることを目的としながら、ビジネス

場面で対応し得る日本語運用能力を目指す。具体的には、様々な場面において論理的思考による理解・表現

能力は不可欠であることから、論理的な文章を読むための基礎的な読解技術としての文章構造に関する知識、

文章の論理構造に関する知識、文法に関する知識を会得し、論理的な文章を読み書きする能力を養成し、そ

こから、ビジネスで必要なコミュニケーションを行うためのコミュニケーション活動へとつなげることで、

「読む、書く、聴く、話す」の４技能を総合的に育成する。 

８．学習目標 

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

２）論理的な文章を読むための基礎的な読解技術を身につけ、文章理解・表現ができるようになる。 

３）論理的な思考による複雑なコミュニケーションが行えるようになる。 

４）多様な文化背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

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

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

２．日本語の文章構造等を理解し、内容を正しく理解できるようになったか。 

３．論理的思考による理解・表現能力を養うことができたか。 

４．多様な文化的背景を持つ人たちと、お互いの考えを尊重しながら議論できるようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

１. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

３. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を通

じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等して、

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本での暮

らしの悩みについて話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業の全体像を

把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 

事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく  

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく。授業中に行っ

た内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答えを準備して

おく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興味のあるテ

ーマでレポートを作成する 

第１４回 

レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士

でグループ討論の後、グループ毎で発表し質

疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース 1～12 から興味のあるテーマでレ

ポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レポートを修

正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教師論（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE1102 

２．授業担当教員 石﨑 達也 

４．授業形態 
講義、事例研究（グループワーク）、演習（論作文）、発

表 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

今日の学校教育が抱える様々な課題を解決する上で、その主たる担い手である教員の役割や責任は極めて大

きい。これからの教員は、教科・科目に関する知識を教授するだけでなく、広い視野に立ち、思いやりのあ
る人間性豊かな子どもたちを育成することが求められている。現代社会における教職の重要性の高まりを背
景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲を高め、さらに適

性を判断し、進路選択に資する教職の在り方を理解する。 

８．学習目標 

1. 我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解し、説明が出来るようになる。 

2. 教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解し、態度化できる。 

3. 教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解し、説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ ワークシートを提出する。 

２ テーマごとに小レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

佐久間亜紀・佐伯胖編著『現在の教師論』ミネルヴァ書房、2019 年。 

【参考書】 

佐藤晴雄著『教職概論-教職を目指す人のために-（第４次改訂版）』学陽書房、2015 年。 

東京福祉大学編『教職科目要説』ミネルヴァ書房。 

【教材】 

必要に応じて授業内でプリントを配布する。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

教職の意義や教員の役割・職務内容に関心を持ち、教員に求められる資質・能力、教育を支える法律上の規

定などを理解し、説明ができる。 

○評定の方法 

・学習記録・演習課題６０％、レポート２０％、受講態度２０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

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

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

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

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

【学生に期待される学習態度】 

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

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

り組み、課題意識をもって臨んでほしい。 

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

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

合は不合格とする。） 

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

判断した場合、試験の答案内容如何にかかわらず、不合格とする。 

④ 授業中、私語、居眠りはしないこと。 

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

【教員の心がまえ】 

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

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

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

生全員が意見を出しあえるような双方向対話型の学習環境をつくる。 

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

れる態度が見受けられた場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー  講義の中で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（シラバスの確認） 
【序章 教師を目指す】 

事前学習 
教職を目指したきっかけや理由、あなたの心に残って
いる教師について整理しておく。 

事後学習 
「あなたの考えるよい教師とは？」に関するレポート
を作成すること 

第２回 
教職の魅力（１）【第１章 初等教育の教師】 
 

事前学習 
教科書 pp.17~33 を読み、「初等教育の教師の仕事」に
ついて自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「初等教育の教師の魅力」に関するレポートを作成す
ること。 

第３回 教師の魅力（２）【第２章 中等教育の教師】 
事前学習 

教科書 pp.35~51 を読み、「中等教育の教師の仕事」に
ついて自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「中等教育の教師の魅力」に関するレポートを作成す
ること。 

第４回 教職の特徴（１）【第３章 日本の教職の特徴】 
事前学習 

教科書 pp.55~70 を読み、「日本の教職の特徴」につい
て調べ学習をしてくること。 

事後学習 
グループごとに教職の国際比較データを収集するこ
と。 



第５回 教職の特徴（２）【ピア・ティーチングに挑戦】 
事前学習 

各グループでピアティーチングの準備をしてくるこ
と。 

事後学習 
ピア・ティーチングをふまえ、「教職の特徴」に関する
レポートを作成すること。 

第６回 教職の特徴（３）【第４章 教師像の史的展開】 
事前学習 

教科書 pp.71~87 を読み、「求められる教師観の変化」
について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
「自分は教師として社会のなかでどのような役割を担
いたいか」についてレポートを作成すること。 

第７回 教職の特徴（４）【第５章 教員の服務】 
事前学習 

教科書 pp.89~105 を読み、「教員の服務」について調べ
学習をしてくること。 

事後学習 
「体罰に関する事例」についてレポートを作成するこ
と。 

第８回 
教職の特徴（５） 
【第６章 教員の権利と身分保障】 

事前学習 
教科書 pp.108~122 を読み、「教員の権利と身分保障」
について調べ学習をしてくること。 

事後学習 
グループワークをふまえ、「あなたの考える教師像
は？」に関するレポートを作成すること。 

第９回 
教職の特徴（６） 
【第７章 学び続ける教師】 
【第８章 学校を構成する様々な専門職】 

事前学習 
教科書 pp.124~159 を読み、「学び続ける教師」「チー
ム学校」に関する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「教育実践記録」を読み、あなたが学んだことについ
てレポートを作成すること。 

第１０回 
専門職としての教職（１） 
【第９章 専門家としての教師】 

事前学習 
教科書 pp.164~180 を読み、「リフレクション論」に関
する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「学びの場を生み出す教師」に関するレポートを作成
すること。 

第１１回 
専門職としての教職（２） 
【第 10 章 子どもが〈いのち〉に見える教師】 

事前学習 
教科書 pp.185~200 を読み、「教師に求められる資質・
能力」について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師の〈子ども観〉〈いのち〉観に関する自らの考えを
まとめたレポートを作成すること。 

第１２回 
専門職としての教職（３） 
【第 11 章 いじめに向き合う】 

事前学習 
教科書 pp.201~219 を読み、「教師に求められる資質・
能力」について自分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師として「いじめ」に向き合う上で大切なポイント
についてまとめたレポートを作成すること。 

第１３回 
専門職としての教職（４） 
【第 12 章 性の多様性をめぐる学校・教師の
課題】 

事前学習 
教科書 pp.220~237 を読み、「性の多様性」について自
分の意見をまとめてくること。 

事後学習 
教師として「性の多様性」に向き合う上で大切なポイ
ントについてまとめたレポートを作成すること。 

第１４回 
専門職としての教職（５） 
【終章 「教える」ということの意味】 

事前学習 
教科書 pp.241~262 を読み、「資質・能力」「コンピテ
ンシー」という言葉に関する調べ学習をしてくること。 

事後学習 
「教える」ということの意味について自らの考えをま
とめたレポートを作成すること。 

第１５回 

ふりかえり 
【これまでの学習を振り返り今後の進路選択
にあたり大学生活をどのように送っていくの
かについて話し合い・発表する】 

事前学習 
「教師を目指す」等、自分の進路について考えを深め
ておくこと。 

事後学習 
授業全体をふり返り、教師に求められる資質能力を高
めるために自分に必要なことは何かを考え、レポート
をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 教養基礎演習ⅡB (2 単位)  

３．科目番号 GECD2212 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義・演習・グループディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

８．学習目標 

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

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

３）議論を進めるために適切な質問ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．指示した事前学習・事後学習を必ず行った上で授業に参加すること。 

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

マを選び、レポートを作成する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】宮崎七湖編著『留学生のためのケースで学ぶ日本語―問題発見解決能力を伸ばす』ココ出版 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 日本語の運用能力を一段階上へあげ、日本文化・社会・ビジネスに関する理解を深めることができたか。 

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

3. 議論を進めるために適切な質問ができるようになったか。 

4. 日本語での口頭発表を行う能力を養うことができたか。 

5. 自分とは異なる文化背景を持つ人たちと協働して作業が出来るようになったか。 

○評定の方法：以下の点を総合して評価する。 

1. 授業への参加態度 総合点の 30％ 

2. 試験（小テスト・期末試験、口頭発表による試験等） 総合点の 30％ 

3. 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

この授業では、日本で経験する様々なことをケーススタディで学ぶ。受講生が自ら考え、討論や発表を通

じ、日本語運用能力を高めることを重視する。受講生の関心や状況に応じて、新聞記事等を補充する等して、

タスク活動などの調整する場合がある。 

受講に際して、特に以下の点には注意すること。 

１．欠席、遅刻、早退などせず、グループワークでの活動で迷惑にならないよう積極的に授業に参加する。 

２．提出物、宿題は必ず提出する。 

３．授業での配布物はなくさない。 

４．教科書は毎回必ず持参する。 

５．分からないことは、担当教員に必ず質問、確認をする。 

６．授業に関係のない私語はしない。スマートフォン等の関係のないものはカバンにしまう。 

13．オフィスアワー 授業のある日の休み時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション・授業概要・日本での暮らしの悩み

について話し合い発表する 

事前学習 
教科書を購入し、目次に目を通してこの授業

の全体像を把握する。 

事後学習 
教科書のケース 01 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第２回 ケース 01 上下関係 

事前学習 
教科書のケース 01 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 02 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第３回 ケース 02 どうして掃除してくれないの? 

事前学習 
教科書のケース 02 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 03 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第４回 ケース 03 アパートの大家さんとのトラブル 

事前学習 
教科書のケース 03 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 04 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第５回 ケース 04 期待はずれのホームステイ 

事前学習 
教科書のケース 04 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 05 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 



第６回 ケース 05 おせっかいな伯母さん 

事前学習 
教科書のケース 05 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 06 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第７回 ケース 06 引っ越したいけれど 

事前学習 
教科書のケース 06 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 07 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第８回 ケース 07 バーベキューはダメ? 

事前学習 
教科書のケース 07 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 08 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第９回 ケース 08 とりあえず謝る? 

事前学習 
教科書のケース 08 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 09 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１０回 ケース 09 親友がほしい 

事前学習 
教科書のケース 09 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 10 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１１回 ケース 10 私っておとなしいの? 

事前学習 
教科書のケース 10 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 11 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１２回 ケース 11 同国人との付き合い 

事前学習 
教科書のケース 11 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
教科書のケース 12 の語彙を確認しておく 

授業中に行った内容を復習する 

第１３回 ケース 12 愚痴ばかり言う友だち 

事前学習 
教科書のケース 12 の本文を読み、質問の答

えを準備しておく 

事後学習 
これまで学んだケース 1～12 を振り返り、興

味のあるテーマでレポートを作成する 

第１４回 
レポート発表（同一テーマを選んだ学生同士でグループ

討論の後、グループ毎で発表し質疑応答を行う） 

事前学習 
これまで学んだケース1～12から興味のある

テーマでレポートを完成させる 

事後学習 
発表への質疑応答やコメント等を整理し、レ

ポートを修正する 

第１５回 振り返りおよび日本語到達度チェック 

事前学習 レポートの内容を修正し提出する 

事後学習 全ての授業で行った内容を復習する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 金融論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2135 

２．授業担当教員 武田 嘉孝 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
経済学の基本を理解していることが望ましい。 

７．講義概要 

金融論の場合は、入門であっても、講師によって扱う内容が様々に異なっている。それだけ金融という現

象が幅広い経済分野にまたがっているからである。本講義は、金融論の基礎について体系的・包括的に全体

像を学ぶだけでなく、そうした知識・理論を用いて、基礎的な個人の金融行動選択の方法を学ぶことに特徴

がある。予備知識が少ない学生でも理解できるようになるべく平易に解説する。 

前半では、金融論の基礎知識・理論として、金融の役割、金融の方法、金融取引を行う場である金融市場、

貨幣、金融機関、金融政策を解説する。後半は、個々の経済主体の意思決定に必要な基礎知識として、お金

を融通することの対価である利子率、家計や企業等の金融行動に関する基本的な理論や方法を解説する。 

講義の進行方法については、受講者の理解を深めるため項目ごとに問題演習を行う。また課題として提出

するレポートをもとに、グループディスカッションを行い、理解を深める。 

８．学習目標 

1. 日本の金融経済の現状を把握し、説明できるようになる。 

2. 金融の基礎理論を理解し、説明できるようになる。 

3. 預金や株式、社債などの金融商品の取引や、その結果である利益と損失の発生を理解し、説明できるよう

になる。 

4. 家計や個人の金融行動の選択に関する考え方と方法を習得し、日常生活で実践できるようになる。 

5. 金融の理論や方法を企業や社会福祉関連施設等の運営・管理において応用できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・毎時間講義内容をまとめてレポートを提出してもらう。 

・後半に簡単な計算問題の課題を出し、講義終了後に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

『最短合格 3級 FP技能士』株式会社きんざい、2017。 

【参考書】 

家森信善著『はじめて学ぶ金融のしくみ 第 4版』中央経済社、2013。 

日本経済新聞社編『ベーシック 金融入門』日本経済新聞出版社、2014。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．テキストの輪読を通じて、金融論の基礎知識が理解できているか。  

２．（中間）レポート課題に対して的確に検討し、説明できるようになっているか。 

３．期末試験（又はレポート）を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の１０％ 

２．（中間）レポート          総合点の３０％ 

３．期末試験（又はレポート）     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

90 年代のバブル崩壊以降の厳しい経済環境下において、経済的リスクが国や企業から生活者へと次々に転

嫁されてきている。このため、正しい金融リテラシーを身につけ、主体的に堅実な金融行動を実践できるよ

うに自らを変えてゆくことが大切になってくる。社会福祉の場でも、正しい金融リテラシーに基づいた活動

が今後はますます求められてくるはずである。したがって、本講義の内容が今後、生活者や職業人としての

自分の意思決定にどう関わってくるかをなるべく意識しながら受講してほしい。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ・金融新時代 

事前学習 
戦後日本の社会システムの変革を確認して

おく。 

事後学習 金融ビッグバンの現象を認識する。 

第２回 ・金融経済を取り巻く環境 

事前学習 講義用に配布した資料を読んでおく。 

事後学習 現在の金融経済環境の特徴をまとめる。 

第３回 ・日本の金融制度の変遷 

事前学習 消費者保護に関する問題意識を持つ。 

事後学習 
消費者保護に関する各種法令の必要性を理

解する。 

第４回 
・金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法、個

人情報保護法 

事前学習 プリントの内容を黙読する。 

事後学習 
講義内容を復習し、まとめた内容をレポート

提出する。 

第５回 ・金融、経済の基本 

事前学習 金融改革の流れを知っておく。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 



第６回 

・貨幣 

貨幣の機能 

今日の貨幣 

マネーストック 

事前学習 経済の構成要素とメカニズムをまとめる。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第７回 

・日本銀行 

日本銀行の設立、機能、目的 

マネタリーベース 

事前学習 日本銀行の機能について調べておく。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第８回 ・金融市場の変動要因 

事前学習 金利の決まり方の要因を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第９回 ・主要なマーケット指標 

事前学習 金融の意味と金融市場の仕組みを考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１０回 
・景気 

・物価指標 

事前学習 GDP の意義を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１１回 

・金融政策 

金融政策の運営方法 

日本銀行の政策手段 

金融政策による物価への効果 

事前学習 金融政策の種類を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１２回 

・利子と利子率（1） 

単利方式と複利方式 

現在価値の求め方 

事前学習 単利と複利の違いを考える。 

事後学習 利回りの意味と課税方式を理解する。 

第１３回 
・利子と利子率（2）  

係数表を用いた金額計算 

事前学習 6 つの係数の意味を理解する。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１４回 
・家計の金融行動 (1)  

ライフサイクルと家計の取組み方 

事前学習 ライフサイクルと家計の取組み方を考える。 

事後学習 
講義内容を復習する。指示された練習問題を

解く。 

第１５回 
・家計の金融行動 (2) 

最適な金融資産選択の決定 

事前学習 金融資産商品の種類を調べておく。 

事後学習 講義内容を復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 暮らしと経済 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1118 

２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 

講義が中心となるが、講師からの一方通行ではなく、ディスカッシ

ョン（学生からの講師への質問、学生間のディスカッション等）を

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経済学（国際経済を含む）」「経営学（非営利組織を含む）」などと関連が深い科目である。 

７．講義概要 

日常、テレビや新聞で見聞きする、我々の身近な生活を取り巻く経済問題を、経済学的な観点から考察する。

またそれらの経済問題を題材にして、経済学的なものの考え方を身につける。経済問題や経済学というと何

かとっつきにくく、縁遠い感覚を覚えるかもしれないが、実際には、意外とシンプルで、いったん身につけ

てしまうと、今後の社会生活を営んで行く中でも非常に便利なツールとなることがわかる。この講義を通じ

て、その生きていく上で有効なツールとしての経済学的な考え方が自然と身につくことを目指す。また、こ

れまでなんとなく気になっていたにも関わらず未理解だった経済問題に整理をつけていくことを目指す。今

回は日本経済を中心に学習する。 

８．学習目標 

１．現在、日本経済でどのようなことが起こり、問題になっているかを認識する。 

２．現在の日本を取り巻く経済問題を経済学の枠組みでとらえ直す。 

３．経済学（ミクロ経済学、マクロ経済学）の基本的な考え方を身につける。 

４．数式やグラフを通じて物事を整理するという習慣を身につける。 

５．今後、日本や世界で展開する経済問題に関心がもてるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第 5 回の講義終了後に 800 字程度の「モノの価格は需要量と供給量だけで決まるのだろうか」のレポートを

提出する。 

また、第 10回の講義終了後に 800字程度の「電子マネーの有用性について」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 
教材・資料は配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本経済に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経済学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 期末試験        総合点の５０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経済は私たちの生活を知るうえで最も基本的なものであり、大事なことである。日頃から暮らしと経済に関

する情報を積極的に取り入れておくこと。特に､関心がある日本経済新聞等の経済記事は、コピー等をしてお

くこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ガイダンス、経済学の目的 

事前学習 経済と聞いてイメージすることを考える。 

事後学習 暮らしと経済学との関連についてまとめる。 

第２回 経済学的な考え方 

事前学習 経済に関連する資料・文献を調べる。 

事後学習 経済学的な考え方とは何かをまとめる。 

第３回 
日本経済の現状 

（GDP、生産性、経済成長率の国際比較） 

事前学習 GDPとは何かを予習する。 

事後学習 世界経済の中の日本経済をまとめる。 

第４回 日本経済の現状に関するグループワーク 

事前学習 さまざまな統計資料を用意する。 

事後学習 
統計資料から得られた日本経済の現状をま

とめる。 

第５回 
価格の決まり方（1） 

（需要と供給） 

事前学習 具体的なモノの価格を調べる。 

事後学習 需要と供給の関係をまとめる。 

第６回 
価格の決まり方（2） 

（具体的な価格の決定についてディスカッション） 

事前学習 価格変動している事例を調べる。 

事後学習 モノの価格変動についてまとめる。 



第７回 
貨幣の成り立ち 

（電子マネー時代についてディスカッション） 

事前学習 
「お金」をどういう場所で使っているかを調

べる。 

事後学習 電子マネー時代の貨幣についてまとめる。 

第８回 完全競争と市場 

事前学習 
完全競争市場とはどのような市場なのかを

調べる。 

事後学習 完全競争市場と市場価格についてまとめる。 

第９回 市場メカニズム 

事前学習 市場の課題を調べる。 

事後学習 市場メカニズムの有効性をまとめる。 

第１０回 
限界革命 

（水とダイヤモンドの価値） 

事前学習 「限界」概念について予習する。 

事後学習 
水とダイヤモンドの価値を比較し，まとめ

る。 

第１１回 大きな政府と小さな政府 

事前学習 大きな政府と小さな政府の相違を考える。 

事後学習 ケインズ経済学の要点をまとめる。 

第１２回 新自由主義的経済 

事前学習 新自由主義に関連する資料を調べる。 

事後学習 
市場原理主義のメリットとデメリットをま

とめる。 

第１３回 
市場の失敗 

（市場の失敗の具体例をディスカッション） 

事前学習 市場の失敗の具体的な事例を調べる。 

事後学習 市場の機能と市場の失敗をまとめる。 

第１４回 
格差社会 

（格差の具体例をディスカッション） 

事前学習 具体的な格差の事例を調べる。 

事後学習 格差社会の実情をまとめる。 

第１５回 環境と生活 

事前学習 公共財とは何かを調べる。 

事後学習 
環境がわたしたちの生活にどのような影響

を与えているかをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 経営戦略論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP3117 

２．授業担当教員 水野 満 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答、などを併用し、期末に試験を行う。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営組織論」や「マーケティング論」も履修することが望ましい。 

７．講義概要 

IT 化の進展によって、現在の経営はより高度化し、流動的になっている。そのような状況を考えると、企業

の経営戦略について、包括的・体系的に学ぶ意義は大きい。企業経営では、経営の再評価の継続が求められ

るが、その際の経営方針決定の連続が経営戦略といえる。本講義においては、既存あるいは潜在的な競合他

社との経営戦略について、製品戦略の要素、経営戦略の基本、成長戦略（M＆A、多角化）、競争戦略の視点

から学習する。なお、履修者は日々の会社経営について関心を持ちながら受講することが望ましい。 

８．学習目標 

１、企業を取り巻く経営環境を把握する。 

２、経営戦略（ミッション、ドメイン、環境分析）、成長戦略（成長ベクトル、ポートフォリオマネジメント、

成長戦略の展開）、競争戦略について学習する。 

３、戦略を実行し、結果を評価する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

成功した会社を取り上げ、その会社の経営戦略について述べる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】嶋口充輝他編著『１からの戦略論 第 2版』碩学社 中央経済社、2016。 

【参考書】井上善海・大杉春代・森宗一著『経営戦略入門』中央経済社、2015。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．企業を取り巻く経営環境、環境への適合方法について学び、説明できる。 

２．経営戦略を実行するのに最適な経営組織と戦略を実行しその結果評価について、自分の考えをレポート

などにまとめて発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加    ３０％ 

２ 課題中間レポート     ３０％ 

３ 期末試験・レポート課題  ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

経営戦略を学ぶことで、事業の将来だけではなくて、未来に向けての自分の人生の目標を定め、そのための
生き方を方向づける試みができるようになる。成功している会社は長期、中期、短期の経営戦略を策定し、

着実に実行している。同様に、いま何をやるべきかを考えなければ、余裕と充実感のある人生を送るのは難
しい。 

13．オフィスアワー 授業終了後 1時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 戦略の概念 

事前学習 テキストの予習 (pp.1～11を読んでくる。） 

事後学習 戦略の概念の要点をまとめる。 

第２回 業界の構造 

事前学習 テキストの予習 (pp.15～31を読んでくる。） 

事後学習 業界の構造分析の要点をまとめる。 

第３回 取り巻く環境 

事前学習 テキストの予習 (pp.33～48を読んでくる。） 

事後学習 取り巻く環境の要点をまとめる。 

第４回 基本戦略 

事前学習 テキストの予習 (pp.51～67を読んでくる。） 

事後学習 基本戦略の要点をまとめる。 

第５回 製品ライフサイクル別戦略 

事前学習 テキストの予習 (pp.69～86を読んでくる。） 

事後学習 
製品ライフサイクル別戦略の要点をまとめ

る。 

第６回 市場地位別戦略 

事前学習 
テキストの予習 (pp.87～103 を読んでく

る。） 

事後学習 市場地位別戦略の要点をまとめる。 

第７回 リソース・ベースト・ビュー 

事前学習 
テキストの予習 (pp.105～122 を読んでく

る。） 

事後学習 
リソース・ベースト・ビューの要点をまとめ

る。 



第８回 事業システム 

事前学習 
テキストの予習 (pp.123～139 を読んでく

る。） 

事後学習 事業システムの要点をまとめる。 

第９回 事業領域 

事前学習 
テキストの予習 (pp.143～156 を読んでく

る。） 

事後学習 事業領域の要点をまとめる。 

第１０回 成長戦略 

事前学習 
テキストの予習 (pp.157～172 を読んでく

る。） 

事後学習 成長戦略の要点をまとめる。 

第１１回 資源展開 

事前学習 
テキストの予習 (pp.173～191 を読んでく
る。） 

事後学習 資源展開の要点をまとめる。 

第１２回 戦略の社会的側面 

事前学習 
テキストの予習 (pp.193～209 を読んでく

る。） 

事後学習 戦略の社会的側面の要点をまとめる。 

第１３回 組織構造 

事前学習 
テキストの予習 (pp.213～227 を読んでく
る。） 

事後学習 組織構造の要点をまとめる。 

第１４回 組織文化 

事前学習 
テキストの予習 (pp.229～243 を読んでく
る。） 

事後学習 組織文化の要点をまとめる。 

第１５回 企業変革、講義のまとめ 

事前学習 
テキストの予習 (pp.245～263 を読んでく

る。） 

事後学習 企業変革と講義全体のまとめを行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 健康・医療心理学／健康心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3337 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前・事後学習はきちんとやってください。 

授業中に 1～2 回程度のレポート提出を求める。 

テーマと内容は授業で知らせます 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】島井哲志・長田久雄・小玉正博編『健康心理学・入門－健康なこころ・身体・社会づくり』有斐

閣、2009。 

【参考書】森和代・茂木俊彦・石川利江編『よくわかる健康心理学』ミネルヴァ書房、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

○評定の方法 

授業への積極的参加、日常の受講態度、課題レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度(授業態度、積極的参加)   総合点の３０％ 

２ 課題レポート                総合点の３０％ 

３ 期末レポート                総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

健康心理学とは、心と体の健康を維持することに関する幅広い問題を取り扱うものである。私たち自身の

生活をよりよくするための理論や技法、具体的な対処方法に関する知識を得ることができる。単なる学問的

知識としてではなく、身近な知識として、興味を持って授業に臨んで欲しい。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

３．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション：本講義の目的、健康心理学とは 

事前学習 
健康心理学とは何か、基礎概念について調べ

てくる。 

事後学習 
健康心理学の中で自分が最も興味をもって

いることについてまとめてくる。 

第２回 健康心理学の歴史 

事前学習 
健康心理学の歴史についてテキストを熟読

してくる。 

事後学習 
健康心理学の歴史について考えたことや学

んだことをまとめる。 

第３回 ストレスとは 

事前学習 
自分が考えるストレスについてまとめてく

る。 

事後学習 
講義やテキストで理解できなかったところ

を書き出し、ポイントをまとめる。 

第４回 ストレスを測る 

事前学習 
現在、自分が感じているストレスは何か書き

出してくる。 

事後学習 
講義で測った自分のストレス度について考

えてくる。 

第５回 ストレス：ストレスの理論 

事前学習 
ストレス理論についてテキストを熟読して

くる。 

事後学習 ストレス理論についてレポートを作成する。 

第６回 ストレス：心理学的モデル 

事前学習 
ストレス理論モデルについてテキストを熟

読してくる。 

事後学習 
ストレス理論モデルについて疑問点を書き

出してくる。 



第７回 ストレス：ストレス対処・ストレスマネージメント 

事前学習 
ストレス対処とストレスマネージメントに

ついて調べる。 

事後学習 
自分が行っているストレスマネージメント

についてまとめる。 

第８回 ストレス：ストレッサーと身体の関係 

事前学習 
ストレッサーと身体の関係についてテキス

トを熟読してくる。 

事後学習 
ストレッサーと身体の関係について実例を

挙げて説明できるようにする。 

第９回 健康リスク要因：生活と健康 

事前学習 
健康リスク要因についてテキストを熟読し

てくる。 

事後学習 
健康リスク要因について実例を挙げて説明

できるようにする。 

第１０回 健康リスク要因：飲酒・喫煙 

事前学習 
飲酒・喫煙について自分の考えをまとめてく

る。 

事後学習 
飲酒・喫煙の健康リスクについて実例を挙げ

て説明できるようにする。 

第１１回 メンタルヘルス：アルコール依存症 

事前学習 アルコール依存症について調べてくる。 

事後学習 
アルコール依存症の予防・治療についてまと

める。 

第１２回 メンタルヘルス：アルコール依存症と家族 

事前学習 
アルコール依存症家族の特徴についてまと

めてくる。 

事後学習 
アルコール依存症家族の健康についてまと

める。 

第１３回 疾病治療と健康心理学的介入①悪性腫瘍（がん）と健康 

事前学習 悪性腫瘍（がん）について調べてくる。 

事後学習 
悪性腫瘍（がん）治療についてポイントをま

とめる。 

第１４回 疾病治療と健康心理学的介入②ターミナルケア 

事前学習 
健康心理学におけるターミナルケアの役割

について調べる。 

事後学習 
ターミナルケアについて自分の考えをまと

める。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでに配布した講義資料を見直し、疑問

点等をまとめておく。 

事後学習 期末レポートの作成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 権利擁護と成年後見 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3101 

SCMP3101 
２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義・討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

１ 権利擁護の基本的な考え方・成年後見制度の概要・成年後見人の活動の実際について、実務の動向も含

めて学ぶとともに、成年後見制度と関わりのある諸制度や専門職の役割について学ぶ。 
２ 権利擁護・成年後見制度の理解の前提となる憲法と民法の基本的な考え方を学ぶ。 

８．学習目標 

１ 権利擁護相談援助と日本国憲法、民法、行政法とのかかわりを理解、習得し、説明できる。 
２ 成年後見制度の概要及び成年後見人等の役割、実務について理解、習得し、説明できる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
社会福祉士養成講座編集委員会編 
『新・社会福祉士養成講座 第19巻 権利擁護と成年後見制度』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

できるようになっているか。 

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

３．期末試験を通じて、専門用語等を理解し、説明できるようになっているか。 

○評定の方法 

１．授業への積極的参加        総合点の４０％ 

２．レポート              総合点の３０％ 

３．期末試験             総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

日常的に何らかの援助を必要とする人々に接することが多い専門職として鋭い人権感覚を身につけておくこ

とが重要である。また、成年後見制度利用の需要が増加しており、援助の専門家として法制度と実際の知識

が必要である。 

毎回の授業時、基本用語等について質問をするので、事前・事後の学習を必ず行っておくこと。 
履修にあたっては、次のことを最低限守ってほしい。 
1. 指定の教科書は、授業の際必ず持参してくること。 

2. 別途配布する資料は、正しく整理して必ず保管しておくこと。 

3. 授業中の私語や携帯電話は禁止する。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

（講義概要、権利擁護と成年後見制度の学び方） 

事前学習 人権について考えておく。 

事後学習 権利擁護について考えをまとめる。 

第２回 
相談援助活動において想定される法律問題 

日本国憲法の基本原理の理解 

事前学習 
テキスト（pp.2～27）を読んで、要点を整理

しておく。（第 1 章第 1・2 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。特に社会福祉基礎構造

改革とのかかわりを把握しておく。 

第３回 行政法の理解（行政事件訴訟、国家賠償法等） 

事前学習 
テキスト（pp.28～47）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 3 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。行政事件訴訟の類型に

ついてまとめておく。 

第４回 民法の理解（物件と債権、不法行為等） 

事前学習 
テキスト（pp.48～66）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 4 節 1～6） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。特に不法行為責任の種

別を理解整理しておくこと。 

第５回 民法の理解（親族法、相続法） 

事前学習 
テキスト（pp.67～79）を読んで、要点を整

理しておく。（第 1 章第 4 節 7・8） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 



第６回 成年後見の概要、保佐、補助の概要 

事前学習 
テキスト（pp.82～97）を読んで、要点を整

理しておく。（第 2 章第 1 節～第 3 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。後見、保佐、補助の違

いを理解し整理しておく。 

第７回 
成年後見の申立の流れ 

任意後見制度、成年後見人等の義務 

事前学習 
テキスト（pp.98～117）を読んで、要点を整

理しておく。（第 2 章第 4 節～第 6 節） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。善管注意義務などの後

見人、保佐人、補助人の義務と責任について 

整理しておく。 

第８回 成年後見制度の最近の動向と課題 

事前学習 
テキスト（pp.118～127）を読んで、要点を

整理しておく。（第 2 章第 7 節） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第９回 日常生活自立支援事業の概要 

事前学習 
テキスト（pp.130～138）を読んで、要点を

整理しておく。（第 3 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。成年後見制度との相違

について整理しておく。 

第１０回 成年後見制度利用支援事業の概要 

事前学習 
テキスト（pp.140～145）を読んで、要点を

整理しておく。（第 4 章） 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第１１回 
権利擁護にかかわる組織、団体の役割 

（家庭裁判所、法務局、市町村等の役割） 

事前学習 
テキスト（pp.148～171）を読んで、要点を

整理しておく。（第 5 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。各組織、団体の役割に

ついて整理しておく。 

第１２回 
権利擁護にかかわる専門職の役割 

（弁護士、司法書士等の役割、社会福祉士の活動の実際） 

事前学習 
テキスト（pp.174～195）を読んで、要点を

整理しておく。（第 6 章） 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。権利擁護の視点から見

える各専門職の役割について整理しておく。 

第１３回 

成年後見活動の実際 

（認知症を有する者への支援の実際、消費者被害を受け

た者への対応の実際等） 

事前学習 
テキスト（pp.198～214）を読んで、要点を

整理しておく。（第 7 章） 

事後学習 感想文提出。 

第１４回 

権利擁護活動の実際 

（被虐待児への対応の実際、高齢者虐待への対応の実

際、アルコール依存症への対応の実際） 

事前学習 
テキスト（pp.216～229）を読んで、要点を

整理しておく。（第 8 章第 1 節～第 3 節） 

事後学習 感想文提出。 

第１５回 

権利擁護活動の実際 

（非行少年への対応の実際、ホームレスへの対応の実

際、多重問題重複ケースの実際） 

事前学習 
テキスト（pp.230～243）を読んで、要点を

整理しておく。（第 8 章第 4 節～第 6 節） 

事後学習 

感想文提出。 

これまでの学習を振り返り、レジュメ等を整

理し、今後の学習につなげる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公的扶助論 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2106 

SCMP2106 
２．授業担当教員 加藤 孝夫 

４．授業形態 講義、グループ学習等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

我が国の社会保障制度の一部であり、生活を支えるうえでの「セーフティネット」ともいわれる公的扶助
に関する制度の基礎知識を体系的に学習する。具体的には、貧困や低所得階層の生活実態とこれを取り巻く

社会情勢、福祉需要とその実際などに着目しながら、公的扶助の考え方やその歴史について学習する。また、
我が国の公的扶助として中心的な役割を持つ生活保護制度について、その原理、原則、実施体制、制度運用
の現状と問題点、被保護者の権利及び義務、相談援助活動や自立支援の取り組みを学ぶとともに、低所得層

対策の考え方や具体的な制度について学習する。 

８．学習目標 

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

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

３ 公的扶助制度の歴史について理解し、説明することができる。 

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

５ 生活保護の動向と課題について理解し、説明することができる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業のなかで指示したレポート課題、視聴覚教材に対する感想文の提出を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会編 

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

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

・国家試験に対応できる知識を、身につけられたかどうか。 

○評定の方法 

授業への参加度 30% 

試験・レポート 70% 

12．受講生への 

メッセージ 

 貧困問題への理解は、すべての社会福祉制度・施策、技術・方法を考えるうえで基礎となるものである。

貧困問題を特殊な人の特殊な問題ととらえずに、誰にでも起こり得る身近な問題としてとらえてほしい。 

 社会福祉士国家試験対策の学びにとどまらず、雇用・労働政策との関係の中で貧困問題をとらえることの

できる、社会科学的な視点をもった専門職を目指してほしい。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に相談に応じる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

身近な問題としての「貧困」 

事前学習 身近にある貧困問題を考える。 

事後学習 社会問題としての貧困問題を考える。 

第２回 

第 1章 公的扶助の概念 

公的扶助の概念・意義・役割 

公的扶助制度の位置づけ 

事前学習 
第 1 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 

雇用・労働施策、一般公共施策と社会保障・

社会福祉の制度・施策の関係、社会福祉制度

における公的扶助の位置づけの確認をして

おく。 

第３回 

第 2章 貧困・低所得者問題と社会的排除 

 貧困問題が発生するメカニズム 

 貧困問題が生活に与える影響 

事前学習 
第 2 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 貧困の概念について整理する。 

第４回 
第 3章 公的扶助制度の歴史（1） 

 海外の歴史 

事前学習 
第 3 章第 1 節を通読し、わからない用語等が

あれば調べておく。 

事後学習 
貧困問題がどのように扱われてきたのかを

理解しておく。 

第５回 
第 3章 公的扶助制度の歴史（2） 

 日本の歴史 

事前学習 
第 3 章第 2 節、第 3 節を通読し、わからない

用語等があれば調べておく。 

事後学習 救貧制度の発展を理解しておくこと。 

第６回 視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 生活保護法の条文に目を通しておく。 

事後学習 
講義の振り返りを行い、課題に感じた部分の

学びを深めておく。 



第７回 
第 4章 生活保護制度の仕組み 

 生活保護の目的、原理・原則 

事前学習 
第 4 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 生活保護法の内容を確認しておく。 

第８回 
第 5章 最低生活保障水準と生活保護基準 

 生活保護基準の重要性 

事前学習 
第 5 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活保護基準が国民生活に与える影響につ

いて考える。 

第９回 
第 6章 生活保護の動向 

 生活保護の今日的特徴 

事前学習 
第 6 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
最近の動向を確認し、その背景についても理

解しておく。 

第１０回 
第 7章 低所得者対策の概要 

 各種制度・施策の概要 

事前学習 
第 7 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活困窮者自立支援法の意義、役割について

考えておく。 

第１１回 視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 

貧困問題、公的扶助、生活保護制度について、

自分の考えをまとめ、説明できるようにして

おく。 

事後学習 
講義の振り返りを行い、課題に感じた部分の

学びを深めておく。 

第１２回 
第 8章 生活保護の運営体制と関係組織  

 生活保護の実施主体と公的責任 

事前学習 
第 8 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活保護行政の実態とそれを取り巻く課題

について理解を深めておく。 

第１３回 
第 9章 貧困・低所得者に対する相談援助活動 

 生活困窮者に対するソーシャルワークの実際 

事前学習 
第 9 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
生活困窮者支援に必要な視点・方法の振り返

りを行う。 

第１４回 
第 10章 生活保護における自立支援 

 生活保護制度における自立概念 

事前学習 
第 10 章を通読し、わからない用語等があれ

ば調べておく。 

事後学習 

社会福祉における「自立」のとらえ方を、生

活保護制度における自立概念を通して考え

る。 

第１５回 
小テスト 

視聴覚教材視聴 

事前学習 生活保護法の条文に目を通しておく。 

事後学習 
半期を振り返り、自らの学習到達度を確認

し、今後の学習につなげる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 公認心理師の職責 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3356 

２．授業担当教員 髙橋 亜希 

４．授業形態 講義、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

る者をいいます。 

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析 

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

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

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 

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

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

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

生涯学習への準備、⑧他職種連携及び地域連携について学びます。 

８．学習目標 

①公認心理師の役割について理解し、説明できるようになる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解する。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につける。 

④情報の適切な取扱い方について理解する。 

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

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

になる。 

⑦生涯学習への準備の必要性を理解する。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

事前・事後学習はきちんと行うこと。 

授業中に 1～2 回程度のレポート提出を求める。 

テーマと内容は授業で知らせる。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】 野島一彦・繁枡算男監修『公認心理師の職責』遠見書房、2018。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①公認心理師の役割について理解し、説明することができる。 

②公認心理師の法的義務及び倫理について理解している。 

③心理に関する支援を要する者等の安全確保の方法を身につけている。 

④情報の適切な取扱い方について理解している。 

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

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

⑦生涯学習への準備の必要性を理解している。 

⑧他職種連携及び地域連携について理解し、説明できる。 

○評定の方法 

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

勢 20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

公認心理師になるためには長い道のりがあり、その途上で自分の公認心理師としての適性を確認する作業が

必要となる。実習に出るまでには、自分の適性を見極めておこう。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

１．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

２．質問は講義内で受ける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

３．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 公認心理師の役割 

事前学習 
１章「公認心理師の役割」を読み、その多様性を理解し

ておく。 

事後学習 
自分が公認心理師になった時をイメージし、どのような

公認心理師になりたいかを考えてみる。 

第２回 公認心理師の法的義務・倫理 

事前学習 
２章「公認心理師の法的義務・倫理」を読み、責任の重

さについて考える。 

事後学習 公認心理師の責任について改めて考えてみる。 

第３回 クライエント／患者らの安全の確保のために 

事前学習 
３章「クライエント/患者らの安全の確保のために」を読

み、どのようなリスクがあるか考えてみる。 

事後学習 
第２回で学んだこととあわせて、公認心理師の責任の重

さを確認する。 



第４回 情報の適切な取り扱いについて 

事前学習 
４章「情報の適切な取り扱いについて」を読んで、守秘

義務とプライバシー保護について考えてみる。 

事後学習 
情報の適切な取り扱いのために、どのようなチェックが

必要か考えてみる。 

第５回 
公認心理師の役割遂行に必要な注意事項 

（まとめ） 

事前学習 
これまでの５回の授業で学んだことから、公認心理師の

役割遂行に必要な注意事項をまとめておく。 

事後学習 授業、特にディスカッションでの学びをまとめる。 

第６回 保健医療分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

５章「保健医療分野における公認心理師の具体的な業務」

を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第７回 福祉分野での公認心理師の具体的な業務 
事前学習 

６章「福祉分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第８回 教育分野での公認心理師の具体的な業務 

事前学習 
７章「教育分野における公認心理師の具体的な業務」を

読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第９回 
司法・犯罪分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
８章「司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第１０回 
産業・労働分野での公認心理師の具体的な業

務 

事前学習 
９章「産業・労働分野における公認心理師の具体的な業

務」を読み、この領域を理解する。 

事後学習 この領域で自分がやりたいことは何か考えてみる。 

第１１回 支援者としての自己課題発見・解決能力 
事前学習 

10章「支援者としての自己課題発見・解決能力」を読み、

どのような自己理解と解決能力が必要か考えてみる。 

事後学習 支援者としての自分の適性について考えてみる。 

第１２回 生涯学習への準備 

事前学習 
11章「生涯学習への準備」を読み、不断の研鑽がなぜ必

要か考えてみる。 

事後学習 
生涯学習のためには、具体的に何をすればよいかを確認

する。 

第１３回 多職種連携・地域連携 

事前学習 
12章「多職種連携・地域連携」を読み、連携の必要性に

ついて考えておく。 

事後学習 
どのような職種との連携が必要か、地域との連携とは何

かを確認する。 

第１４回 公認心理師の今後の展開 

事前学習 
13章「公認心理師の今後の展開」を読み、公認心理師の

未開拓の分野について考えてみる。 

事後学習 
公認心理師の将来の可能性と自分がやりたいことを具体

的に考えてみる。 

第１５回 公認心理師とは何か（全体のまとめ） 

事前学習 
公認心理師としての自分を具体的にイメージし、今後ど

のような学びや準備が必要かを考えてみる。 

事後学習 授業、特にディスカッションでの学びをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 高齢者福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP1101 

SCMP1301 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

必要である。 

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

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

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

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

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

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

には、どのような政策や実践が必要であるかを地域で調査を実施し、社会に貢献できることを目指す。 

８．学習目標 

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

る。 

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

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

決すべき課題を把握する。 

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

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

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

必要な政策と地域ネットワークのありがたを理解する。 

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

する。 

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

後見制度が普及しない理由や問題点を把握する。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業内容から、適宜小テストを行う。 

適宜、授業内容をまとめた課題レポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

杉本敏夫・橋本有里子編、『学びを追及する高齢者福祉』保育出版社。 

【参考書】 

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

＊授業中に適宣資料を配布する。 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．高齢社会の理解と高齢者の特徴について理解されているのか 

2．高齢者と関連した法律や制度について理解されているか 

3．介護保険制度（財政やサービス等）について理解されているのか 

○評定の方法 

1．ミニテスト及び授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待される学習態度 

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

2. 授業のための予習は必ずし、ノートを整理すること。 

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

て恥ずかしいことではない。 

4. 人が発言している時には、他の受講生は静かに傾聴すること。 

5. 授業は、正当な理由がない限り欠席・遅刻・早退をしないこと。 

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

する。 

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

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

高齢者・高齢化とは何か（１） 

事前学習 高齢や老いの定義等について調べる。 

事後学習 
高齢や老いの定義が自分の言葉で説明でき

るようにまとめる。 



第２回 高齢者の生きがいと社会参加 

事前学習 
高齢者の生きがいと社会参加の重要性を予

習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第３回 高齢者の生活の現状と課題 

事前学習 高齢者の現状と課題を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第４回 高齢者福祉の発展 

事前学習 
高齢者福祉の歴史、及び諸外国の高齢者福祉

について予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第５回 高齢者の特性および症状 

事前学習 
高齢者のライフサイクルについて予習して

おく。 

事後学習 
授業内容をまとめ復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第６回 高齢者介護の現状と家族支援 

事前学習 家族支援の重要性を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第７回 高齢者ケアのあり方 
事前学習 

高齢者の尊厳や専門職の倫理などの内容を

予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習しておく。 

第８回 高齢者にかかわる法制度① 老人福祉法 

事前学習 老人福祉法について予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第９回 高齢者にかかわる法制度② 高齢者虐待防止法 

事前学習 高齢者虐待防止法の内容を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１０回 高齢者にかかわる法制度③ 権利擁護と成年後見制度 

事前学習 
権利擁護、成年後見制度の内容を予習してお

く。 

事後学習 
授業内容をまとめを復習する。 

中間課題レポートを提出する。 

第１１回 介護保険制度① 概要 

事前学習 介護保険制度の概要を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１２回 介護保険制度② サービス内容 
事前学習 

介護保険制度のサービス内容を予習してお

く。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１３回 高齢者福祉における相談援助 

事前学習 
相談援助方法(テキスト pp.142～150)を予習

しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１４回 高齢者の住まいの在り方 

事前学習 高齢者の居住問題を予習しておく。 

事後学習 授業内容をまとめ復習する。 

第１５回 高齢者福祉について まとめ 

事前学習 これまで学習した知識の復習。 

事後学習 
授業内容をまとめる。 

課題レポートを提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際関係論（国際法を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA3318 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「国際社会と日本」を履修しておくことが望ましい。 

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

家主権や領土の問題など、国際法の考え方についても取り上げる。 

８．学習目標 

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

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

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1) 各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

2) 日頃から国際情勢に関するニュースに触れておく。 

3) 国際関係を学ぶ意味について考えをまとめる。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

できるようになる。 

3) 国際社会における行動主体とその関係について理解できるようになる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

国際協力や支援など国際的な活動に興味を持っていることが望ましい。 

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマ内容について

把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 国際関係論の領域 

事前学習 
最近の国際的なニュースについて振り返っ

ておく。 

事後学習 
国際関係のとらえ方について整理し、学際性

について確認しておく。 

第３回 国際関係の歴史的展開 

事前学習 
国とはなにか、国民とはなにかについてそれ

ぞれ自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
国際社会の成立について振り返り、整理して

おく。 

第４回 国際関係と政治 

事前学習 
政治に関する自身の知識情報について振り

返っておく。 

事後学習 
国際関係の政治的な歩みを振り返り、国際政

治について整理しておく。 

第５回 国際関係と経済 

事前学習 
経済に関する自身の知識情報について振り

返っておく。 

事後学習 
国際関係の経済的な歩みを振り返り、国際経

済について整理しておく。 

第６回 国際関係と法 

事前学習 
法に関する自身の知識情報について振り返

っておく。 

事後学習 
国際関係の法的な歩みを振り返り、国際法に

ついて整理しておく。 



第７回 日本外交と国際交流 

事前学習 
日本と海外の交流について自身の知識情報

を歴史的に振り返っておく。 

事後学習 
戦後の日本外交や外交政策について整理し

ておく。 

第８回 国際関係と組織（１）国際連合 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
国連の組織や役割、その活動などについて確

認しておく。 

第９回 国際関係と組織（２）欧州連合ほか 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
EU ほか扱った組織の活動や役割について整

理しておく。 

第１０回 国際関係と組織（３）NGO、NPO など 

事前学習 

最近の国際ニュースに触れ、国際社会で活動

する組織や集団の存在について把握してお

く。 

事後学習 
IGO と NGO の違い、NGO の活動や役割に

ついて整理しておく。 

第１１回 国際移民 

事前学習 
資料をもとに国際社会における人々の移動

について把握しておく。 

事後学習 
移入民や移出民、多文化主義などについて整

理しておく。 

第１２回 
国際関係における諸問題（１） 

国際紛争、安全保障問題、人権問題など 

事前学習 
最近の国際ニュースに触れ、どのような問題

が生じているか把握しておく。 

事後学習 
扱った問題と日本との関係についてそれぞ

れ整理しておく。 

第１３回 
国際関係における諸問題（２） 

地球環境問題、南北問題など 

事前学習 
最近の国際ニュースに触れ、どのような問題

が生じているか把握しておく。 

事後学習 
扱った問題と日本との関係についてそれぞ

れ整理しておく。 

第１４回 国際社会と日本 

事前学習 
日本社会の特徴について自身の考えをまと

めておく。 

事後学習 
国際社会と日本の関係を確認し、相互の影響

についてまとめておく。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 国際社会と日本 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1334 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

８．学習目標 

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

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

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２．自身が所属する社会の特徴について分析する。 

３．国際社会における日本の役割について考えをまとめる。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

３．国際社会の一員として国際社会の今後の展望に関し自分の意見を言える。 

○評定の方法 

成績評価の規準１～３についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

国際社会での活動や国際交流に興味を持っていることが望ましい。 

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマ内容について

把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 グローバリゼーション 

事前学習 
現在の日本について感じていることをまと

めておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、合わせて今後のテーマ

内容を確認しておく。 

第３回 多文化共生社会 

事前学習 
自身が暮らしている場やその周囲はどのよ

うな環境であるか、広く振り返っておく。 

事後学習 
共生の意味や環境と文化などについて整理

しておく。 

第４回 エスニック･マイノリティ 

事前学習 
文化背景が異なる人々に対する自身の態度

について振り返っておく。 

事後学習 
国際社会におけるマイノリティの意味につ

いて整理しておく。 

第５回 アイデンティティ 

事前学習 
自分の文化とはなにか、自身が所属する社

会・文化の特徴について振り返っておく。 

事後学習 
自身の社会的・文化的アイデンティティにつ

いて分析しておく。 

第６回 エスノセントリズム 

事前学習 
自身の行動の中にどのような民族的・文化的

特徴があると思うか考えておく。 

事後学習 
自身のエスノセントリズムの傾向について

分析しておく。 



第７回 ステレオタイプ 

事前学習 

エスニック・マイノリティについて復習し、

マイノリティに対する自身のイメージをま

とめておく。 

事後学習 
ステレオタイプの特徴とその影響について

整理しておく。 

第８回 レイシズム 

事前学習 
社会や文化等背景が異なる人々に対する自

身の感情について振り返っておく。 

事後学習 
レイシズムについて整理し、自身の傾向につ

いて分析しておく。 

第９回 国際社会からみた日本のイメージ 

事前学習 
日本や日本人のイメージについて自身の考

えをまとめておく。 

事後学習 
自身の社会や文化等の観方について分析し

ておく。 

第１０回 日本社会とニューカマー 

事前学習 
日本国内での異文化接触にはどのような状

況があるか広く振り返っておく。 

事後学習 ニューカマーの状況について整理しておく。 

第１１回 日本社会とエスニシティ 

事前学習 
多文化共生社会について復習し、日本社会に

おける共生の場について考えておく。 

事後学習 
自身の生活環境と異文化接触について改め

て振り返っておく。 

第１２回 国際社会と言語コミュニケーション 

事前学習 
自身の外国語学習の経験について振り返っ

ておく。 

事後学習 
社会参加としての言語の役割や意味につい

て整理しておく。 

第１３回 海外における日本語教育 

事前学習 日本の外国語教育について復習しておく。 

事後学習 
日本語教育事情と目標言語の学習動機につ

いて整理しておく。 

第１４回 国際社会と組織 

事前学習 
自身が所属する組織や集団とそれらを構成

するメンバーについて振り返っておく。 

事後学習 
国際社会における組織内と組織間の関係と

その状況について整理しておく。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） コンピュータサイエンスⅡ （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1312 

２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義および演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

試験結果を点数順に並べ替える問題や、選挙結果の集計など、具体的な問題の処理手順をアルゴリズムと

いう。同じコンピュータを使って同じ問題を扱っても、アルゴリズムが異なれば、問題解決に要する処理時

間は大幅に異なる。本講義では、アルゴリズムの善し悪しの評価方法である「オーダ」という概念について

学び、具体的な問題に対する複数のアルゴリズムを開発し、そのオーダの違いを調べる。また、これらのア

ルゴリズムを、C++言語を用いてコンピュータ上で実行することにより、オーダの違いと処理時間の関係を

実感する。 

８．学習目標 
アルゴリズムは、ハードウェアの進歩に左右されない概念である。現在の情報化社会を支えているコンピ

ュータの底に潜む、技術の進歩に左右されない科学としての見方・考え方・方法論を学ぶ。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

コンピュータを使ったプログラミング演習を毎回の課題とする。 

10．教科書・参考書・

教材 
必要な教材については資料を配布する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．アルゴリズムとデータ構造の基本的概念を理解しているか。 

２．代表的なアルゴリズムの学習を通じ、コンピュータにおけるデータ処理の基本概念を理解できたか。 

○評定の方法 

試験 50%、提出物（レポート等）30%、受講姿勢 20%で評価。 

※試験を総合演習課題提出にかえて実施する場合がある。 

12．受講生への 

メッセージ 

プログラミングを通してアルゴリズムやデータ構造に対する理解を深めるため、自分でプログラミングを

できる環境が必須である。また、授業内容は皆の習熟度等によって変わる可能性がある。 

電子メールアドレス：shsuzuki@ed.tokyo-fukushi.ac.jp 

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。在室中は、来客のない限りいつでも対応する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

アルゴリズムとは何か、データ構造とは何か 

プログラミング環境の整備 

事前学習 
アルゴリズム・データ構造とは何かについて

事前に調べる。 

事後学習 自分のプログラミング環境を整える。 

第２回 C++プログラミング① 逐次処理、変数、演算 

事前学習 
C++言語における変数の使い方、数値演算の

方法について調べる。 

事後学習 学習したプログラミング規則をまとめる。 

第３回 C++プログラミング② 分岐処理 

事前学習 
分岐処理とは何か、C++言語での if や switch

文の使い方について調べておく。 

事後学習 分岐処理を含む課題を解く。 

第４回 
C++プログラミング③ 反復処理 

データ構造① 配列 

事前学習 
反復処理とは何か、C++言語での for や while

文の使い方について調べておく。 

事後学習 配列を使った課題を解く。 

第５回 
アルゴリズムの評価① 探索アルゴリズム 

線形探索、二分探索 

事前学習 探索アルゴリズムとは何か調べておく。 

事後学習 
アルゴリズムの評価法について学習したこ

とをまとめる。 

第６回 C++プログラミング④ 関数 

事前学習 C++言語の関数に関する規則を調べておく。 

事後学習 
過去の課題について、関数を使って作り直す

ことでプログラムがどう変わるか確認する。 

第７回 
C++プログラミング⑤ ポインタ、構造体 

データ構造② リスト 片方向連結リスト 

事前学習 
C++言語のポインタ、構造体に関する規則を

調べておく。 

事後学習 他のリスト構造について調べておく。 

第８回 
データ構造③ リスト 

双方向連結リスト、循環バッファ、スタック、キュー 

事前学習 スタック、キューの特徴について調べる。 

事後学習 様々なリスト構造の特徴についてまとめる。 



第９回 
アルゴリズムの評価② ソートアルゴリズム 

バブルソート、選択ソート、挿入ソート 

事前学習 ソートアルゴリズムとは何か調べておく。 

事後学習 学習したアルゴリズムの特徴をまとめる。 

第１０回 
アルゴリズムの評価③ ソートアルゴリズム 

クイックソート 

事前学習 クイックソートの特徴について調べておく。 

事後学習 
様々なデータ構造を使ってクイックソート

を実現するプログラムを作る。 

第１１回 
アルゴリズムの評価④ ソートアルゴリズム 

マージソート 

事前学習 マージソートの特徴について調べておく。 

事後学習 
様々なデータ構造を使ってマージソートを

実現するプログラムを作る。 

第１２回 
データ構造④ 連想配列 

ルックアップテーブル、ハッシュテーブル 

事前学習 連想配列の種類を調べておく。 

事後学習 ハッシュについて学習したことをまとめる。 

第１３回 
アルゴリズムの評価⑤ 探索アルゴリズム 

ハッシュ関数 

事前学習 簡単なハッシュ関数について調べておく。 

事後学習 ハッシュ関数の特徴についてまとめる。 

第１４回 データ構造⑤ 木構造 

事前学習 木構造とは何か調べておく。 

事後学習 さまざまな木構造の特徴についてまとめる。 

第１５回 
アルゴリズムの評価⑥ ソートアルゴリズム 

ヒープソート 

事前学習 ヒープソートとは何か調べておく。 

事後学習 ヒープソートを使った課題を解く。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ジェンダー論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1331 

２．授業担当教員 岩切 英隆 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

「女は家庭のなかで子育てをすることに向いている」とか「男は外で仕事をすることに向いている」といっ

た「女らしさ」や「男らしさ」は、長い間、身体の仕組みや本能などの生物学的要因によって決定されるも

のだと考えられてきた。しかし、20世紀の後半から、「女らしさ」「男らしさ」の区別は、社会的・文化的要

因と深く関係していると考えられるようになった。「ジェンダー」とは、このような社会的・文化的に形成さ

れた性別を意味し、「女らしさ」「男らしさ」の社会的な側面に注目した概念である。本講義では、「ジェンダ

ー」という言葉の意味を理解した上で、現代社会の様々な社会現象・社会問題に対して、「ジェンダー」の観

点から関心をもち、分析・考察し、表現する力を身につけることを目指す。 

８．学習目標 

本講義の目的を達成するために、以下の3つの到達目標を設定する。 

1)「ジェンダー」の概念とその意義を理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2) 現代社会における家族、労働、家事、育児、介護等の諸問題に内在する「ジェンダー」に関心をもち、

それぞれの課題について他の受講者の意見を尊重した上で議論することができる。 

3) 本授業での学びの成果をもとに、「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会

問題を分析・考察し、自らの意見を適切な表現を用いて表現することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１ 毎回の授業で、テーマやディスカッションのポイントに沿ってプリントを配布するので、きちんとノー 

トを取ること。授業の終わりに1,200字程度の課題文を課す。ポイントや考察を書くこと。 

２ レポート課題 授業の中で次の課題を課すので、所定の期日までに提出すること。 

「現代日本におけるジェンダーについて各自の関心に応じ社会問題を一つ取り上げ、問題点・社会背景・ 

今後の課題を論じなさい。」 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】配付プリント 

【参考書】 江原由美子・山田昌弘著『岩波テキストブックスα ジェンダーの社会学 入門』岩波書店、2008。 

      東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房、2005。 

     東京福祉大学編『保育児童福祉要説 第三版』中央法規、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・「ジェンダー」の概念とその意義を理解できたか。 

・現代社会に内在する「ジェンダー」の課題に関心をもち、それに対する自らの意見を深めることができた

か。 

・「ジェンダー」の観点から、現代社会における様々な社会現象・社会問題を分析、考察することができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ ディスカッションでは、豊かな議論となるよう取り組むこと。 

２ 課題文およびレポートでは、次の点から評価を行う。 

・ 表現力 誤字脱字がない・読みやすい・適切な言葉を選んであり分かりやすい。 

・ 論理性 説得力がある・序論から本論そして結論へと話の流れが整理されている。 

・ 思考力 引用に終始せず独自の考察が深めてある・問題提起だけでなく解決策を探ってある。 

13．オフィスアワー 授業終了後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

現代社会における「ジェンダー」 

国際的比較（男女間意識調査） 

事前学習 
キーワード「ジェンダー」について調べてお

くこと。 

事後学習 
「ジェンダー」について 400 字程度で簡潔に

説明できるようにする。 

第２回 「女らしさ」「男らしさ」の獲得 

事前学習 
子どもに対し「男／女らしくしなさい」と言

うのはどんな場面か、例を探しておく。 

事後学習 

ジェンダーを獲得することの意義について、

プラス・マイナスの両面から、説明できるよ

うにする。 

第３回 「らしさ」の科学的解明 

事前学習 
男女間の相違について、一般的に根拠となっ

ている科学的根拠について調査しておく。 

事後学習 

日本社会における、「らしさ」の一般的認識

について、その理由と今後の方向性について

簡潔にまとめる。 

第４回 フェミニズムとフェミニズム運動 

事前学習 
フェミニズムという意味は何か、また代表的

なフェミニズム運動について調べておく。 

事後学習 
第一波と第二波の違い、また第三波について

ポイントをまとめる。 



第５回 親密性とセクシュアリティ 

事前学習 
一般的に「モテる」人にはどんな特徴がある

のか、男／女で違いはあるか考察しておく。 

事後学習 
セクシュアリティに関して男女で捉え方が

異なるのはなぜか、簡潔にまとめる。 

第６回 結婚相手を選ぶには ―配偶者選択とジェンダー― 

事前学習 
キーワード「未婚化」「晩婚化」について調

べておくこと。 

事後学習 
日本の若者の配偶者選択について、その特徴

と展望を述べる。 

第７回 
結婚と婚姻について（社会的意味と日本社会における法

律的根拠の相違について考察する） 

事前学習 
結婚するという意味について、社会的な意味

と法律的な意味について調べてくる。 

事後学習 

結婚の法律的な意味を述べ、現代社会のジェ

ンダーのあり方に及ぼす影響についてまと

める。 

第８回 結婚と離婚について～離婚の諸相 

事前学習 
日本と諸外国の離婚率の変動について、調べ

ておく。 

事後学習 
日本における離婚の増減と社会的背景の関

連について簡潔に説明する。 

第９回 ジェンダーと近代家族の構造・機能①～性別役割分業 

事前学習 
配布資料（橋爪大三郎「家族―その変容の

核」）を読んでおくこと。 

事後学習 
「近代家族」の終焉についてその理由を説明

できるようにすること。 

第１０回 
ジェンダーと近代家族の構造・機能②～育児とジェンダ

ー、日本社会の育児環境 

事前学習 
少子化もしくは育児に関する報道記事を探

しておく。 

事後学習 
育児についての社会的な取り組みを考察す

る。 

第１１回 家事労働とジェンダー ―家事は「女の役割」なのか― 

事前学習 

お金を稼ぐことは出来ないが誰かがやらな

ければ社会が機能しなくなる活動について、

例を探す。 

事後学習 
家事労働とジェンダーのあり方について展

望を考察する。 

第１２回 介護の社会化と「女らしい」仕事 

事前学習 
「女性が多い仕事」にはどんな特徴がある

か、考察する。 

事後学習 
介護の社会化とその背景について説明でき

るようにすること。 

第１３回 労働とジェンダー 日本における男女の働き方･課題 

事前学習 
働き方について男性・女性というジェンダー

に注目した報道記事を探しておく。 

事後学習 
日本の労働環境の変化・時代背景を理解し簡

潔に説明できるようにすること。 

第１４回 
「男性」受難の時代 

 ―「男らしさ」と「男性」のありかた― 

事前学習 
「男」の方が「女」よりも大変だ・何とかす

べきだ、という具体例を探すこと。 

事後学習 
「男性」特有の「生き難さ」の特徴を説明で

きるようにすること。 

第１５回 日本社会とジェンダーのこれから 

事前学習 

配布資料（永田公彦「「女性が日本を救う」

と叫ばれながら男性社会が崩れない、その本

当の理由」）を読んでおくこと。 

事後学習 

日本は男女格差が大きいが諸外国ほど問題

化していない理由、展望について述べるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童・家庭福祉論 （2 単位） 

３．科目番号 

SJMP1101 

SSMP2102 

SCMP2302 ２．授業担当教員 植木 是 

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

学外調査 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

内容とする。 

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

８．学習目標 

・少子高齢社会における子どもや家庭に対する支援の必要性を理解する。 

・子ども家庭の福祉の原理・理念・権利保障について理解する。 

・児童福祉の歴史について理解を深める。 

・子ども家庭の福祉にかかわる法制度及び具体的施策について理解する。 

・子ども家庭への相談・援助活動、地域援助活動等について理解を深める。 

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

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

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業のなかで指示したレポート課題、視聴覚教材に対する感想文の提出を求める。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集 

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

【参考書】 

東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

る。 

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

○評定の方法 

授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

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

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

３ 課題レポート                       総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 児童の問題は世帯が抱える生活問題に関連して生起してくる。児童の問題を通して世帯の生活問題を見極

め、発生の原因とその対策を考えることができるようにすること。 

大学等への進学率が 5 割を超えている今日の児童の進路状況に対して、児童養護施設等入所児童の進学率

は 1 割程度となっている。すべての児童が能力と意思に応じて自由に進路を選択できない原因がどこにある

のかを探り、それを保障するためには何が必要かを考えてみること。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に相談に応じる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

児童のとらえ方を考える 

事前学習 児童福祉法の条文に目を通しておく。 

事後学習 社会問題としての児童問題を考える。 

第２回 
第 1章 現代社会と子ども家庭 

子育て支援施策の現状について 

事前学習 
第 1 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
子育て支援施策の現状と課題についてまと

めておく。 

第３回 
第 2章 子ども家庭福祉とは何（1） 

子ども家庭福祉の理念と子どもの権利 

事前学習 
第 2 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
子どもの権利条約、民放など関連する条文に

目を通しておく。 

第４回 
「子どもの貧困」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 「子どもの貧困」について、事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 



第５回 
第 2章 子ども家庭福祉とは何か（2） 

児童福祉の発展 

事前学習 

第 2 章第 4 節を通読し、わからない用語等が

あれば調べておく。また、関連する世界史、

日本史についても理解を深めておく。 

事後学習 
戦後日本の児童福祉の発展について、復習し

ておく。 

第６回 
第 3章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 

子ども家庭福祉の法体系と実施体制 

事前学習 
第 3 章第 1 節、第 2 節、第 3 節を通読し、わ

からない用語等があれば調べておく。 

事後学習 
児童福祉に関わる機関・組織について理解し

ておく。 

第７回 
「児童虐待」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 「児童虐待」について、事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第８回 
第 3章 子ども家庭福祉にかかわる法制度 

子ども家庭福祉の実施機関と専門職 

事前学習 
第 3 章第 4 節、第 5 節を通読し、わからない

用語等があれば調べておく。 

事後学習 
児童福祉の現場で働く各種専門職の役割・機

能について整理しておく。 

第９回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（1） 

母子保健、障害児対策 

事前学習 
第 4 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
母子保健制度の意義について、振り返りを行

う。 

第１０回 
「発達障害」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 発達障害について理解を深めておく。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第１１回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（2） 

保育、子育て支援 

事前学習 
第 4 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
保育問題の現状と課題について、理解を深め

ておく。 

第１２回 
第 4章 子ども家庭にかかわる福祉・保健（3） 

ひとり親家庭支援、社会的養護 

事前学習 
第 4 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
ひとり親家庭が抱える生活問題の構造を理

解する。 

第１３回 
「家庭的養護」 

視聴覚教材視聴、グループワーク 

事前学習 家庭的養護について事前学習をする。 

事後学習 
講義の内容を振り返り、要点をまとめてお

く。 

第１４回 
第 5章 子ども家庭への援助活動 

地域ケアと施設ケア 

事前学習 
第 5 章を通読し、わからない用語等があれば

調べておく。 

事後学習 
地域ケアと施設ケアそれぞれの特徴につい

てまとめておく。 

第１５回 

小テスト 

「社会的養護」 

視聴覚教材視聴 

事前学習 
社会的養護と関連する組織・機関への理解を

深めておく。 

事後学習 

社会福祉における子ども家庭福祉の位置づ

けを確認し、必要な制度、サービスに対する

理解を深めておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 児童生徒指導論（進路指導を含む）（初等） （2 単位） 

３．科目番号 EDTE2106 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 講義、グループ討議，演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高

めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員や関
係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。また、
一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むキャリア教育の視点に立った授

業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内外の組織的
体制に必要な知識や素養を身に付ける。 

８．学習目標 

1. ガイダンスとカウンセリング機能の充実による生徒指導・進路指導・キャリア教育の意義や、原理を理解
する。 

2. 学級・学年・学校における生徒指導の進め方や進路指導・キャリア教育の考え方と指導の在り方を理解す

る 

3. 生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外の連携も含めた
対応の在り方を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

教科書にある「生徒指導の意義・課題」についてその内容を書きなさい。また、その「意義・課題」のい

ずれかについて自分の考えを書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 いじめ問題について、教科書pp.173～174を参考にその原因及び対応等をまとめ、いじめについての自分

の考えを書きなさい。（A4用紙） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

文部科学省『生徒指導提要』教育図書 

【参考書】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 総則編』東洋館出版社 

【参考資料】 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

児童生徒指導の意義や役割が説明でき、諸問題への対応や改善策が考えられる。 

○評定の方法 

演習課題４０％、学習記録・レスポンスシート３０％、受講態度３０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

児童理解をはじめとした生徒指導（生活指導）の理論や、学校生活上で起こる様々な問題に対処できる指

導方法を理解する。 

また、学習したことを、自分の生活と関連づけて具体的に考えるように心がけること。 

13．オフィスアワー 講義の中で通知するが、研究室在席中はいつでも受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 
・学校生活を顧みて、生徒指導の先生や 
生徒指導の内容について思いだし、ど 
のようなことを指導されたのか、自分 
たちにとって意義があったことについ 
て話し合い、生徒指導の目指したもの 
は何か、発表する。 

事前学習 
シラバスを読み、これまでの学校生活での、生徒指導の 
思い出を整理しておく。 

事後学習 
生徒指導でどのような内容について指導されたのか、指 
導された内容は今の自分にどのように生かされているの 
か整理する。 

第２回 

生徒指導の意義と目的 
・これまで指導されたことや考えた目的 
 と教科書に書かれている意義目的を比 
較し、グループで話し合い、児童生徒 
にどのような指導をすれば、効果的な 
生徒指導になるか発表する。 

事前学習 生徒指導の目的について、教科書を読んでおく。 

事後学習 
生徒指導提要に示されている生徒指導の意義とこれまで 
の指導の結果を比べ、生徒指導の課題についてまとめる。 

第３回 

日常の生徒指導と自己指導能力の育成 
・生きる力を育てる生徒指導と日頃の生 
活習慣、規範意識を育てる指導との関 
連について資料で調べ、どうすれば一 
貫性のある生徒指導になるかグループ 
で考え合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程における生徒指導の位置づけ」 
を読んでおく。 

事後学習 

教育課程は，教育の目的を実現するために計画された教 
育計画であることから、学習指導･生徒指導･特別活動な 
ど一貫した考えで進めることが大切であることをまとめ 
る。 

第４回 

教育課程と生徒指導 
・各教科指導における資質・能力の育成 
と生徒指導との関連を考え、それぞれ 
の教科の特色と生徒指導の関連を考え、 
教科横断的な資質能力の育成について 
話し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育課程と生徒指導」を読んで、そのポ 
イントを整理しておく。 

事後学習 
各教科で育成すべき資質・能力と現代に求められる資質 
・能力とを考察した資質能力について発表されたことを 
基に、自分なりにまとめをする。 

第５回 

生徒指導と児童生徒理解 
・指導に欠かせない児童生徒の理解の仕 
方や考え方を学び、児童の発達を支え 
る指導の充実について，グループで話 
し合い、要点を発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要「児童生徒の心理と児童生徒理解」を読ん 
でポイントを整理する。 

事後学習 
児童生徒の発達に関する知識を身に付けるとともに、児 
童生徒理解のポイントについて話し合った内容を整理す 
る。 



第６回 

学級経営と生徒指導 
・児童生徒の学校生活を豊かなものにす 
るために、学級担任が努力すべきこと、
児童生徒に指導すべき事を資料で調べ、 
支持的風土をもつ学級にするために工 
夫することについて話し合い、発表す 
る。 

事前学習 
学級経営と生徒指導について「学習指導要領解説総則編」 
第４節児童の発達の支援を読んで、学級経営と生徒指導 
について、整理しておく。 

事後学習 
様々な生徒指導に関することは、学級担任の働きによる 
ところが大きいことを整理し、支持的風土を作るために 
自分だったらどうするのかについてまとめる。 

第７回 

集団指導と個別指導の方法原理 
・生徒指導の目的により、指導の在り方 
 には多様な方法があることを教科書か 
 ら学び、どの場面で，どのような指導 
が必要かグループで考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「集団指導と個別指導の方法原理」を読 
み、生徒指導の方法を理解しておく。 

事後学習 
集団指導と個別指導の方法、指導の内容等の知識を整理 
し、TPO を踏まえた生徒指導をどのように行うか、まと 
める。 

第８回 

集団指導と場面指導 
・学校でよくある事例を基にグループで 
 事例を解決するための指導の在り方を、 
 実際に教師の立場で児童生徒の発達段 
階を踏まえ、指導の実技を行う。相互 
に指導について評価し合う。 

事前学習 
学校生活の中で、学級担任から指導された事柄について 
思いだし、先生がどのような指導をしてくれたか、振り 
返る。 

事後学習 
学校行事や当番活動、委員会活動等の場面を切り取り、 
５分間でどのように指導したらよいかグループで考え、 
全体指導したことを整理する。 

第９回 

生徒指導と教育相談 
・生徒指導による個別指導と教育相談と 
の違いや共通性を相互に学び合い、個 
別指導の意義や教育相談における意義 
について学び合う。教育相談がしやす 
い体制をどう作るか考え、発表し合う。 

事前学習 
教育相談と生徒指導の違いについて、生徒指導提要を基 
に調べておく。 

事後学習 
生徒指導と教育相談の違いを理解し、双方の意義につい 
てまとめる。過去の経験から、相談しやすい態勢をどう 
作るか自分の考えをまとめる。 

第１０回 

教育相談とその進め方 
・教育相談に大事な考え方やクライアン 
トへの接し方など、様々な技法を調べ、 
どのように活用したらよいか，グルー 
プで話し合い、発表する。 

事前学習 
生徒指導提要「教育相談の進め方」を読み、教育相談の 
考え方や技法を知る。 

事後学習 
教育相談の技法とカウンセリングマインドについて学ん 
だことを整理しておく。 

第１１回 

教育相談の実際 
・グループを組んで、カウンセラー、ク 
ライアント、記録者を決めて、教育相 
談の実習を行う。役割意識を持ちどの 
ような相談ができたのか発表し、より 
よい相談について話し合う。 

事前学習 
自己の大学生活を振り返って、悩みや問題、他に相談し 
たいことを考えておく。 

事後学習 
グループでの相談活動、全体での話し合いを踏まえて相 
談活動をどう進めるかまとめる。 

第１２回 

生徒指導上の諸課題への対応 
・生徒指導上の諸課題を知り、その現状 
を文科省のデータで確認し、問題解決 
にはどのような対応が必要かグループ 
で考え、発表し合う。 

事前学習 
生徒指導提要の「個別の課題を抱える児童生徒への指導」 
を読み、生徒指導上の課題にはどのようなものがあるの 
か調べておく。 

事後学習 
いじめ、不登校、暴力行為、インターネット等の特徴を 
整理し、みんながまとめた対策について有効な方法につ 
いて考える。 

第１３回 

生徒指導に関する法制度 
・いじめや不登校を防いだり、校則など 
の決まりを作ったりするための国とし 
ての対策について法制度を調べ、それ 
らを有効にするための教員としての役 
割を考え、話し合う。 

事前学習 
生徒指導に関わる法律について、教科書を基に調べてお 
く。 

事後学習 
青少年の健全育成に関する国の施策等に関心を持ち、そ 
の対応について整理まとめる。 

第１４回 

キャリア教育の進め方 ガイダンスとして
の指導 
・生きる力を育む教育を有効に進めるた 
めに、生徒指導同様キャリア教育が重 
要になっていることを、中教審答申を 
踏まえ、ガイダンスの機能を生かした全
体指導や意義について話し合い、重要性
をまとめる。 

事前学習 
生き方教育としての生徒指導に加え、キャリア教育の理 
念等について小学校キャリア教育の手引き（改訂版）（平
成 22 年 1 月）等を読み関心を持つ。 

事後学習 

生き方教育としての指導には、様々内容が含まれるが、 
キャリア教育と職業教育の違いについて知るとともに、 
生きていくための汎用的な資質･能力について理解し、自 
己実現に向けた指導ができるようまとめをする。 

第１５回 

教育課程における生徒指導とキャリア教育 
・自己指導能力を育み自己実現を目指す 
生徒指導とよりよく生きるための資質 
能力を育むためのキャリア教育の共通 
性をとらえ、どのような指導が望まし 
いのか，話し合い発表する。 

・児童生徒指導論のまとめをする。 

事前学習 
児童生徒指導論で学んだ事柄を整理し、大切なことを振 
り返る。 

事後学習 
自己指導能力を育成するために、どのように生徒指導を 
進めればよいか、自己の考え方についてレポートにまと 
める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

３．科目番号 
PSMP3360 

EDPS3307 
２．授業担当教員 髙橋 亜希 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

８．学習目標 

家族心理学が終了した時点で下記の目標達成をすることが期待されます。 

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

2.家族の発達とともに起こりうる諸問題について指摘できるようになる。 

3.家族心理学の理論と実践の違いを理解し、説明できるようになる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義15回の中で1～2回程度のレポート提出を求める。 

レポート課題「家族システム理論」「課題図書『西の魔女が死んだ』を家族心理学の観点から読む」など。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無藤清子著『家族心理学－家族システムの発達と臨床的援助第

2 版』有斐閣ブックス、2019。 

【参考書】柏木惠子著『家族心理学』東京大学出版会、2003。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

○評定の方法 

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

１ 平常点（授業への積極的参加・日常の学習状況）  総合点の 50％ 

２ まとめの課題（期末試験・課題レポート・テスト） 総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

家族の心理的問題は、特別な家族にだけ生じるものではなく、どの家庭にも生じる可能性がある。 

身近な問題として様々なことに関心をもって授業に臨んで欲しい。 

以下の点について講義では守って欲しい。 

1．講義に積極的に参加すること。積極的な姿勢を評価する。 

2．質問は講義内で受けつける。わからないことはそのままにせず、質問すること。 

3．他の受講者の迷惑となる行為（遅刻、不必要な私語、携帯電話等）はしないこと。 

13．オフィスアワー 初回講義時にお伝えします。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション：シラバスの説明と本講義の目的 

家族とは何か：家族心理学の基礎概念 

事前学習 家族心理学の基礎概念について調べてくる。 

事後学習 
家族心理学の中で自分が最も興味を持って

いることをまとめてくる。 

第２回 家族とは何か：家族を理解するための鍵概念 

事前学習 
家族とは何かについてテキストを熟読して

くる。 

事後学習 
自分が考える家族と講義で学んだ家族につ

いてノートにまとめる。 

第３回 家族システム理論 

事前学習 
家族システム理論についてテキストを熟読

してくる資料等を探して調べてくる。 

事後学習 
家族システム理論について疑問点等をまと

めておく。 

第４回 家族システム：家族の構造、境界、連合 

事前学習 
家族システム理論についてテキストを熟読

してくる。 

事後学習 
家族システムの構造と機能について説明で

きるようにする。 

第５回 家族システム：自己分化、三角関係、情緒遮断 

事前学習 家族の構造について調べてくる。 

事後学習 
家族システムの構造と機能について説明で

きるようにする。 

第６回 家族システム：多世代間伝達、ジェノグラム 

事前学習 家族の機能について調べてくる。 

事後学習 ジェノグラムの書き方を覚える。 



第７回 
ジェノグラムの小テスト 

家族の発達：思春期・青年と家族 

事前学習 
ジェノグラムの書き方を復習し，小テストに

向けて準備をしてくる。 

事後学習 思春期・青年の発達課題について覚える。 

第８回 家族の発達：夫婦と家族 

事前学習 
夫婦と家族についてテキストを熟読してく

る。 

事後学習 
夫婦のレベルとステージについて復習し，ノ

ートをまとめる。 

第９回 子育てをめぐる問題：親になること 

事前学習 
子育てをめぐる問題について資料等を探し

て調べてくる。 

事後学習 
親になることについて自分に問題を引き寄

せてまとめてくる。 

第１０回 
子育てをめぐる問題：虐待 

レポート課題：児童虐待の要因 

事前学習 
児童虐待について資料等を探して調べてく

る。 

事後学習 
児童虐待の要因について実例を挙げてレポ

ートとしてまとめる。 

第１１回 家族療法：家族療法の歴史 

事前学習 
家族療法の歴史についてテキストや資料等

を探し調べてくる。 

事後学習 
家族療法の歴史についてポイントをまとめ

ておく。 

第１２回 家族療法：家族療法の理論 

事前学習 
家族療法の理論についてテキストや関連資

料で調べてくる。 

事後学習 
家族療法の理論について年代順にポイント

をまとめておく。 

第１３回 家族療法：家族療法による援助 

事前学習 
家族療法による援助について資料等を探し

調べてくる。 

事後学習 
家族療法による援助について家族療法家に

よる仮説をまとめておく。 

第１４回 家族療法：家族療法の実際 

事前学習 
家族療法についてテキストや資料，参考文献

を読んでくる。 

事後学習 
家族療法の実際について講義で使用した実

例についてまとめる。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでに配布した講義資料を見直し、疑問

点等をまとめておく。 

事後学習 期末レポートの作成。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　大学の臨床心理相談室での相談員、地域教育センターにおける心理職員としての勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） 社会学概論 （2 単位） 

３．科目番号 

GELA1113 

GELA1334 

GELA1313 ２．授業担当教員 加藤 典子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本科目は、国が定める社会福祉士および精神保健福祉士の養成カリキュラムにおける「社会理論と社会シ
ステム」に対応するものである。対人援助職に就く者には、被援助者とそのニーズを、社会的な関係性の中
で把握することが求められる。人間は社会的な関係の中で生まれ育つものであるし、援助を必要とするよう

な問題（ニーズ）も社会的関係の中から生ずるものだからである。こうしたことから、援助職に就こうとす
る者には、人間を取り巻く「社会」のなりたちや変化について観察・分析する学問である社会学の学習が必
要となるのである。 

 この講義では、社会学の基本的な考えかたと対象について幅広く取り上げる。また、国家試験などで求め
られる社会学の基本的な用語や知識についても学習する。 

８．学習目標 

学生には下記の目標を達成することが期待される。 

1．現代社会についての基礎知識を身につけて、物事をその社会的背景から考えられるようになる。 

2．人間と社会の関係について学び、人間を社会的関係の中で捉えられるようになる。 

3．社会問題について深く考察できるようになる。 

4．人々の生活について多角的に考えられるようになる。 

5．さまざまな社会理論について学び、社会学的な考え方ができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

期末レポートを課す。「現在の日本が抱える諸課題」について1つ取り上げ、社会学的視点により考察するこ

と。少子高齢化、都市化と過疎化、ワーキングプアなど。自身の興味のある他の課題を取り上げても可とす

る。2,000字程度。 

その他、随時、小テストを実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

新社会福祉士養成講座編集委員会『社会理論と社会システム（第 3 版）』中央法規出版、2014 年 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・社会理論や人間と社会の関係を理解し、説明できるようになったか。 

・現代社会や社会問題についての理解をもとに、自分の考えを述べることができるか。 

○評定の方法 

授業への参加姿勢等 20% 

レポート等の提出物 50% 

授業内容の理解度の評価 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回の授業時、基本用語等について質問をするので、事前・事後の学習を必ず行っておく。 

履修にあたっては、次のことを最低限守る。 
１．指定の教科書は授業の際、必ず持参する。 
２．別途配布する資料は、正しく整理して必ず保管しておく。 

３．授業中の私語や携帯電話の使用は禁止する。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義の概要） 
社会とは何か、社会学とは何か 

事前学習 
シラバスとテキスト序章（pp.2～11）を読ん

で要点を整理しておく。 

事後学習 
講義内容の振り返り。社会学とは何かについ

てまとめておく。 

第２回 
社会システム ～ 社会システムとは何か、社会システ
ムの構造と機能、社会指標 

事前学習 
テキスト第 1 章第 1 節（pp.14～31）を読ん
で、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。規範の普遍性について

考えをまとめておく。 

第３回 
社会システム ～ 法と社会システム、経済と社会シス
テム 

事前学習 
テキスト第 1 章第 2 節 3 節（pp.32～57）を
読んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。格差と社会移動につい

て考えをまとめておく。 

第４回 
社会変動 ～ 社会変動とは何か、近代化、グローバリ

ゼーション 

事前学習 
テキスト第 1 章第 4 節（pp.58～71）を読ん
で、要点を整理しておく。 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第５回 人口変動とその影響 ～ 人口転換、少子高齢化 

事前学習 
テキスト第 1 章第 5 節（pp.72～90）を読ん
で、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。合計特殊出生率の国際

比較を確認しておくこと。 



第６回 
生活のとらえ方 ～ 生活とは何か、ライフサイクル、

生活の質 

事前学習 
テキスト第 2 章第 1 節（pp.92～104）を読ん

で、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。「生活の質」のとらえ

方をまとめておく。 

第７回 家族 ～ 社会事象としての家族、機能、変容 

事前学習 
テキスト第 2 章第 2 節（pp.105～119）を読

んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。家族における世帯単位

と個人単位についての考え方をまとめてお

く。 

第８回 地域 ～ 都市化、過疎化、エスニシティ 

事前学習 
テキスト第 2 章第 3 節（pp.120～135）を読
んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。「新しい公共」という

考え方や「持続可能性」という概念の出現を

考えてみる。 

第９回 社会集団と組織 ～ 集団の概念、類型、組織の展開 

事前学習 
テキスト第 3 章第 3 節（pp.164～175）を読
んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。集団の諸類型をまとめ

ておく。 

第１０回 
社会関係 ～ 社会的行為、社会的役割、社会的ジレン
マ 

事前学習 

テキスト第 3 章第 1 節 2 節（pp.138～163）
4 節（pp.176～186）を読んで、要点を整理

しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。社会的ジレンマの実例

をあげ、それを超える方法を考えてみる。 

第１１回 
社会関係資本と社会的連帯 ～ 中間集団の問題、社会

関係資本の理論、社会的排除 

事前学習 
テキスト第 3 章第 5 節（pp.187～197）を読

んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。社会関係資本の具体例

を考えまとめておく。 

第１２回 
社会問題のとらえ方 ～ 文化学習理論、社会緊張理

論、ラべリング理論 

事前学習 
テキスト第 4 章第 1 節（pp.200～210）を読

んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。構築主義の理論で、具

体例を考えてみること。 

第１３回 社会問題① ～ 貧困、ワーキングプア 

事前学習 
テキスト第 4 章第 2 節（pp.211～215）を読

んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。雇用形態の変化に伴う

社会問題についてまとめておく。 

第１４回 
社会問題② ～ 非行、ハラスメント、DV、児童虐待、
高齢者虐待 

事前学習 
テキスト第 4 章第 2 節（pp.215～225）を読

んで、要点を整理しておく。 

事後学習 
講義内容の振り返りと、講義中に示した重要

語句を整理しておく。 

第１５回 
社会問題③ ～ 共生社会、人権思想、多文化主義 
全体のまとめ 

事前学習 
テキスト第 4 章第 3 節（pp.226～237）を読
んで、要点を整理しておく。 

事後学習 

講義内容の振り返りと、講義中に示した重要
語句を整理しておく。 

これまでの学習を振り返り、レジュメ等を整

理し、今後の学習につなげる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 社会福祉経営論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1117 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 
演習形式で授業を行う。集団討議、個人発表、レポート作成。場合

によっては現地視察も行う。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

本講義では、非営利法人の経営について学習をする。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広い知識を身につけ、理解する。 

・まず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、就職等で実践する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１.主体的に学習を行う上での基本となるので、各自学習課題にそって事前学習・事後学習を進めること。 

２.15回の講義の中で３回福祉経営に関するアサイメント（レポート）を課す。 

 【レポート課題】（各課題について1,000字以上） 

(1) 大戦後から社会福祉事業法成立までにおける社会福祉サービス組織の変遷について述べなさい。 

(2) 社会福祉事業法の成立から介護保険法の成立までにおける社会福祉サービス組織の変遷について述べな

さい。 

(3) 社会福祉法人の経営に関する経営の原則および経営基盤を確立するための３要件について述べなさい。 

３．期末に学習した内容の総範囲を対象にした期末試験を実施する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

福祉臨床シリーズ編集委員会編『社会福祉シリーズ 11．福祉サービスの組織と経営』弘文堂、2013。 

【参考書】 

小松理佐子編『よくわかる社会福祉運営管理』ミネルヴァ書房、2012。 

社会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書 社会福祉概論Ⅱ』全国社会福祉協議会、2014。 

岡田広司著『現代マネジメント概論』あるむ、2011。 

岡田広司編著『戦略的イノベーションの経営』あるむ、2008。 

岡田広司編著『マーケティング理論と市場戦略』あるむ、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．社会福祉の運営管理に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．経営学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 期末試験        総合点の４０％ 

３ 課題レポート      総合点の３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

「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、間違えるのを恐れない自

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、必ず代替案を出す。そしてリーダーシップを

とる。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．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

  社会福祉と経営の概念  

事前学習 
教科書「はじめに」pp.3～4 の内容から社会

福祉経営の概念に関する記事を確認する。 

事後学習 
授業の説明及び授業内容全体の構成を考察

して、社会福祉と経営の概念をまとめる。 

第２回 
福祉サービス提供組織の沿革 1． 

組織を取り巻く背景 

事前学習 
教科書 pp.4～11 の福祉サービス提供組織の

記事を予備知識として確認する。 

事後学習 
授業の内容、第１章の組織を取り巻く環境に

ついてまとめる。 

第３回 
福祉サービス提供組織の沿革 2． 

組織の設立と変遷 

事前学習 
教科書pp.12～18の社会福祉組織の設立と変

遷の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 1 章の福祉サービス提供組織

の沿革をまとめる。 

第４回 
福祉サービス提供組織の役割 1． 

社会福祉の契約化 

事前学習 
教科書pp.19～30の社会福祉の契約化時代の

到来の記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 2 章の介護保険法成立までの

変遷を把握する。 



第５回 
福祉サービス提供組織の役割 2． 

社会福祉事業法成立 

事前学習 
教科書pp.31～37の社会福祉事業法成立に関

連する記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 2 章の福祉サービス提供組織

の役割を整理する。 

第６回 
福祉サービス提供組織の体系  

福祉施設の整備と運営 

事前学習 
教科書pp.39～47の福祉施設の整備と運営に

関する現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 3 章の福祉サービス提供組織

の体系をまとめる。 

第７回 
福祉サービス提供組織の制度  

社会福祉法人と NPO 

事前学習 
教科書 pp.48～55 の社会福祉法人と NPO に

関する現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 3 章の福祉サービス提供組織

の制度をまとめる。 

第８回 
福祉サービス提供組織と地域社会 1． 

社会福祉協議会 

事前学習 
教科書pp.57～64の社会福祉協議会に関連す

る記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 4 章の社会福祉協議会と地域

社会についてまとめる。 

第９回 
福祉サービス提供組織と地域社会 2． 

福祉 NPO  

事前学習 
教科書 pp.64～72 の福祉 NPO に関する記事

の確認と現状の把握。 

事後学習 
授業の内容、第 4 章の福祉 NPO と地域社会

について整理する。 

第１０回 
組織と経営に関する基礎知識 1． 

組織の特質と成立要件、組織構造の設計原理 

事前学習 
教科書pp.75～80の授業内容に関する新聞や

雑誌の記事の確認。 

事後学習 
授業の内容、第 5 章の組織の成立や組織構造

の設計原理を整理する。 

第１１回 
組織と経営に関する基礎知識 2． 

  テイラーの科学的管理法、ファヨールの管理過程論 

事前学習 
教科書pp.80～94のテイラーの科学的管理法

の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 5 章の組織と経営に関する基

礎知識をまとめる。 

第１２回 
福祉サービスの業務運営と経営 1． 

組織運営の基本 

事前学習 
教科書 pp.95～102 の組織運営の基本に関連

する記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 6 章の福祉サービスの業務運

営のあり方を整理する。 

第１３回 
福祉サービスの業務運営と経営 2． 

NPO の組織運営 

事前学習 
教科書 pp.102～112 の NPO の組織運営に関

連する記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 6 章の NPO 法人の組織運営

と経営に関してまとめる。 

第１４回 
福祉サービス提供組織の財源  

資産管理と運営財源 

事前学習 
教科書pp.113～133の資産管理と運営財源に

関連する記事の確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 7 章の福祉サービス提供組織

の財源に関して把握する。 

第１５回 
福祉サービス提供組織の人事労務・財務・会計管理、 

および学習内容の総括 

事前学習 
教科書 pp.133～146 の人事労務・財務・会計

管理の記事を確認する。 

事後学習 
授業の内容、第 7 章の人事労務・財務・会計

管理及び全体の学習を確認し、総括する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 就労支援 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP3302 

SSMP3102 

PSMP3402 ２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 講義・ディスカッション等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

社会福祉士が行う相談援助業務の一部として位置づけられる就労支援は、福祉サービスの利用者として位

置づけられてきた人々が広い意味での「就労」を通して自立や社会参加を実現していくための支援として重
要性を増している。 

この授業では、テキストを使用して就労支援に係る関係法規や制度、就労支援に関わる組織・団体や専門

職についての知識を習得する。 

就労支援に関する基本的な内容を理解したうえで、就労支援が実際にどのように行われているのかを具体
的な事例をもとに学習し、応用力を養っていく。 

８．学習目標 

1. 就労支援が求められる背景について理解し、説明することができる。 

2. 労働施策の概要について理解し、説明することができる。 

3. 就労支援制度について理解し、説明することができる。 

4. 就労支援に係る組織・団体及び専門職について理解し、説明することができる。 

5. 就労支援における支援のプロセスについて理解し、説明することができる。 

6. 就労支援を行ううえで社会福祉専門職に求められる価値観、視点、態度について理解し、自分の言葉でま 

とめることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題 

・ソーシャルワークとしての就労支援に求められる基本的な視点・機能についてまとめ、ICF等を用いて具

体的に自身の意見を述べる。2,000字程度とし、最終授業日までに提出する。 

・随時小テストを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『新・社会福祉士養成講座第 18 巻 就労支援サービス（第 4 版）』中央法規、2016 年。 

この他、必要に応じて参考資料等を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

８の学習目標の達成度を基準に成績評価を行う。 

○評定の方法  

1.論述力の確認。期末試験、課題レポート、予復習提出分などで評価。50％ 

2.発表力。課題レポート内容の発表、授業中の発言の積極性などで評価。50％ 

上記 1 および 2 を総合判断して行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

毎回の授業時、基本用語等について質問をするので、事前・事後の学習を必ず行っておくこと。 
履修にあたっては、次のことを最低限守ってほしい。 

1. 指定の教科書は、授業の際必ず持参してくること。 
2. 別途配布する資料は、正しく整理して必ず保管しておくこと。 
3. 授業中の私語や携帯電話は禁止する。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業全体の流れについて 

働く意味と社会福祉 

事前学習 
「働くこと」からイメージすることを考え

る。 

事後学習 就労の意味についてまとめる。 

第２回 

障害者の就労支援（1）  

障害者の就労とその現状 

障害者自立支援法や障害者雇用促進法による支援の現

状 

事前学習 障害者雇用促進法についてまとめておく。 

事後学習 障害者の就労状況についてまとめる。 

第３回 

障害者の就労支援（2）  

就労支援機関と制度（障害者雇用施策） 

障害者就労支援におけるサービス体系 

事前学習 
障害者自立支援法におけるサービスを調べ

る。 

事後学習 障害者就労支援の概要についてまとめる。 

第４回 

障害者の就労支援（3）  

就労支援機関と制度 

障害者自立支援法における障害者の就労支援制度 

事前学習 
就労移行支援、就労継続支援について調べ

る。 

事後学習 
就労移行支援、就労継続支援についてまとめ

る。 

第５回 

障害者の就労支援（4） 

障害者雇用政策における就労支援 

専門職の役割 

事前学習 
機関・施設に配置されている専門職について

調べる。 

事後学習 専門職の役割についてまとめる。 

第６回 

障害者の就労支援（5）  

民間の取り組み 

差別禁止法と雇用率制度 

事前学習 差別禁止法について調べる。 

事後学習 
差別禁止法と雇用率制度の長所と短所につ

いてまとめる。 



第７回 
障害者の就労支援についてのまとめ 

障害者の就労支援の実際 

事前学習 
障害者の就労支援についてまとめ、説明でき

るようにする。 

事後学習 事例から気づいたことをまとめる。 

第８回 

労働を取り巻く状況 

労働市場の変化 

今日の情勢 

事前学習 大学新卒の就職率を調べる。 

事後学習 ワーク・ライフ・バランスについてまとめる。 

第９回 
労働政策の概要 

労働に関する法規の動向、労働に関する公的保険 

事前学習 労働法規に関する法律を調べる。 

事後学習 労働法規の内容をまとめる。 

第１０回 

労働市場の変化、ワーク・ライフ・バランス、労働法規・

労働に関する公的保険についてのまとめ 

労働紛争の実際 

事前学習 
労働法規についてまとめ、説明できるように

する。 

事後学習 労働者を守るための制度についてまとめる。 

第１１回 
生活保護制度における就労支援（1） 

低所得者への就労支援の現状・就労支援機関と制度 

事前学習 
生活保護受給者、母子家庭の現状について調

べる。 

事後学習 低所得者の就労支援制度についてまとめる。 

第１２回 
生活保護制度における就労支援（2） 

専門職・団体の役割とその連携、今後の展望 

事前学習 
福祉事務所・ハローワークの役割について調

べる。 

事後学習 
低所得者の就労支援の課題についてまとめ

る。 

第１３回 
低所得者に対する就労支援の制度についてのまとめ 

低所得者に対する就労支援の考察 

事前学習 
低所得者に対する就労支援制度についてま

とめ、説明できるようにする。 

事後学習 考察についてまとめる。 

第１４回 
就労支援におけるケアマネジメント、ネットワークの有

用性と社会資源としての活用 

事前学習 ケアマネジメントの理論についてまとめる。 

事後学習 
就労支援におけるケアマネジメントをまと

める。 

第１５回 連携・ネットワーキングの実際、ジョブコーチ 

事前学習 ジョブコーチについて調べる。 

事後学習 ジョブコーチモデルについてまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 生涯学習概論 （4 単位） 

３．科目番号 
GELA2329 

EDTC2308 
２．授業担当教員 横井 明廣 

４．授業形態 講義、演習（調査研究、グループワーク含む） ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「社会教育主事」（基礎資格）取得希望者は、3・4年次に専門科目の履修が計画されており、本科目は、2

年次に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

「生涯教育・生涯学習」という考え方は、1960年代以降にわが国に導入され、教育改革の原理として成人
継続教育としてキャリア教育、リカレント教育などに反映されている。また、地域住民の学習活動支援の充
実が図られている。本科目は、「生涯学習」の基本的な考え方と実際の生涯学習活動について概説すること

を通して、受講者一人ひとりが、「生涯学習」の意義を理解し、自己の充実・キャリア形成に役立てること
を目的とする。同時に、生涯学習社会の実現に向けた学習活動を支える専門職員である「社会教育主事」「司
書」「学芸員」の役割について学び、学校と地域との連携や行政・民間レベルでの様々な取り組みについて

理解を深めるとともに、生涯学習の国際的動向についても理解を深めることを目指す。 

８．学習目標 

この授業では、国際的動向をふまえ「生涯教育・生涯学習」の考え方を理解するとともに、学校教育、社
会教育との関係について理解することを目標とする。 

そのために次の５つの到達目標を設定する。 

1)「生涯学習」を支える理念・思想について理解した上で、わかりやすく説明することができる。 

2)「生涯学習」の現代的意義を理解した上で、生涯学習社会に向けた学校と地域との連携や行政・民間レベ
ルでの諸活動の役割について、わかりやすく説明することができる。 

3)「社会教育主事」に求められる役割を理解した上で、学校教育とは異なる学習者支援の方法を理解る。   

4）地域の生涯学習・社会教育の実践に関心をもち、 研究課題を設定できる。 

5)「生涯学習」の国際的動向について説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

①県や各市町村の生涯学習推進についての資料を収集する。 

②各市町村や民間企業に開講している講座内容や種類等の実態を調査する。 

③生涯学習講座を立案し、レポートとして提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

今西幸蔵著『生涯学習論入門【改訂版】』法律文化社、2017 年 

【参考書】 

授業において適宜紹介する。 

【参考資料】 

中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

高等学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示 文部科学省） 

生徒指導提要（平成 22 年 3 月告示 文部科学省） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．現代社会を生きていく上での生涯学習の意義とともに生涯学習に関する内外の多様な考え方を理解し、
具体的に説明できる力を身につけたか。(知識・理解) 

２．我が国の生涯学習政策の動向、とくに地域創生や学校教育支援に果たす生涯学習関連職員の役割につい
て理解した上で、生涯学習の課題について自身の見解をまとめ、表現できる力を身につけたか。（思考力・
判断力・表現力） 

○評定の方法 

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

１．授業への取り組み姿勢              総合点の 20％ 

２．授業内での課題提出（小テスト・課題レポート等） 総合点の 30％ 

３．期末試験またはレポート             総合点の 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

受講生に期待する学習態度 

① 授業中は緊張感と集中力を保って受講すること。私語を慎み、居眠りなどをしないこと。 

②  わからないことをそのままにしないこと（積極的に質問を行うとともにオフィスアワー等を活用す

る）。 

③ レポート、アサイメント等は、期日までに提出すること。 

④ 正当な理由無しに欠席等はしないこと（止むを得ず欠席する場合は、書面で教員に提出する）。 

⑤ 携帯電話の授業中の作動は厳禁である。 

⑥ 社会教育施設（公民館、青少年教育施設等）で実施する主催事業への参加やボランティア活動体験を期

待する。 

13．オフィスアワー 授業時間前後の休憩時間 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
シラバスの説明（授業の進め方） 

事前学習 
シラバスを調べ、その内容や構成、進め方を
理解する。 

事後学習 
生涯学習社会の実現、その考え方、意義につ

いて整理し、まとめる。 

第２回 生涯学習の考え方（第 1 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.1～6）を読み、分からない部分を
チェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 



第３回 生涯学習の理論形成過程（第 1 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.7～18）を読み、分からない部分
をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第４回 ユネスコの人権教育（第 2 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.19～24）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第５回 生涯学習と EU、OECD の動向（第 2 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.25～35）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第６回 生涯学習論の登場（第 3 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.36～43）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第７回 生涯学習支援の必要性（第 3 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.44～52）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第８回 
これまでの学習のふり返り 
（グループワークと発表） 

事前学習 
生涯学習の歴史や計画、政策、実践の意味を
あらためて確認する。 

事後学習 
これからの生涯学習社会の実現に向けて、そ

れぞれの考え方をまとめる。 

第９回 生涯発達する人間の学び（第 4 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.53～60）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１０回 生涯をとおした学習者の特徴（第 4 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.61～69）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１１回 生涯学習社会における社会教育（第 5 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.70～75）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１２回 生涯学習支援としての家庭教育（第 5 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.76～79）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１３回 生涯学習を理念とする学校教育（第 5 章 3） 

事前学習 
教科書（pp.80～86）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１４回 生涯学習支援システムと関連施策の動向（第 6 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.87～94）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１５回 各教育機能相互の連携と体系化（第 6 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.95～104）を読み、分からない部
分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１６回 
これまでの学習のふり返りと課題レポートへの取組み 
（調査、フィールドワーク、レポート作成の方法） 

事前学習 
これまで学習した内容をもとに課題レポート
の作成ポイントをまとめる。 

事後学習 
調査、ヒアリング、フィールドワークなど実

践的方法によるまとめ方を整理し、提示する。 



 

 

第１７回 生涯学習と市民運動（第 7 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.105～112）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１８回 生涯学習社会のボランティア（第 7 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.113～121）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第１９回 社会教育行政の考え方（第 8 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.122～127）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２０回 社会教育の指導者と関係団体（第 8 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.128～133）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２１回 社会教育の施設（第 8 章 3） 

事前学習 
教科書（pp.134～138）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２２回 
これまでの学習のふり返りと課題レポートへの取組み
（中間発表） 

事前学習 生涯学習に関する現代的な課題を調べる。 

事後学習 
課題レポートの作成にあたって中間的な振り

返りをする。 

第２３回 社会教育の内容（第 9 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.139～144）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２４回 社会教育の方法と形態（第 9 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.145～155）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２５回 学習情報提供（第 10 章 1） 

事前学習 
教科書（pp.156～165）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２６回 学習相談（第 10 章 2） 

事前学習 
教科書（pp.166～173）を読み、分からない
部分をチェックしておく。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

第２７回 生涯学習社会のこれから―課題と展望― 

事前学習 生涯学習社会の実現に向けて課題を調べる。 

事後学習 
超高齢社会における生涯学習の具体的な課題

や展望を整理し、まとめる。 

第２８回 
1 グループの課題レポートの発表 
‐生涯学習社会の実現に向けて課題‐ 

事前学習 準備した課題レポートの発表をする。 

事後学習 
レポート作成上の要点など具体的な指摘事項

について整理する。 

第２９回 
2 グループの課題レポートの発表 
‐超高齢社会での生涯学習のあり方‐ 

事前学習 準備した課題レポートの発表をする。 

事後学習 
レポート作成上の要点など具体的な指摘事項

について整理する。 

第３０回 まとめ‐生涯学習の課題と展望をふりかえって‐ 

事前学習 これまでの学習内容を振り返る。 

事後学習 

授業内容やディスカッションで話し合ったこ

とをノートにまとめ、分からなかったところ

があれば教員に質問する。 

期末試験 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 少年と犯罪 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1353 

GELA1333 
２．授業担当教員 濵島 幸彦 

４．授業形態 
講義を中心とするが、グループ討議やケース研究の演習などを併用

する。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本は犯罪発生率の低い治安の良好な国として世界に知られているが、次代を担う少年によるいじめ、非

行や犯罪の発生状況とその様態にはかなりの問題があり、福祉国家を標榜するわが国の将来にとって深刻な

社会問題となっている。そこで、少年による犯罪・非行の現状と時代による変化の様相、少年非行に対する

警察・裁判の取り組み、児童福祉・少年院・保護観察所などの諸機関における処遇システムなどについて理

解を深め、更には犯罪、非行の発生機序について素質と環境の両面から解明を試みる。また、効果的な治療、

処遇の方法、犯罪被害者の支援等についても考察する。 

合わせて、近年、少年非行は凶悪化していると言われるが、本当に少年事件は凶悪化しているのか科学的、

統計的に検証するとともに、少年非行に対する刑罰と保護のあり方について考察を加える。 

８．学習目標 

１ 少年非行の実情及び時代背景を反映した非行内容等の変化について理解し、説明することができるよ 

 うになる。 

２ 犯罪・非行の原因とその発生機序について、素質・環境の両面から理解し、説明することができるよう 

 になる。 

３ 非行少年にかかる刑事司法機関、少年保護機関の役割・機能について理解し、説明することができるよ

うになる。 

４ 事例研究（ケーススタディ）に基づき、少年非行の原因や適切な処遇のあり方について理解し、発表す

ることができるようになる。 

５ 以上を通じて、将来、この種の専門機関（少年処遇機関）で働くことの意義を理解し、説明できるよう

になるとともに、就職のために必要な関連知識を修得することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

中間レポート 「同じ犯罪をしながら、少年と大人でその取り扱いが異なる理由」1,000字程度 

期末レポート 「少年事件を扱う機関とその機能について記述せよ」2,000字程度 

10．教科書・参考書・

教材 
【教材】 当職が作成したレジュメ、資料を使用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章を作成する力がついたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。] 

１ 授業への積極的参加    総合点の２０％ 

２ 期末試験又は小テスト   総合点の４０％ 

３ 課題レポート       総合点の２０％ 

４ 日常の学習状況      総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 常に新聞・テレビなどのマスメディアに関心をよせ、社会事象である非行・犯罪問題について考える習

慣を身につけてほしい。 

２ 全員で授業に集中し、積極的に発言してより充実した授業内容にし、レポート作成により学んだことを

自分のものにしていく方向で取り組んでほしい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

少年非行・犯罪に関する基礎知識 

事前学習 少年非行・犯罪について関心を持つ。 

事後学習 少年非行の処理の流れを理解する。 

第２回 少年非行の概要 

事前学習 レジュメ「少年非行の概要」を精読する。 

事後学習 少年非行の推移を読み取る。 

第３回 非行・犯罪の類型 

事前学習 前 2 回の講義から非行の原因を考える。 

事後学習 非行の原因・類型等をノートにまとめる。 

第４回 少年法の理念 

事前学習 レジュメ「少年法の理念」を精読する。 

事後学習 
少年を特別扱いにする理由をノートにまと

める。 

第５回 警察・児童相談所における少年事件の取り扱い 

事前学習 
レジュメ「警察・児童相談所における少年事

件の取り扱い」を精読する。 

事後学習 
児童相談所・児童自立支援施設の実態につい

てノートにまとめる。 



 

 

第６回 家庭裁判所での調査 

事前学習 資料「家庭裁判所の調査事例」を精読する。 

事後学習 
家庭裁判所調査官の役割についてノートに

まとめる。 

第７回 少年鑑別所 

事前学習 レジュメ「少年鑑別所」を精読する。 

事後学習 
少年鑑別所の果たすべき役割についてノー

トにまとめる。 

第８回 最近の少年非行の態様 

事前学習 
レジュメ「最近の少年非行の態様」を精読す

る。 

事後学習 最近の非行の特色をノートにまとめる。 

第９回 少年院の概要 

事前学習 レジュメ「少年院の概要」を精読する。 

事後学習 
少年院の種類と処遇の特色についてノート

にまとめる。 

第１０回 社会内処遇の課題と対策 

事前学習 レジュメ「更生保護制度」を精読する。 

事後学習 
更生保護制度の特色及び課題と対策の内容

をノートにまとめる。 

第１１回 保護観察の実際１ 保護観察の特色、処遇プログラム 

事前学習 レジュメ「保護観察の概要１」を精読する。 

事後学習 
保護観察の特色、処遇プログラム、社会貢献

活動についてノートにまとめる。 

第１２回 保護観察の実際２ 少年に対する不良措置 

事前学習 レジュメ「保護観察の概要２」を精読する。 

事後学習 
少年の保護観察の特色及び少年に対する不

良措置についてノートにまとめる。 

第１３回 犯罪被害者の支援 

事前学習 レジュメ「犯罪被害者の支援」を精読する。 

事後学習 
犯罪被害者支援の必要性をノートにまとめ

る。 

第１４回 健全育成・非行防止活動・少年とマスメデイア 

事前学習 
レジュメ「犯罪・非行防止活動等」を精読す

る。 

事後学習 
効果的な非行防止活動の実践について考え

ノートにまとめる。 

第１５回 まとめ・レポート評価など 

事前学習 これまでの講義での疑問点等を抽出する。 

事後学習 
非行少年と福祉との関わりについて再認識

し、ノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　法務省保護局や地方の保護観察所、東北や近畿の地方更生保護委員会での勤務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

１．科目名（単位数） 情報と職業 （2 単位） 

３．科目番号 EDIT1302 

２．授業担当教員 鈴木 茂樹 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
  

７．講義概要 

コンピュータやインターネットの利用は、現代の生活において必要不可欠である。それは、日常生活のみ

ならず、ビジネス環境にも大きな変化をもたらしている。情報に関する学習において、コンピュータやネッ

トワークの仕組みや操作を理解することも重要であるが、それらが社会やビジネスでどのように使われてい

るのかを理解することも重要である。本講義では、情報化により、私たちの生活がどう変わったのか、また、

どのようにビジネスに活用されているのかを、事例を通して考えていく。 

８．学習目標 
 コンピュータやインターネットを活用することで、どんなビジネスが可能になったのかを理解して、情報

社会で生きるための知識と考え方を身につけることが本講義の目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業時間外の作業が必要な課題を課す。 

・講義内容に関する記述式の問題 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】駒谷昇一 他『情報と職業（改訂 2 版）』オーム社、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業で扱う情報と職業に関する内容について理解しているか。 

２．分かりやすい表現方法や明瞭かつ論理的な文章で、自分の考えを述べられるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１．授業への積極的参加、受講態度 30％ 

２．授業ごとに課されるレポートや課題 70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

わからないことはそのままにせず、調べる・人に聞くなどすること。質問はいつでも気軽にしてくれて構わ

ない。電子メール：shsuzuki@ed.tokyo-fukushi.ac.jp  

13．オフィスアワー 授業内にて周知する。在室中は、来客のない限りいつでも対応する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 情報社会と情報システム 
事前学習 教科書 pp.1～14 を読む。 

事後学習 教科書 p.21 問 1 を解く。 

第２回 行政の情報サービス 
事前学習 教科書 pp.15～21 を読む。 

事後学習 教科書 p.21 問 2 を解く。 

第３回 企業による情報の活用事例 POS、CRM、CTI 
事前学習 教科書 pp.23～43 を読む。 

事後学習 教科書 p.54 問 1 を解く。 

第４回 ビジネス環境の変化と情報ビジネス 
事前学習 教科書 pp.44～54 を読む。 

事後学習 教科書 p.54 問 2 を解く。 

第５回 様々な分野で活用される情報システム 
事前学習 教科書 pp.55～82 を読む。 

事後学習 各業種の情報システムの特徴をまとめる。 

第６回 企業経営における情報システム 
事前学習 教科書 pp. 82～93 を読む。 

事後学習 教科書 p.98 問 1 を解く。 

第７回 インターネットビジネス 
事前学習 教科書 pp.99～116 を読む。 

事後学習 教科書 p.120 問 2 を解く。 

第８回 
シェアリングサービス：スキルシェア 

新しい職業：ITフリーランス 

事前学習 シェアリングサービスとは何か調べておく。 

事後学習 講義で学んだビジネスの特徴をまとめる。 

第９回 学術機関におけるインターネットの活用 
事前学習 教科書 pp.94～98、pp.117～120 を読む。 

事後学習 大学におけるネット活用事例と効果をまとめる。 

第１０回 働く環境と労働観の変化 
事前学習 教科書 pp.121～140 を読む。 

事後学習 教科書 p.141 演習問題を解く。 

第１１回 情報通信の関係する犯罪と法制度 
事前学習 教科書 pp.143～161 を読む。 

事後学習 教科書 p.171 問 1、3、4 を解く。 

第１２回 情報社会におけるセキュリティ対策の基本事項 
事前学習 教科書 pp.161～170 を読む。 

事後学習 教科書 p.171 問 2 を解く。 

第１３回 情報社会におけるリスクマネジメント 
事前学習 教科書 pp.173～186 を読む。 

事後学習 教科書 p.186 演習問題を解く。 

第１４回 今後の情報社会 

事前学習 教科書 pp.187～197 を読む。 

事後学習 
教科書の内容と現在の状況を比較しまとめる。 

また、今後どのような変化が起こるか考える。 

第１５回 講義のまとめ 

事前学習 本講義の学習内容を復習する。 

事後学習 
我々の生活とコンピュータ利用の今後について

考える。 

 



 

 

１．科目名（単位数） 神経・生理心理学／生理心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3336 

２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

生理心理学とは、生体の生理的反応と心的過程との対応関係について研究する分野である。心的反応によ

って生じる生理的変化は、脳内活動によって制御されている。本講義では脳の構造と働きについて体制的な

知識を身につけるとともに、知覚、記憶、感情といった心的過程と脳の生理的反応の関係について学ぶ。さ

らに、精神疾患や高次脳機能障害との関連についても学び、「心」の問題と脳の活動について理解を深める。 

８．学習目標 

・脳の構造と働きについて基本的な知識を身につける。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているのか学ぶ。 

・上記の応用として、臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動について説明出来るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

特に宿題を求めることはないが、予習・復習をおこなうこと。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定しない(資料を事前に配布する)。 

【参考書】村上郁也 編『イラストレクチャー 認知神経科学』オーム社、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・脳の構造や働きについて基本的な知識を身につけ、説明できること。 

・心的過程や精神疾患に脳がどのように関わっているかを理解し、説明できること。 

・臨床事例や高次脳機能障害と脳の活動の関係について説明できること。 

○評定の方法 

 授業への積極的参加度 10%、小テスト（3 回）70%、レポート課題 20%として総合的に評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

 授業はただその時間だけ参加すればよいものではなく、そこで得た知識を基に自分で知識を深めていく 

きっかけとなるものである。また、授業中も出来るだけ知識を吸収するため、積極的態度で参加することを

期待する。授業への参加にあたっては、以下の事項を守って臨むこと。 

1.授業のための予習・復習を必ずする。 

2.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由 

 を必ず書面をもって教員に報告する。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 
シラバスを熟読し、内容を確認しておくこ

と。 

事後学習 
第１回に習った心理学一般に関してノート

にまとめ復習すること。 

第２回 生理心理学とは 

事前学習 
「生理心理学とは」何かを資料を探して調べ

てくること。 

事後学習 
心理学における生理指標の位置づけをノー

トにまとめておくこと。 

第３回 神経伝達の仕組み 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳の解剖」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第４回 脳領域と機能局在 

事前学習 前回の内容を再度確認すること。 

事後学習 
第 3・4 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめる。 

第５回 脳活動の測定 

事前学習 
第 1回～第 4 回までの講義資料を熟読するこ

と。 

事後学習 
脳活動の測定を A4 用紙一枚程度にまとめる

こと。 

第６回 視覚 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と視覚」について A4

用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第７回 聴覚 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と聴覚」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 6・7 回を通した内容を A4 用紙三枚程度に

まとめる。 

第８回 記憶と学習 

事前学習 
講義資料「脳と記憶」を熟読し、A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 



第９回 言語 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と言語」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加え、読み返してくること。 

第１０回 運動 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と運動」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加えること。 

第１１回 脳と感情 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と感情」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加え、読み返してくること。 

第１２回 ストレス性疾患 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳とストレス性疾患」

を A4 用紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
第 11・12 回を通した内容を A4 用紙三枚程度

にまとめる。 

第１３回 執行機能 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と執行機能」を A4 用

紙一枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加え、読み返してくること。 

第１４回 意識 

事前学習 
講義資料を熟読し、「脳と意識」を A4 用紙一

枚程度にまとめること。 

事後学習 
事前学習で作成したまとめに、講義内容を新

たに加え、読み返してくること。 

第１５回 まとめ 

事前学習 各講義の内容に関してまとめる。 

事後学習 学習目標を達成できたか確認する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 人事管理論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP4103 

２．授業担当教員 田口 典男 

４．授業形態 講義、集団討議、学生との応答など ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

「経営学（非営利組織の経営含む）」「経営管理論」「社会政策論」「社会保障論」などと密接に関連して

いる。 

７．講義概要 

 ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源の中で、「ヒト」は最も重要な資源であると同時に最も管理が困難

な資源と言われている。この授業は、企業などの組織が「ヒト」をどのように効率的に管理しているかにつ

いて学ぶ。 

従来の日本企業の人事管理は、終身雇用や年功賃金を基本的な特徴とする管理を行っていた。企業に入社

すれば定年までの雇用が保障され、勤続を重ねるとともに昇進し、賃金も上がっていた。しかし、1990 年代

以降の日本企業はグローバル化の激しい企業間競争に直面し、従来の人事管理では対応できず、その対応を

迫られた。具体的には、雇用の多様化・流動化、成果主義の導入などがおこなわれた。 

この授業は、雇用環境の変化を踏まえたうえで、人事管理の現状および今後の方向性を検討する。 

８．学習目標 

1．1990 年代以降の雇用環境の変化を理解する。 

2．経営資源の中で最も重要な資源といわれている「ヒト」の管理について理解する。 

3．日本企業における「ヒト」の管理について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

第 5回の講義終了後に 800字程度の「日本企業の採用方法の特殊性について」のレポートを提出する。 

また、第 9回の講義終了後に 800字程度の「どうしたら労働時間を減らせるか」のレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

教材・資料は配布するが、以下の参考書を、本科目を学ぶための基本的な図書として使用する。 

【参考書】佐藤博樹他著『新しい人事労務管理（第 4版）』有斐閣、2011。  

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．雇用環境の変化を正確に理解する。 

2．人事管理の具体的な管理方法を理解する。 

3．成果主義、脱時間給などを正確に理解する。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、課題レポート、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の４０％ 

２ 課題レポート等     総合点の４０％ 

３ 期末試験等       総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は講義に加えて、グループワークやディスカッションを重視する。したがって、以下のことに注意

して授業を受けること。 

1．授業には積極的に参加すること。 

2．グループワーク・ディスカッション等を通して主体的・自主的に授業に参加すること。 

3．人事管理論を受講する学生は、遅刻・無断欠席はしないこと。 

13．オフィスアワー 授業の際に指示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
ガイダンス 

（人事管理論の対象と目的） 

事前学習 「働く」とはどういうことかを考える。 

事後学習 人事管理の目的を理解する。 

第２回 
雇用環境の変化（1） 

（労働力人口の減少､長時間労働の課題） 

事前学習 労働力人口の推移を調べる。 

事後学習 労働力人口減少による問題点をまとめる。 

第３回 
雇用環境の変化（2） 

（非正規雇用の増大） 

事前学習 非正規雇用の働き方を調べる。 

事後学習 正規雇用と非正規雇用の相違をまとめる。 

第４回 
日本企業の働き方の特徴 

（終身雇用､年功賃金） 

事前学習 終身雇用と年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 終身雇用と年功賃金との関連をまとめる。 

第５回 採用計画 

事前学習 採用されるための条件を調べる。 

事後学習 
具体的な採用と想定していた採用との相違

をまとめる。 

第６回 募集，選考 

事前学習 具体的な採用条件を調べる。 

事後学習 望ましい採用条件をまとめる。 



第７回 日本企業と年功賃金 

事前学習 年功賃金の成立条件を調べる。 

事後学習 年功賃金、成果主義賃金の特質をまとめる。 

第８回 成果主義賃金 

事前学習 成果主義とは何かを調べる。 

事後学習 
職務給，職能給，成果給，仕事給についてま

とめる。 

第９回 
労働時間管理 

（労働時間の国際比較） 

事前学習 労働時間の国際比較の統計資料を調べる。 

事後学習 長労働時間の原因をまとめる。 

第１０回 労働時間の短縮 

事前学習 労働時間短縮事例を調べる。 

事後学習 労働時間短縮の必要性をまとめる。 

第１１回 
人事考課 

（昇進・昇格） 

事前学習 昇進・昇格とは何かを調べる。 

事後学習 昇進・昇格の意義をまとめる。 

第１２回 企業内教育訓練 

事前学習 教育訓練の具体例を調べる。 

事後学習 企業内教育訓練の目的をまとめる。 

第１３回 労使関係 
事前学習 労働組合の役割について調べる。 

事後学習 日本的労使関係の特徴をまとめる。 

第１４回 戦略的人的資源管理 

事前学習 経営戦略とは何かを調べる。 

事後学習 
経営戦略と人的資源管理との関連をまとめ

る。 

第１５回 人事管理の今日的課題 

事前学習 具体的な雇用問題を調べる。 

事後学習 具体的な雇用問題への対策をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理演習 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3355 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

臨床心理学概論、心理学的支援法(基礎、演習)、精神疾患とその治療、心理的アセスメント、関係行政論のす

べてを履修済みであること。 

７．講義概要 

本科目は、公認心理師国家試験受験資格の要件となる心理実習を行うための準備として、具体的場面を想

定した心理支援に関する知識及び技能の基本的な水準の修得を目的とする。そのために、次の(ア)から(オ)

について、基本的な知識を修得し、また具体的な場面を想定した役割演技(ロールプレイング) 、事例検討を

行う。 

(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する次の(1)から(4)の知識及び技能の修得 

（1）コミュニケーション、（2）心理検査、（3）心理面接、（4）地域支援 等 

(イ)心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援の計画の作成 

(ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ 

(エ)多職種連携及び地域連携 

(オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解 

８．学習目標 

（ア）心理に関する支援を要する者等に関する次の(1)から(4)の知識及び技能を修得する 

（1）コミュニケーション、（2）心理検査、（3）心理面接、（4）地域支援 等 

（イ）心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握について基本的な知識を修得し、支援の計画の

作成について架空事例の検討を通して学ぶ。 

（ウ）心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチについて理解する。 

（エ）多職種連携及び地域連携について理解し、説明できるようになる。 

（オ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務について理解ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・授業中で行った実習について A4 用紙１枚にまとめて提出する。 

・2 回レポートを提出する（A4 用紙 2 枚、2,400 字以上）。 

 １．医療・教育領域における公認心理師の抱える問題 

学部段階で行う心理実習は医療領域と教育領域であるので、このような領域における公認心理師はど

のような仕事をし、どのような問題を抱えているかを調べることは、心理実習行うにあたり大いに役

立つだろう。参考文献などで調べてまとめ、自分が疑問に思ったことや意見も述べなさい。 

２．公認心理師として将来どの領域で何がしたいか   

   将来公認心理師の資格を取得したとして、その資格を活かして自分がどのような領域で、どのような

支援活動をしたいかを、参考文献などで調べてまとめなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】指定なし 

【参考書】一般財団法人日本心理研修センター編『臨床心理学臨時増刊号 公認心理師』金剛出版。 

【教 材】授業内容資料及びワークシート 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標にあげた(ア)～(オ)の５項目について、基本的な知識の修得、ならびにロールプレイングや事例

検討への積極的な参加を評価する。 

○評定の方法 

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

勢 50％、課題レポート 50％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

・本授業は心理実習を行うための準備として位置づけたものであり、必ず心理実習に役に立つはずである。 

・演習と実習を多く採り入れた授業であるので、主体的に取り組むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

・心理支援とは何か 

・５領域（医療、教育、福祉、司法、産業）の心

理支援の概要 

事前学習 心理支援にはどのようなものがあるか調べてくる。 

事後学習 
５領域のうち自分が興味をもった領域をさらに調べ

てみる。 

第２回 
・言語的コミュニケーションと非言語的コミュニ

ケーション 

事前学習 
コミュニケーションの種類と違いについて調べてく

る。 

事後学習 授業で扱った具体的な技法について復習しておく。 

第３回 ・心理アセスメント（観察、生育歴、心理検査） 

事前学習 
医療・教育領域ではどのような心理検査が有効か調

べてくる。 

事後学習 
事例を一つ探して、心理アセスメントの実際を確認

しておく。 

第４回 
・実習場面で有効な心理検査と報告書 

・YG、バウムテスト、動的家族画、WISC 

事前学習 
心理検査法のテキスト・資料で４つの心理検査を確

認してくる。 

事後学習 
実習でおこなった心理検査の報告書をさらに仕上げ

る。 



第５回 ・認知行動療法の実際（ビデオ視聴） 

事前学習 
認知行動療法について調べて、どのようなものか確

認しておく。 

事後学習 
ビデオから学んだ技法を自分でもさらに調べて確認

しておく。 

第６回 
・認知行動療法のロールプレイ 

・逐語録の作成 

事前学習 
認知行動療法のロールプレイで使用する技法につい

て確認しておく。 

事後学習 逐語録をパートナーと確認してみる。 

第７回 ・プレイセラピーのロールプレイ 

事前学習 
プレイセラピーにはどのようなものがあるか調べて

確認しておく。 

事後学習 
実習先としての適応指導教室ではどのようなプレイ

セラピーがよいか調べる。 

第８回 
・病院臨床の実際 

・事例検討 

事前学習 
病院臨床では心理師がどのようなことをするのか調

べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第９回 
・教育臨床（適応指導教室）の実際 

・事例検討 

事前学習 
教育臨床では心理師がどのようなことをするのか調

べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第１０回 
・児童養護施設の実際 

・事例検討 

事前学習 
児童療護施設では心理師がどのようなことをするの

か調べておく。 

事後学習 
本時の事例について自分なりの理解・疑問・感想を

書いて次回提出する。 

第１１回 ・DSM-５ 

事前学習 
病院臨床・教育臨床ではどのような病理が多いのか

調べてみる。 

事後学習 
統合失調症・うつ病についてさらに調べて理解を深

める。 

第１２回 
・教育臨床における個別支援計画 

・発達障害への支援 

事前学習 個別支援計画とはどのようなものか調べておく。 

事後学習 
発達障害への支援について、個別支援計画と合わせ

て調べて確認する。 

第１３回 
・チームアプローチ 

・産業領域のメンタルヘルス、復職支援 

事前学習 
産業領域ではどのような問題があるのか調べてお

く。 

事後学習 
復職支援プログラムについてさらに調べて理解して

おく。 

第１４回 
・他職種連携及び地域連携 

・チーム医療、チーム学校 

事前学習 

医療領域・教育領域における心理師が他職種と連携

するということは、だれと、どのようなことをする

のか調べておく。 

事後学習 
医療領域・教育領域における連携上の問題について

整理しておく。 

第１５回 
・職業倫理及び法的義務 

・インフォームドコンセント、守秘義務、人権 

事前学習 心理師の倫理や義務とは何があるか考えておく。 

事後学習 
クライエントの人権についてさらに調べて理解を深

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 心理学研究法演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3371 

２．授業担当教員 
長坂 正文 

＊卒業論文作成のための指導を受ける授業です。 

４．授業形態 演習（一部講義） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

卒業研究を希望する場合は必ず履修すること。 

４年次には「心理学研究法演習Ⅱ」を履修すること。 

７．講義概要 

心理学の基礎・応用分野における講義にて学習した内容を踏まえながら、心理学における主要文献の講読

を行うとともに、文献内における重要ポイントを読み解き、他者に説明する力を身につける。この基礎とし

て、学生自身が心理学の関連文献を検索することも学習の課題とする。さらに、各文献内における問題点を

見つけ出し、どの様な心理学的研究を行うことによって、その問題を解決することができるのかを考察する。

演習形式により、最終的には、心理学研究における課題発見から研究計画までの流れを理解する。 

８．学習目標 
研究論文を作成するための文献研究を中心に学習し、自らの課題を発見し、研究計画を立てる。詳細につ

いては、担当教員が授業の中で提示する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

担当教員が授業の中で提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

白井利明・高橋一郎著『よくわかる卒論の書き方 第２版』ミネルヴァ書房、2013。 

 ＊その他については、担当教員が授業の中で提示する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.研究論文を作成するための文献研究ができる 

 2.文献研究の結果を元に、研究テーマを発見することができる 

 3.研究計画を立てることができる 

○評定の方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、担当教員の課した課題

（先行研究レビューのレポート、卒業論文のための研究計画書等）の提出(100％)をもって成績を評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 
担当教員が授業の中で提示する（概要は授業内容に示した）。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

担当教員 授業内容 

長坂 正文 

【授業概要】はじめに、文献の集め方・読み方のオリエンテーションを行う。次に、自分が興味関心のある

文献を探し、授業で発表してもらい、皆で検討する。後半では、自分の関心のある研究テーマを絞り込み、

卒業論文を書くことを前提にして、研究計画を立て、研究概要を書けるような力を身につけてもらう。 

【研究領域】学校臨床心理学・カウンセリング・不登校 

【受講者へのメッセージ】自分の担当する文献については徹底的に読み込み、必要に応じて調べて、皆の質

問に答えられるようにしてくること。本授業を通して、研究をするとはどのようなことをすることなのか、

十分に理解を深めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学実験／心理学基礎実験 （4 単位） 

３．科目番号 
PSMP2142 

EDPS2301 
２．授業担当教員 小澤 良 

４．授業形態 講義・実習(グループ活動)・演習(グループ活動)・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次以上（心理統計法が履修済みであること） 

７．講義概要 

 心理学を研究するための基礎となる各手法をとり上げ、生理、記憶、学習、認知、人格、社会等、心理学
の主要な分野の知識を身につけながら、それらの知識や考え方に基づく科学的レポートの書き方を学ぶ。 

 実験等の体験を通して、心理学の理論を机上に終わらせることなく、身近なものとして体得することがで

きる。 

 なお本科目は認定心理士の資格科目であり、受講生は規定数以上の実験等に参加し、レポートを提出する
ことが義務付けられている。 

８．学習目標 

1.実験等の演習を通して、心理学を含む社会科学全般に必要不可欠である各種研究法の基礎理論や技法、基

本姿勢を理解し、身につける。 

2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解する。 

3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理することができるように

なる。 

4.目的、方法、結果、考察から成る心理学研究レポートの記述の仕方を習得し、心理学的事象について、統

計処理の結果を用いて、説明、解釈できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

大きさの恒常性、ミュラーリヤー錯視、ストループ効果に関するレポートを提出する。 

【期末レポート課題】 

視覚探索、鏡映描写およびマグニチュード推定法に関するレポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】坂口典弘・山本健太郎著『ステップアップ心理学シリーズ 心理学レポート・論文の書き方 演習

課題から卒論まで』講談社、2017。 

小宮あすか・布井雅人『Excel で今すぐはじめる心理統計 簡単ツール HAD で基本を身につける』講談社、2018。 

【参考書】倉島保美著『論理が伝わる 世界標準の「書く技術」』講談社、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 1.実験等の演習を通して、各種研究法の基礎理論や技法、基本姿勢を理解し身につけていること 

 2.実験等の演習によって、実験や調査の計画立案の仕方を理解していること 

 3.実験等の演習によって得られたデータについて、コンピュータを用いて統計処理できること 

 4.目的、方法、結果、考察から成る標準的な心理学研究レポートの記述の仕方を習得していること 

○成績評価の評定方法 

学則で決められた単位取得の条件を満たしていること(3/4 以上の出席)を前提として、授業態度(授業およびグ

ループ発表への積極的参加)30％、課題レポート 70％として算出した合計得点により成績評価を行う。 

12．受講生への 

メッセージ 

この授業は自らが主体的に考えること、さらに考えたことを適切に伝える訓練の場である。よって、積極

的態度で授業に参加することが期待される。授業への参加にあたっては、以下の事項を守って臨むこと。 

1 授業のための予習を必ずする（予習してくる教科書等の頁は、授業中に指示する）。 

2 レポートの提出期限を厳守する（提出期限が守られない場合は、正当な理由がない限り、受け付けない）。 

3 正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしない。欠席、遅刻、早退をした場合は、その理由を必ず書

面をもって教員に報告する。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

実験 1-①：大きさの恒常性：実験に関する一般的知

識 

事前学習 知覚心理学全般に関して復習する 

事後学習 大きさの恒常性に関して復習する。 

第２回 実験 1-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第３回 実験 1-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的に復習する。 

第４回 実験 1-④：データの分析 

事前学習 
HAD よるデータ分析と対応のある t 検定に関し

て予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予想と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第５回 実験 1-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第６回 
実験 2-①：ミュラーリヤー錯視ついて：実験に関す

る一般的知識 

事前学習 
錯視に関して予習する。また、第 1回のテーマ

に関して復習する。 

事後学習 ミュラーリヤー錯視に関して復習する。 

第７回 実験 2-②：実験の計画と準備 

事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 



 

 

第８回 実験 2-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第９回 実験 2-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 1 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第１０回 実験 2-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第１１回 
実験 3-①：ストループ効果：実験に関する一般的知

識 

事前学習 視覚的情報の処理過程に関して予習する。 

事後学習 ストループ効果に関して復習する。 

第１２回 実験 3-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第１３回 実験 3-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第１４回 実験 3-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 1 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第１５回 実験 3-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第１６回 実験 4-①：視覚探索：実験に関する一般的知識 
事前学習 

視覚探索に関して予習する。また、第 3回のテ

ーマに関して復習する。 

事後学習 注意に関して復習する。 

第１７回 実験 4-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の実験計画を確認する。 

第１８回 実験 4-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第１９回 実験 4-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と 2 要因の分散分析に

関して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第２０回 実験 4-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第２１回 実験 5-①：鏡映描写：実験に関する一般的知識 
事前学習 学習心理学に関して予習する。 

事後学習 技能学習に関して復習する。 

第２２回 実験 5-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 本実験の研究計画を確認する。 

第２３回 実験 5-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２４回 実験 5-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と対応のない t 検定に関

して予習する。 

事後学習 
仮説・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第２５回 実験 5-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

第２６回 
実験 6-①：マグニチュード推定法：実験に関する一

般的知識 

事前学習 心理測定法に関して予習する。 

事後学習 大きさ・重さ錯覚に関して復習する。 

第２７回 実験 6-②：実験の計画と準備 
事前学習 要因計画法に関して予習する。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２８回 実験 6-③：実験の実施 
事前学習 仮説・結果の予測をまとめる。 

事後学習 ここまでを総合的にまとめる。 

第２９回 実験 6-④：データの分析 

事前学習 
HAD によるデータ分析と対応のある t 検定に

関して予習する。 

事後学習 
目的・結果の予測と実際の結果を確認し、まと

めておく。 

第３０回 実験 6-⑤：ディスカッション＆レポート作成 
事前学習 目的から考察までの流れを作成する。 

事後学習 レポートを完成させて提出する。 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（基礎）／カウンセリングの基礎 （2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2344 

SSMP2344 

PSMP2180 ２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 講義、討議、発表、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
2年次以上、「心理学概論」または「心理学入門」の単位を修得した後に履修することが望ましい。 

７．講義概要 

 カウンセリングの土台となる人間の心のメカニズムについて理解し、面接中に生起する様々な現象とカウ
ンセリングのプロセスについて基礎的な内容を学ぶ。また、カウンセラーの基本的態度や面接技法、心理に

関する支援を要する者の関係者に対する支援について、討議や演習を通して実践的に理解する。プライバシ
ーへの配慮などの倫理的側面、精神衛生や予防など心の健康教育についても理解する。 

８．学習目標 

１．カウンセリングの基本的な概念やプロセスを理解し、説明できる。 

２．カウンセリングの面接技法、関係者への支援等について実践的な演習を行う。 

３．カウンセリングにおける倫理的側面、心の健康教育について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通し、疑問点を明確にしてくる。 

・2回レポートを提出する（A4用紙 2枚、2,400字以上）。 

 １．カウンセラーの基本的な条件 

カウンセラーの基本的な条件と言われる「受容」「共感」「自己一致」について、参考文献などで

調べてまとめ、自分が疑問に思ったことや意見を述べなさい。また、自分にとっては三つのうちど

れが一番難しいと思うかを、その理由とともに述べなさい。 

２．自分が興味を持ったカウンセリング理論   

     授業の中では数ある理論の概要を取り上げていくが、一つを詳しく掘り下げることはカウンセリン

グの力量を身につけるにはとても役に立つ。そこで自分が興味をもった理論の概要を紹介し、どこ

に興味を持ったのか、疑問点はなにか、自分なりの意見を、文献を2、3冊参考にしてまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】末武康弘著『心理学的支援法』誠信書房、2018。 

【参考書】長坂正文著『学校カウンセリングの基本技法』ほんの森出版、2000。 

【教 材】随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表・ノート作りをしたか。 

２．レポートは、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

授業への参加度(学習態度、発表、ノート等)50％ 

レポート課題 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・カウンセリングの流派は、数え切れないほどあるが、対話を中心とした基本的なところは共通していると

いえる。まずはカウンセリングがどのようなものなのかを理解し、その後、自分に合ったカウンセリング

を見つけていくこと。その手伝いが少しでもできればと考えている。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

 をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の解説） 

・心理学的支援法（カウンセリング）とは 

・カウンセリングに対するイメージと疑問 

事前学習 
心理学的支援法（カウンセリング）がどのような

ものかについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
カウンセリングについて参考書などでさらに調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第２回 
・現代社会と心理支援 

・心理支援，心理学的支援法とは 

事前学習 
テキスト pp.1～9 を読んで、心理学的支援法につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理学的支援法について参考書などでさらに調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第３回 

・心理学的支援法の特質 

・心理学的支援法の効果 

・心理学的支援法の限界 

事前学習 
テキスト pp.11～24 を読んで、心理学的支援法の

特質について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理学的支援法の特質について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第４回 

・心理的問題の背景や原因 

・各発達段階に見られる心理的問題 

・その他の心理的問題 

事前学習 
テキスト pp.26～38 を読んで、心理的問題つい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
心理的問題ついて参考書などでさらに調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第５回 
・心理療法とカウンセリングの歴史的背景 

・心理療法とカウンセリングの合流と発展 

事前学習 
テキスト pp.40～50 を読んで、カウンセリング

の歴史について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
カウンセリングの歴史について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめる。 



 

 

第６回 

・心理学的支援法の現在までの発展 

・カウンセリング／心理療法の主要なパラダイム 

・カウンセリング／心理療法のさまざまな理論と方

法 

事前学習 

テキスト pp.52～63 を読んで、カウンセリング

の理論と方法について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

カウンセリングの理論と方法について参考書な

どでさらに調べて、理解した内容をノートにまと

める。 

第７回 

・パーソンセンタードセラピーの特質 

・パーソンセンタードセラピーの理論 

・パーソンセンタードセラピーの基本的な方法 

事前学習 
テキスト pp. 64～77 を読んで、パーソンセンタ

ードセラピーについて復習しておく。 

事後学習 

パーソンセンタードセラピーについて参考書な

どでさらに調べて、理解した内容をノートにまと

める。 

第８回 
【演習】 

・カウンセリングのビデオ視聴 

事前学習 
テキスト pp. 64～77 を再度読んで、カウンセリ

ングの基本的技法について復習しておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第９回 

・エンカウンターグループとパーソンセンタードア

プローチ 

・パーソンセンタードセラピーの発展的方法 

・主要なヒューマニスティックセラピー 

事前学習 

テキスト pp.79～92 を読んで、エンカウンター

グループとパーソンセンタードセラピーの発展

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

エンカウンターグループとパーソンセンタード

セラピーの発展について参考書などでさらに調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１０回 
・精神分析と精神力動的な理論 

・精神力動的セラピーの主要な方法 

事前学習 

テキスト pp.94～110 を読んで、精神分析と精神

力動的セラピーについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

精神分析と精神力動的セラピーについて参考書

などでさらに調べて、理解した内容をノートにま

とめる。 

第１１回 

・認知行動療法とは 

・認知行動療法の主要な理論 

・認知行動療法の主要な方法 

事前学習 
テキスト pp.112～125 を読んで、認知行動療法

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
認知行動療法について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。 

第１２回 
【演習】 

・事例研究（発達障害） 

事前学習 
事前に配布された事例文献をよく読み、自分なり

の理解をしておく。 

事後学習 理解した内容をレポートにまとめて提出する。 

第１３回 

・家族療法とブリーフセラピー 

・表現療法 

・統合的・折衷的アプローチ 

事前学習 

テキスト pp.127～142 を読んで、家族療法・ブ

リーフセラピー・表現療法におけるクラインエン

トの不安について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
表現療法について参考書などでさらに調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第１４回 
・心理学的支援法のプロセス 

・心理支援の実際と留意点 

事前学習 

テキスト pp.142～164 を読んで、心理支援の実

際・プロセス・留意点について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

心理支援の実際・プロセス・留意点について参考

書などでさらに調べて、理解した内容をノートに

まとめる。 

第１５回 

・補足（倫理的側面、心の健康教育） 

・知識的学習と体験的学習 

・まとめ 

事前学習 

テキスト pp.166～174 を読んで、知識的学習と

体験的学習について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

倫理的側面、心の健康教育について参考書などで

さらに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　高等学校の教育相談主任として、児童生徒の学校生活における学習相談、生活相談などのカウンセリングをしてきた実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

１．科目名（単位数） 心理学的支援法（心理療法）／心理療法概説 （2 単位） 

３．科目番号 
PSMP3382 

EDPS3308 
２．授業担当教員 大住 誠 

４．授業形態 講義、演習、討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
心理学入門・心理学概論を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

 様々な心理療法の中から、クライエント中心療法、精神分析療法、行動療法、家族療法、芸術療法等の代
表的な心理療法を取り上げ、その理論の成り立ちの歴史から概要と意義を学び、それぞれの技法を体験的に

学習する。また、それぞれのアプローチにおける適応と限界についての理解を深めることで、クライエント
自身や問題に適した心理療法を学ぶ。プライバシーへの配慮を含めた心理療法における倫理を学ぶ。 

８．学習目標 

１．心理療法の諸理論・諸技法について、その背景となる考え方を理解し、それぞれの治療・援助の方法を

具体的に知ることで、その考え方や方法を日常生活に応用できるようになる。 

２．対人援助の場で、利用者の抱える問題に応じた心理的側面の援助方法を選ぶことができるようになる。 

３．訪問による支援や、地域支援の意義について理解している。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・講義前には必ず該当部分に目を通し、疑問点を明確にしてくる。 

・２回レポートを提出する。（Ａ４用紙２枚、2,400字以上） 

 １．治療構造の概要と問題 

   心理療法には必ず治療構造があり、これを意識して守るように努めることはとても重要である。そこ

で、治療構造がどのようなものかその概要と、自分なりの意見を、文献を２，３冊参考にして述べな

さい。 

２．転移・逆転移の問題と対処法 

   心理療法には必ず転移・逆転移が問題となるが、これを意識して、適切に対処できることがとても重

要である。そこで、転移・逆転移がどのようなもので何が問題かとその対処法についてまとめ、自分

なりの意見を、文献を２，３冊参考にして述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】氏原寛・東山紘久著『カウンセリング初歩』ミネルヴァ書房、1992。 

【教 材】随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．毎回の授業に対して、学生自身の書いたものを通して、基本的事項の理解度を評価する。 

２．授業への参加度として、教員からの質問への応答の頻度と根拠を持った発言かどうかを評価する。 

３．課題レポート（または、期末試験）の文章が論理的であるかどうか、および基本的事項が盛り込まれて

いるかどうかを評価する。 

○評定の方法 

授業内の課題シート・学習ノート、授業態度・参加姿勢、課題レポート等を総合して評価する。 

１．授業内の課題シート・学習ノート 総合点の３０％ 

２．授業態度・参加姿勢       総合点の１０％ 

３．課題レポート(期末試験)     総合点の６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・自ら主体的に取り組むようにすること。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言してほしい。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席・遅刻・早退をしないでほしい。 

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

をしないようにしてほしい。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 ・オリエンテーション（講義概要の解説） 

事前学習 

テキストのまえがきとあとがきを読んで、カ

ウンセリングについての基本的な考えを理

解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

臨床心理士・公認心理師について参考書など

で調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。 

第２回 
・カウンセリングの対象と心理的症状・問題 

・カウンセリングの目的と方法 

事前学習 

テキスト pp.2～20 を読んで、カウンセリン

グの目的と方法について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 
心理的症状について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第３回 

・カウンセリングの場所 

・カウンセリングの作用・副作用 

・インテーク面接 

・予備面接 

事前学習 

テキスト pp.21～46 を読んで、カウンセリン

グの作用・副作用について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 
インテーク面接について参考書などで調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。 



 

 

第４回 

・クライエントとは 

・時間 

・治療回数・料金 

・その他の治療契約 

・医師や他機関との連携と紹介 

事前学習 
テキストpp.46～70を読んで構造や連携につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
連携について参考書などで調べて、理解した

内容をノートにまとめる。 

第５回 
・初期と初期にまつわる問題 

・中期と中期にまるわる問題 

事前学習 

テキスト pp.71～90 を読んで、初期と中期に

まつわる問題について理解し、疑問点を明確

にする。 

事後学習 
初期の問題について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第６回 ・心理療法文献の検討１（芸術・表現療法の事例） 

事前学習 
事前に配布された芸術・表現療法の事例文献

をよく読み、自分なりの理解をしておく。 

事後学習 
箱庭療法について参考書などで調べて、理解

した内容をノートにまとめる。 

第７回 

・終結期と終結にまつわる問題 

・カウンセリングにおける成功・失敗 

・クライエントの満足感と自信 

・症状消失 

事前学習 

テキスト pp.91～113 を読んで、終結にまつ

わる問題について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 
終結と中断について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第８回 

・適応と不適応 

・人格変容・プロセススケール・自己実現 

・カウンセリングにおける客観性と主観性 

・カウンセラーを目指す人 

事前学習 
テキスト pp.113～140 を読んで、適応と人格

変化について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
プロセススケールについて参考書などで調

べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第９回 

・カウンセリングは効くのか 

・他の人間関係とどう違うのか 

・カウンセリングのねらい 

・抑圧 

事前学習 

テキスト pp.140～166 を読んで、カウンセリ

ングの効果について理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 
抑圧について参考書などで調べて、理解した

内容をノートにまとめる。 

第１０回 

・コンプレックス 

・投影 

・カウンセリング関係 

事前学習 
テキスト pp.166～184 を読んで、家族療法の

概要について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
転移・逆転移について参考書などで調べて、

理解した内容をノートにまとめる。 

第１１回 

・意味 

・共感 

・技法の問題 

事前学習 
テキスト pp.184～199 を読んで、技法につい

て理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
共感について参考書などで調べて、理解した

内容をノートにまとめる。 

第１２回 ・心理療法文献の検討２（精神分析的心理療法の事例） 

事前学習 

事前に配布された精神分析的心理療法の事

例文献をよく読み、自分なりの理解をしてお

く。 

事後学習 

精神分析的心理療法、治療構造について参考

書などで調べて、理解した内容をノートにま

とめる。 

第１３回 

・料金 

・心理テスト 

・カウンセラーの価値観 

・転移性恋愛 

事前学習 
テキスト pp.200～220 を読んで、心理テスト

について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
恋愛性転移について参考書などで調べて、理

解した内容をノートにまとめる。 

第１４回 
・訓練 

・カウンセラーの専門性 

事前学習 

テキスト pp.220～235 を読んで、カウンセラ

ーの専門性について理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 
カウンセラーの訓練について参考書などで

調べて、理解した内容をノートにまとめる。 

第１５回 
・補足（プライバシーへの配慮、訪問支援、地域支援） 

・まとめ（用語、概念） 

事前学習 
テキストを読み直して、心理療法の用語・概

念について復習し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

配布されたプリントを使って用語・概念につ

いて辞典などでさらに調べて理解した内容

をノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　県教育センター教育相談研究室の指導主事、及びスクールカウンセラーとしての実務経験の知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

１．科目名（単位数） 心理学統計法／心理統計法 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP1141 

２．授業担当教員 岡田 順介 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 心理学を修める上で、統計学の知識は、データを正しく扱い読み取るために必須の教養のひとつである。

本講義では、統計学に関する正しい知識を習得するとともに、データを収集し、分析し、結果を読み取る能

力を身につけることを目標とする。 

本講義は、「統計学」の講義に継続する内容として、実際にデータを収集し、統計ソフト(SPSS)を用いて、

「統計学」で習得した記述統計を実施するとともに、各種の統計的仮説検定の実際について学ぶ。 

８．学習目標 

代表的な統計処理について自ら統計ソフト(SPSS)を用いて実践することで、基本的なデータの扱いと読み

取り方法を習得する。具体的には、以下の４点を目標とする。 

１．研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができる。 

２．データに合った解析法を選択できる。 

３．選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができる。 

４．解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

複数回の課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】山田剛史・村井潤一郎著『よくわかる心理統計』ミネルヴァ書房、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準： 

①研究目的に合わせたデータを収集し、統計処理を行うことができるか 

②データに合った解析法を選択できるか 

③選択した解析法を、統計ソフト（SPSS）を使って実施し、結果を読み取ることができるか 

④解析結果をレポートとして記述する基本的な手順を理解し、説明することができるか 

○評定の方法： 

受講態度、演習への取り組み、期末レポートから総合的に評価する。 

授業への参加・受講態度：30% 

課題達成・レポート：40% 

小テスト：30% 

12．受講生への 

メッセージ 

１ 統計処理法はデータ処理のテクニックである。一度学べば生活や社会で役立つはずである。 

２ 卒業研究で実験したり調査したりする際に必要な内容である。 

３ 計算は電卓で行うが、分析と考察は実施者が行う。これが統計処理法である。 

４ 関数つき電卓があると便利である。 

尚、人数等、講義の状況に応じて一部記載内容から変更される場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の解説） 

統計学と心理統計法および統計処理法 

事前学習 
教科書（心理学と数字）を読み、心理統計の

社会的な貢献を理解しておく。 

事後学習 
なぜ心理学に統計が必要か、および社会的貢

献を熟知し、ノートにまとめておく。 

第２回 実験・調査データの検定と推定（仮説検定法について） 

事前学習 教科書（変数）を読む。 

事後学習 
量的変数・質的変数の概念について理解し、

ノートにまとめておく。 

第３回 記述統計（代表値） 

事前学習 教科書（代表値）を読む。 

事後学習 
代表値の種類とその特徴を理解し、ノートに

まとめておく。 

第４回 記述統計（散布度） 

事前学習 教科書（散布度・標準化）を読む。 

事後学習 
散布度の種類とその特徴について理解し、ノ

ートにまとめておく。 

第５回 相関分析（散布図・相関係数） 

事前学習 教科書（2 変数の関係）を読む。 

事後学習 
散布図の利用法・相関関係の概念について理

解し、ノートにまとめておく。 

第６回 相関分析（仮説の検証） 

事前学習 教科書（母集団を推測）を読む。 

事後学習 
相関分析による仮説検証について理解し、ノ

ートにまとめておく。 



 

 

第７回 クロス集計表と連関係数（χ²検定について） 

事前学習 教科書（クロス集計表）を読む。 

事後学習 
連関係数の求め方・特徴について理解し、ノ

ートにまとめておく。 

第８回 まとめ（授業 1～7） 

事前学習 

次の授業で質問できるように、これまでの授

業内容についてコメント・疑問等をまとめて

おく。 

事後学習 
質問に対する回答を理解し、ノートにまとめ

ておく。 

第９回 統計的仮説検定とは 

事前学習 教科書（統計的仮説検定）を読む。 

事後学習 
仮説検定の考え方・手順を理解し、ノートに

まとめておく。 

第１０回 実験法（1）ｔ検定の求め方 

事前学習 教科書（t 検定）を読む。 

事後学習 
二つの平均値の比較の求め方を理解し、ノー

トにまとめておく。 

第１１回 実験法（2）対応のある・ない場合の求め方 

事前学習 教科書（t 検定）を読む。 

事後学習 
対応のある・ない場合の検定方法について理

解し、ノートにまとめておく。 

第１２回 実験法（3）分散分析法（三つ以上の平均値の比較） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
平均値ではなく分散を利用することについ

て理解し、ノートにまとめておく。 

第１３回 実験法（4）分散分析法（二要因被験者内計画） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
二要因被験者内計画について理解し、ノート

にまとめておく。 

第１４回 実験法（5）分散分析法（二要因被験者間計画） 

事前学習 教科書（分散分析）を読む。 

事後学習 
二要因被験者間計画について理解し、ノート

にまとめておく。 

第１５回 まとめ（授業 1～14） 

事前学習 

次の授業で質問できるように、これまでの授

業内容についてコメント・疑問等をまとめて

おく。 

事後学習 これまでの授業内容を熟知しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 心理検査法演習 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3354 

２．授業担当教員 長坂 正文 

４．授業形態 演習およびグループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理的アセスメント／心理検査法」と併せて履修することが望ましい。 

７．講義概要 

心理臨床の現場でよく使用されている主な質問紙法検査や投影法検査等の理論、実施方法、結果の解釈に

ついて学習する。自らが心理検査の実施者と被検者の役割をとることによって、心理検査の目的、特徴、有

効性や限界について体験的に学ぶとともに、他のアセスメント方法とも合わせて総合的に事例を理解できる

ようになることを目指す。 

８．学習目標 

１．心理検査の種類・特徴および長所・短所を理解し、説明できるようになる。 

２．心理検査の実際を体験的に学び、使用できるようになる。 

３．心理検査の結果からのアセスメントができるようになる。 

４．心理検査における心理臨床の倫理について理解し、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・各実習で行った心理検査について結果をレポートにして提出する（A4用紙1枚）。 

10．教科書・参考書・

教材 

【参考書】澤田丞司著『心理検査の実際 改訂版』新興医学出版社、2004。 

     土川隆史他編『ロールシャッハ法解説』名古屋ロールシャッハ研究会、2011。 

【教 材】随時資料を用意し活用する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に熱心に取り組み、積極的に発言・発表をしたか。 

２．レポートは、演習・検査を踏まえて、要点を分かりやすくまとめる力がついたか。 

○評定の方法 

１．受講態度・参加姿勢            総合点の 30% 

２．実施した演習（心理検査）ごとのレポート  総合点の 40% 

３．科目終了レポート             総合点の 30% 

12．受講生への 

メッセージ 

・人間の深層心理を知る手がかりのさわりに是非触れてほしい。病院臨床だけでなく、スクールカウンセラ

ーなどの教育臨床であっても、将来必ず役に立つはずである。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・演習を中心に授業が展開するので、主体的・積極的に取り組むこと。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2 コマを第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・オリエンテーション 

（心理検査の概要） 

事前学習 心理検査の概要の予習をしてくる。 

事後学習 
興味をもった検査について参考書などで調

べて理解した内容をノートにまとめる。 

第２回 ・YG 性格検査の実施と分析 

事前学習 
YG 性格検査について調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第３回 ・TEG の実施と分析 

事前学習 
TEG について調べ、概要を理解するとともに

疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第４回 ・うつ尺度（SDS）、不安尺度（MAS）の実施と分析 

事前学習 
SDS、MAS について調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第５回 ・WISC の実施 
事前学習 

WISC について調べ、概要を理解するととも

に疑問点を明確にする。 

事後学習 検査結果をできるだけまとめておく。 

第６回 ・WISC の分析 

事前学習 
検査結果をできるだけまとめておくととも

に、疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第７回 ・バウムテスト、風景構成法の実施と分析 

事前学習 
バウムテスト、風景構成法について調べ、概

要を理解するとともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第８回 ・PF スタディの実施 
事前学習 

PF スタディについて調べ、概要を理解する

とともに疑問点を明確にする。 

事後学習 検査結果をできるだけまとめる。 



 

 

第９回 ・PF スタディの分析と事例研究 

事前学習 
実施した PF スタディについてまとめ、疑問

点を明確にする。 

事後学習 
事例についてまとめてレポートとして提出

する。 

第１０回 ・SCT の実施と事例研究 

事前学習 
SCT について調べ、概要を理解するとともに

疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１１回 ・ロールシャッハ・テストの実施 

事前学習 
ロールシャッハ・テストについて調べ、概要

を理解するとともに疑問点を明確にする。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１２回 ・ロールシャッハ・テストの分析 

事前学習 
実施したロールシャッハ・テストについてで

きるだけ、分析表にまとめておく。 

事後学習 
検査結果をまとめてレポートとして提出す

る。 

第１３回 
・箱庭療法の実施 

（制作した箱庭の検討） 

事前学習 

箱庭療法について調べ、概要を理解するとと

もに疑問点を明確にする。また、事前にひと

りずつ箱庭を作成する。 

事後学習 箱庭作品の解釈を試み提出する。 

第１４回 ・箱庭の事例研究 
事前学習 

事前に配布された事例を読んで、概要を理解

し分からないところを明確にする。 

事後学習 箱庭作品の解釈を試みレポートを提出する。 

第１５回 ・まとめ 

事前学習 参考書を再読し問題意識を明確にする。 

事後学習 
配布資料で興味をもった項目について、さら

に調べ理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 政治学（国際政治を含む） （2 単位） 

３．科目番号 GELA1318 

２．授業担当教員 鈴木 収 

４．授業形態 講義、グループ討議 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

景気対策、規制緩和、地域主権、社会保障、雇用問題など「政治」の場で議論される諸問題はマスメディ

ア報道などを通して日々われわれの耳に入ってくる。わたしたちは、住みやすい社会をつくり、市民の生活

水準の向上図るための機能を「政治」と呼んでいる。本科目では政治学の基礎的な概念を理解し、歴史的事

象、時事問題を事例として政治の仕組みについて考えていく。 

８．学習目標 

1) 政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2) 現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3) 具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

 市場の失敗の例である「公共財」に及び「情報の非対称性」ついて、その概要をまとめて書きなさい。ま

た、「公共財」か「情報の非対称性」についてあなたの考えを書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 マスメディアの報道内容と国鉄民営化の関わり及びテレビ・ラジオと新聞・雑誌の政治的中立性の違いに

ついて書きなさい。日本のマスメディアについてあなたの考えを書きなさい。（A4用紙） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

北山俊哉・久米郁男・真渕勝共著『はじめて出会う政治学（第三版）』有斐閣アルマ、2009。 

【参考書】 

バーナード・クリック 著『現代政治学入門』講談社学術文庫、2003。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1)政治学の基本概念について理解し、説明できる。 

2)現代社会を政治学の観点から見たり考えたりすることができる。 

3)具体的な公共政策を事例として当否の検討などをとおして政治参加に必要な意思決定ができる。 

○評定の方法 

成績評価の規準１)～３)についての達成度を以下の方法により評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

かなり難しく思える政治学が「住みやすい社会」と「住民を守る国家」を築くことを目標とするものであ

り、そのための手段を「政治」というのだと理解すること。毎回、自分の意見を適切に述べ合う授業方法で

進めていく。 

13．オフィスアワー 講義の中で通知するが、研究室在席中はいつでも受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

第 1 章 組織された集団 

「1 鉄の三画同盟」について （教科書 pp.2～9） 

事前学習 地図帳や図表などを見て、世界地理を知る。 

事後学習 
現代の政治問題について、ノートにまとめ

る。 

第２回 

第 1 章 組織された集団 

「2 少数者たちが支配する？ －多元的民主主義―」 

（教科書 pp.9～19） 

事前学習 利益集団とは何かを知る。 

事後学習 
多元的民主主義の考え方を、ノートにまとめ

る。 

第３回 

第 2 章 官と民の関係 

「1 規制緩和で何が変わったか？」 

（教科書 pp.20～26） 

事前学習 
官（政治家、官僚）と民（経営者、労働者）

の関係を知る。 

事後学習 
企業と労働組合の選挙活動や政治運動につ

いて、ノートにまとめる。 

第４回 

第 2 章 官と民の関係 

「2 市場の失敗・政府の失敗」 

（教科書 pp.26～39） 

事前学習 
官（政治家、官僚）と民（経営者、労働者）

の関係を知る。 

事後学習 
企業と労働組合の選挙活動や政治運動につ

いて、ノートにまとめる。 

第５回 

第 3 章 大企業と政治 

「1 大企業が政治を支配している？」 

「2 大企業の構造的な影響力と政治的紛争」 

（教科書 pp.40～56） 

事前学習 
大企業の政治献金による政党との癒着を覚

える。 

事後学習 
自由民主党の衰退と復活の背景について、ノ

ートにまとめる。 

第６回 

第 4 章 選挙と政治 

「1 政策で選挙は戦えるか？」 

「2 施策に代わる手がかりは？」 

（教科書 pp.58～76） 

事前学習 政党と内閣の関係をつかむ。 

事後学習 
公職選挙の問題点について、ノートにまとめ

る。 



 

 

第７回 

第 5 章 地方分権 

「1  自治体には 2 つの役割がある」 

「2 国と地方の相互依存」 

（教科書 pp.77～94） 

事前学習 日本の地方自治の欠点を知る。 

事後学習 
地方税と裁判所について、ノートにまとめ

る。 

第８回 

第 6章 マスメディアと政治 

「1 マスメディアは政治を動かす？」 

「2 マスメディアは誰の味方か？」 

（教科書 pp.96～116） 

事前学習 マスメディアとインターネットを覚える。 

事後学習 
マスメディアの管理について、ノートにまと

める。 

第９回 

第 7章 国会 

「1 ねじれ国会」 

「2 国会の影響」 

（教科書 pp.118～137） 

事前学習 国会と内閣の関係をつかむ。 

事後学習 
大統領制度と内閣制度の違いについて、ノー

トにまとめる。 

第１０回 

第 8章 内閣と内閣総理大臣 

「1 内閣総理大臣と大統領」 

「2 総理大臣の影響力」 

（教科書 pp.138～159） 

事前学習 
総理大臣（首相）と国務大臣（閣僚）の構成

を知る。 

事後学習 
総理大臣の権力構造について、ノートにまと

める。 

第１１回 

第 9 章 官僚 

「1 大臣と官僚のバトル」 

「2 キャリア官僚のキャリア」 

              （教科書 pp.160～176） 

事前学習 
国会議員（政治家）と公務員（官僚）の対立

を覚える。 

事後学習 
官僚支配の実態について、ノートにまとめ

る。 

第１２回 

第 10 章 冷戦の終わりからテロとの戦いへ 

「1 戦後の国際環境」 

「2 日本の対外政策」 

              （教科書 pp.178～195） 

事前学習 アメリカとソ連の冷戦の歴史をつかむ。 

事後学習 
冷戦後の軍事体制について、ノートにまとめ

る。 

第１３回 

第 11 章 経済交渉 

「1 貿易は世界を幸せにするか？」 

「2 経済交渉の行われ方」 

              （教科書 pp.196～217） 

事前学習 貿易摩擦と経済交渉を知る。 

事後学習 
ＰＰＦ交渉の背景について、ノートにまとめ

る。 

第１４回 

第 12 章 国境を越える政治 

「1 ビリヤード・ゲームのような国際政治」 

「2 裸になる国家」 

              （教科書 pp.218～238） 

事前学習 今日の国際政治の焦点を覚える。 

事後学習 
イラン問題と北朝鮮問題の対策について、ノ

ートにまとめる。 

第１５回 政治学のまとめ 

事前学習 政治問題の解決手段をつかむ。 

事後学習 
国民を幸福にする政治とは何かについて、ノ

ートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 精神保健学 / 精神保健学（中等） （2 単位） 

３．科目番号 
EDHE2303 

EDHE2306 
２．授業担当教員 滝川 英昭 

４．授業形態 講義、プレゼンテーション、ディスカッション、レスポンスシート ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

養護教諭として求められる「乳幼児から老年期までの各ライフステージにおける精神保健」、「精神保健に

おける個別課題（家庭・学校・地域・職場・司法精神保健など）」、「精神保健に関する法制度・行政のしくみ」
「世界の精神保健事情」についての最新事情を学び、将来の自身のあり方を選択することに役立てる。 

８．学習目標 
・「養護教諭」として必要な精神保健学の知識を身につける。 

・精神保健の最新事情を知り、学校現場における「精神保健」の意義や課題について考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

講義で取り上げた項目や学生の関心事項の中から、選択してレポートを作成し提出する。 

詳細は授業で説明する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

新版精神保健福祉士養成セミナー編集委員会編 

『新版 精神保健福祉士養成セミナー2 精神保健学―精神保健の課題と支援』へるす出版、2014。 

【参考書】 

日本精神保健福祉士養成校協会編『新・精神保健福祉士養成講座 1精神疾患とその治療』中央法規、2012。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

１、ライフサイクルにおける精神保健について理解しているかどうか。 

２、障害に対する理解をしているかどうか。 

３、精神保健福祉の個別課題に対し、理解しているかどうか。 

４、我が国と諸外国の精神保健を理解しているかどうか。 

○評定の方法 

１、積極的参加度（毎回の提出物、授業への積極的参加度）50％、 

２、課題レポート、プレゼンテーション 10％、 

３、復習テスト（2 回実施）の総計点数 40％ 

以上の結果を総合的に判断する。 

なお、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

精神保健は、過去・現在そして将来、あなた自身を見つめ、把握し、自身を守るスキルとなる。自分の個

体生存のためにも今学んでいるという視点をもって取り組むこと。講義では視覚教材を多用する。さまざま

な情報を入手しやすくなってきている現在において、教科書を踏まえながら、現実に生じているリアルな実

践に触れることのできる講義に心掛けるので、ともに学んでいく意識を持つこと。随時、配布プリントで補

完していく。 

13．オフィスアワー 授業の前後に相談に応じる。メールの活用も考慮する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
シラバスの説明、オリエンテーション 

ストレスと脳 

事前学習 教科書 pp.1～16 を読んでくる。 

事後学習 ストレスについての配布プリントを復習する。 

第２回 
ライフサイクルにおける精神保健 

乳幼児期 

事前学習 教科書 pp.17～28 を読んでくる。 

事後学習 

乳幼児期についての配布プリントを復習し、ラ
イフサイクルの表（教科書 p.56）をいつも見る
ことができるようにしておく。 

第３回 
ライフサイクルにおける精神保健 

学童期 

事前学習 教科書 pp.28～40 を読んでくる。 

事後学習 学童期についての配布プリントを復習する。 

第４回 
ライフサイクルにおける精神保健 

思春期、青年期 

事前学習 教科書 pp.40～60 を読んでくる。 

事後学習 

思春期/青年期についての配布プリントを復習
する。自我同一性の拡散（教科書 p.57）につい

て振り返る。 

第５回 

ライフサイクルにおける精神保健 

（青年期に発症する）統合失調症、わが国の精神障害者

対策 

事前学習 教科書 pp.80～95 を読んでくる。 

事後学習 
青年期の精神障害についての配布プリントを復
習する。 

第６回 

ライフサイクルにおける精神保健 

成人期、老年期 

うつ病、認知症について 

事前学習 教科書 pp.60～78、pp.95～105 を読んでくる。 

事後学習 
成人期/老年期についての配布プリントを復習

する。 

第７回 
障害者（児）の精神保健 

てんかん、知的障害について 

事前学習 
障害にはどのような種類があるのか、調べてみ

る。 

事後学習 
障害者（児）についての配布プリントを復習す
る。 



 

 

第８回 
成人の発達障害（アスペルガー障害、ADHD） 

老年の認知症（皮質性、皮質下性）とその対策について 

事前学習 

発達障害や認知症にはどのような種類があり、

どのような対策がなされているのか調べてみ

る。 

事後学習 
成人の発達障害や認知症が社会問題となってい
る、昨今の社会背景について考えてみる。 

第９回 
アルコール関連問題対策 

薬物乱用防止対策について 

事前学習 教科書 pp.106～140 を読んでくる。 

事後学習 薬物についての配布プリントを復習する。 

第１０回 
思春期（青年期）の精神保健対策 

（オーバードーズを中心に） 

事前学習 教科書 pp.140～152 を読んでくる。 

事後学習 
自我同一性の拡散（教科書 p.57）と確立（教科

書 p.58）について振り返ってみる。 

第１１回 
家庭における精神保健 

（児童虐待を中心に） 

事前学習 教科書 pp.189～197 を読んでくる。 

事後学習 児童虐待についての配布プリントを復習する。 

第１２回 
職場・学校における精神保健 

（児童相談所の職場環境を中心に） 

事前学習 教科書 pp.198～226 を読んでくる。 

事後学習 
児童相談所についての配布プリントを復習す
る。 

第１３回 
地域における精神保健 

（保健福祉活動における具体的な技術、SST など） 

事前学習 教科書 pp.227～252 を読んでくる。 

事後学習 
保健福祉活動についての配布プリントを復習す
る。 

第１４回 

まとめ（その 1） 

うつ病と自殺対策、わが国の「こころの健康づくり」に

ついて 

事前学習 教科書 pp.152～164 を読んでくる。 

事後学習 
自殺対策には何が必要なのか、身の回りの事柄

から考えてみる。 

第１５回 
まとめ（その 2） 

世界的にみた精神保健の流れ 

事前学習 教科書 pp.299～318 を読んでくる。 

事後学習 
日本の精神医療、精神保健の現状から、日本人

の特性について考えてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 生理学 （4 単位） 

３．科目番号 GELA2322 

２．授業担当教員 宋 暁鈞 

４．授業形態 
講義、ディスカッション、ならびに意見発表。生理学に関する簡単

な実験。 
５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

医療分野の多極化がすすみ、数多くの co-medical の新しい職種が誕生している。人体に関係のある仕事に

携わる人々にとって人体生理学は大変大切である。職場の労働者の健康管理や快適な職場環境づくりを行う

ための衛生管理者や福祉専門職・心理専門職にとって、この生理学は欠かすことのできない科目であるが、

難解な科目でもある。しかし、まず、人体の全般にわたって理解を深め、その上で、専門的な知識を習得し

ていくことが大切である。 

本科目では、人体各部の組織、器官・器官系それぞれの生理機能を理解し、それらが統合された個体として

の人体活動について、疾病とも関連させて学ぶ。 

８．学習目標 

学生には下記について学び、説明できるようになることが期待される。 

１．人体各部の組織・器官・器官系の名称とその位置を確認する。 

２．生体内の諸組織・器官の機能について理解できるようになる。 

３．生体内の諸組織・器官の神経系による調節について理解できるようになる。 

４．生体内の諸組織・器官の内分泌系による調節について理解できるようになる。 

５．神経系・免疫系・自律神経系を介する生体防御について理解できるようになる。 

６．生体機能を健康的に維持する方法について理解できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．授業内容の復習のために、適宜提出物を求まる。 

※A4版、横書き、400字～600字。 

２．レポート課題：最も関心の高かった器官系を一つ選び、生理機能をまとめる。 

※A4版、横書き、1000字～1600字。第30回授業後提出。  

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】岡田隆夫・松村幹郎著『人体生理学ノート 改訂 7 版』金芳堂、2009。 

【参考書】吉岡利忠他(編)『生体機能学テキスト 第 2 版』中央法規、2007。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

 １．人体の組織・器官・器官系の機能をふまえて、生体丸ごとの活動について理解しているか。 

 ２．生理学と医学の他分野と関連づけて理解できているか。 

○評定の方法 

 １．授業への積極的参加度（授業ごとのレポート、発言） 40％ 

 ２．課題レポート・発表                30％ 

 ３．期末試験                     30％ 

上記のほかに、本学の規定に定められている 3/4 以上の出席が単位習得の条件であることも考慮する。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、受講生は以下の条件を守ることが期待されている。 

１.授業中は常に集中力を保って受講すること。 

２.積極的態度で授業に参加すること。疑問点は後に残さず、講義時間内及び直後に質問すること（研究室へ

の来訪は大歓迎）。 

３.予習・復習を十分行うこと。関連図書を沢山読むこと。 

４.レポートは、簡潔且つ要点を掘り下げたものを求める。 

５.授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。特に、携帯電話の操作は絶対にしないこ

と。上記のことをした場合はその理由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

13．オフィスアワー 
授業のない時間帯であれば、何時でも研究室で質問を受ける。どんな事でも気軽に来て相談することができ

る。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の解説） 

身体・細胞  

（構造と機能） 

事前学習 
pp.１～13：身体の仕組み、細胞の構造と機能を

調べておく。 

事後学習 
細胞膜・細胞内小器官・細胞核の機能について

まとめる。 

第２回 
体液   

（組成、恒常性の調節） 

事前学習 pp.15～19：体液の組成と平衡を調べておく。 

事後学習 
細胞内液、細胞外液の組成、水分調整、脱水症
状についてまとめる。 

第３回 
血液  

（組成、役割、血液凝固と線溶系） 

事前学習 pp.31～44：血液の組成と役割を調べておく。 

事後学習 血球の働き、血液凝固機序についてまとめる。 

第４回 
循環①  

（心機能の調節機序、心電図の意味） 

事前学習 pp.57～67：心臓の位置､構造を調べておく。 

事後学習 
心機能の調節機序と心電図の意味についてまと
める。 

第５回 
循環②  

（血管系と機能調節、血管系の異常、リンパ系） 

事前学習 
pp.68～85：血管系・リンパ系の構造と機能調節

を調べておく。 

事後学習 
血管系・血圧調節の機序とリンパ液の役割につ

いてまとめる。 



 

 

第６回 
呼吸①  

（呼吸器の構造と機能調節） 

事前学習 pp.45～49：気道と肺の構造と機能を調べておく 

事後学習 呼吸器系の機能調節についてまとめる。 

第７回 
呼吸②  

（ガス交換、呼吸器系の異常） 

事前学習 
pp.49～56:吸気･呼気中のガス成分を調べてお

く。 

事後学習 
血中酸素分圧の測定結果を踏まえて、呼吸器系

機能についてまとめる。 

第８回 
消化①  

（消化器系の構造と機能調節） 

事前学習 
pp.99～102：消化管と消化腺の構造を調べてお

お。 

事後学習 消化管と消化腺の機能調節についてまとめる。 

第９回 
消化②  

（消化、吸収、消化管ホルモン） 

事前学習 
pp.102～109：消化・吸収の意味、消化酵素を

調べておく。 

事後学習 
消化運動に関与するホルモンについてまとめ
る。 

第１０回 
授業のまとめとディスカッション 

第１回 レポート課題を提出 

事前学習 

第１回～第９回まで学んだことについて学生間

でディスカッションし、第１回レポート課題を

提出。 

事後学習 
レポート課題の内容について、誤っていた部分
を再学習。 

第１１回 
栄養と代謝  

（栄養素、中間代謝、エネルギー所要量） 

事前学習 pp.111～118：栄養素の種類と機能を調べておく 

事後学習 栄養素の代謝についてまとめる。 

第１２回 
体温  

（体温の生理的変動、熱産生、熱放射、気候順化） 

事前学習 
pp.119～120：人体の体温測定部位と正常値、

体温調節中枢を調べておく。 

事後学習 体温調節のメカニズムについてまとめる。 

第１３回 

尿の生成と排尿  

（腎臓の機能、糸球体の濾過、尿細管再吸収、体内の水

分平衡） 

事前学習 pp.87～98：泌尿器系の構造と機能を調べておく 

事後学習 尿の生成機構と排尿機構についてまとめる。 

第１４回 
内分泌系①  

（内分泌腺とホルモン、ホルモン分泌調節機序） 

事前学習 
pp.125～129：内分泌腺・外分泌腺の相違とホ

ルモンの特性を調べておく。 

事後学習 
内分泌の刺激機構、フィードバックによる抑制

機構についてまとめる。 

第１５回 
内分泌系②  

（成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後葉ホルモン） 

事前学習 
pp.130～136：下垂体、甲状腺の構造と機能を

調べておく。 

事後学習 
成長ホルモン、甲状腺ホルモン、下垂体後葉ホ
ルモンの生理的効果についてまとめる。 

第１６回 
内分泌系③  

（副腎皮質ホルモン、性ホルモン、膵臓ホルモン） 

事前学習 
pp.136～142：副腎皮質ホルモンとインスリン

の機能を調べておく。 

事後学習 ホルモンの過剰・過小の影響についてまとめる。 

第１７回 
内分泌系④  

（ストレスによる内分泌系･免疫系への変化） 

事前学習 
事前に配布した資料を理解し、ストレスによる

身体と精神に及ぼす影響を調べておく。 

事後学習 
ストレスを起因する内分泌系と免疫機構への変
化についてまとめる。 

第１８回 
生殖  

（性分化、二次性徴、性周期、受精・分娩） 

事前学習 
pp.143～149：受精、胎児の成長、分娩の過程

を調べておく。 

事後学習 
性分化、二次性徴と性ホルモンとの関連につい

てまとめる。 

第１９回 
骨とカルシウム代謝  

（構造、骨吸収･再形成、骨代謝とホルモン、骨粗鬆症) 

事前学習 
事前配布資料を読んで、骨の構造と代謝、骨粗

鬆症を調べておく。 

事後学習 
カルシウム調整ホルモンの種類と機能、骨粗鬆

症の予防機構についてまとめる。 

第２０回 
授業のまとめとディスカッション 

第 2回 レポート課題を提出 

事前学習 

第 11 回～第 19 回まで学んだことについて学生

間でディスカッションし、第２回レポート課題

を提出。 

事後学習 
レポート課題の内容について、誤っていた部分
を再学習する。 

第２１回 
神経①  

（神経細胞の形態、活動電位、興奮の伝達･伝導） 

事前学習 
pp.21～29：神経細胞の特徴とシナプス伝達を調

べておく。 

事後学習 
神経の興奮伝導･シナプス伝達についてまとめ
る。 



第２２回 
神経②  

（自律神経系、運動神経系、感覚神経系）   

事前学習 
pp.153：末梢神経系（遠心性、求心性）の特徴

を調べておく。 

事後学習 末梢神経系の障害に伴う各種症状をまとめる。 

第２３回 
神経③  

（中枢神経系：大脳新皮質、辺縁系） 

事前学習 pp.151～161：脳の構造と機能を調べておく。 

事後学習 
高次脳機能とそれらの障害に伴う症状について
まとめる。 

第２４回 
神経④  

（中枢神経系：脳幹、脊髄、小脳） 

事前学習 
事前配布資料を読んで、脳幹、脊髄、小脳の構

造を調べておく。 

事後学習 脳幹、脊髄、小脳の機能についてまとめる。 

第２５回 
筋肉①  

（骨格筋：筋収縮の機序、運動の神経支配） 

事前学習 
pp.183～191：随意筋（骨格筋）と不随意筋（平

滑筋・心筋）の特徴を調べておく。 

事後学習 骨格筋の収縮機序と筋疲労についてまとめる。 

第２６回 
筋肉②  

（平滑筋、心筋） 

事前学習 
pp.183～185:平滑筋と心筋の特徴を調べてお

く。 

事後学習 
平滑筋、心筋の収縮と自律神経調節機構につい

てまとめる。 

第２７回 
感覚①  

（感覚の種類、感覚受容器と伝導、体性感覚） 

事前学習 
pp.163～167：感覚とは？体性感覚を調べてお

く。 

事後学習 
感覚受容器と伝導、体性感覚の種類と感度につ
いてまとめる。 

第２８回 
感覚②  

（特殊感覚） 

事前学習 
pp.168～182：特殊感覚の種類と感覚受容部位

を調べておく。 

事後学習 
特殊感覚（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、平衡感覚）
の特徴とそれぞれの障害についてまとめる。 

第２９回 授業の総まとめ、質疑応答 

事前学習 
第１回～第２８回まで学んだ内容について学生

間でディスカッションし、質疑応答を行う。 

事後学習 
第１回～第２８回までの授業を振り返り、ポイ

ントを掴む為に再学習する。 

第３０回 第 3回 レポート課題を提出する 

事前学習 課題に対するレポートの作成を行うこと。 

事後学習 

生理学全般について質疑･応答、ディスカッショ
ンを取り入れてまとめる。学習目標を達成でき

たかを考えておく。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 世界史 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1328 

GELA1348 
２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義・ディスカッション・グループワーク ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

歴史を学ぶということは過去を記憶することのみにとどまるものではない。それを踏まえ、現在をどのよ

うに生き、さらに未来をどう構築していくのかについて主体的に考えることである。つまり、現存の社会、

経済、政治制度、文化、思想、技術などがどのように形成されてきたのか、それを今後どのようにしていく

のかについて、総体的に捉えることが必要である。各地域の歴史、文化、民族などは共通する部分もあるが、

基本的にはそれぞれが異質な存在であるととらえた方がそれらに対し真摯である。世界史の授業では、様々

な地域の歴史を学ぶことを通して、各地域の文化や民族の特質を理解し、多文化共生社会の実現に向けて必

要となる知識や教養を身に付けることを目的とし、 

受講生の興味・関心のある課題を取り入れながら授業を進めていくことにしたい。 

８．学習目標 

大きな目標は４点である。 

１ 平和を維持するため、戦争を起こさないための強い気持と行動力を形成し、実践に活かすことができる。 

２ 現代にいたる歴史の概要を理解し、説明することができる。 

３ それぞれの地域、文化、民族の特質を理解し、説明することができる。 

４ 多文化が共生するためには相互理解が必要であることを理解し、説明することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1) 各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

2) 日頃から国際情勢に関するニュースに触れておく。 

3) 世界の歴史を学ぶ意味について考えをまとめる。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】「世界の歴史」編集委員会 編著『新もういちど読む山川世界史』山川出版社、2017。 

【参考書】木村靖二・岸本美緒・小松久男 編著『詳説 世界史研究』山川出版、2017。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

１．世界史に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の３０％ 

２ 課題レポート      総合点の５０％ 

３ 日常の学習状況     総合点の２０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

教科書・配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

国際社会に興味を持っていることが望ましい。 

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマ内容について

把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 人類の進化と文明の起源 

事前学習 
教科書の pp.7-12を読み、人類の進化につい

て復習しておく。 

事後学習 既習内容を復習する。 

第３回 古代オリエント世界 

事前学習 
教科書の pp.14-36を読み、「古代オリエント」

の意味を調べておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、古代ギリシャやローマの

様子について整理しておく。 

第４回 アジアの古代文明：インド、中国 

事前学習 
教科書の pp.36-56 を読み、インダス文明、

黄河文明について把握しておく。 

事後学習 

既習内容を復習し、インダス文明や黄河文明

が発達した要因や背景について整理してお

く。 

第５回 中世：東アジア世界 

事前学習 
教科書の第 2章を読み、日本を含む当時の東

アジア情勢について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時の東アジア圏の関係

について整理しておく。 

第６回 中世：イスラーム世界 

事前学習 
教科書の第 3章を読み、イスラーム世界の成

立について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、イスラーム文化の特徴に

ついて整理しておく。 



第７回 中世：ヨーロッパ世界 

事前学習 
教科書の第 4章を読み、当時のヨーロッパの

情勢について把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時の世界におけるヨー

ロッパの位置づけについて整理しておく。 

第８回 近世ヨーロッパの形成 

事前学習 
教科書の第 5 章を読み、「近世」と「近代」

の違いについて調べておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、ヨーロッパの世界各国へ

の影響について整理しておく。 

第９回 欧米近代社会の確立 

事前学習 
教科書の第 6章を読み、ヨーロッパからアメ

リカにわたる情勢の流れを把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、独立戦争、産業革命、ナ

ショナリズムについて流れを整理しておく。 

第１０回 近代アジアの変動 

事前学習 
教科書の第 7章を読み、日本を含むアジアの

動きを把握してく。 

事後学習 
既習内容を復習し、当時のアジア圏と非アジ

ア圏の関係を把握しておく。 

第１１回 帝国主義時代の始まりと第一次世界大戦 

事前学習 
教科書の第 8章を読み、第一次世界大戦当時

の世界情勢を把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、植民地支配に対するアジ

ア、アフリカの動きを整理しておく。 

第１２回 ヴェルサイユ体制と第二次世界大戦 

事前学習 
教科書の第 9章を読み、第二次世界大戦に関

わった国々の関係を把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、第二次世界大戦が世界に

及ぼした影響について整理しておく。 

第１３回 戦後の東西対立と冷戦 

事前学習 
教科書の第 10 章を読み、戦後の世界情勢を

把握しておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、戦後のアメリカとソ連の

働きについて整理しておく。 

第１４回 現在の国際社会 

事前学習 
現在の国際社会における問題について調べ

ておく。 

事後学習 
既習内容を復習し、経済成長がもたらした日

本の世界への影響について整理しておく。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点を確

認しておく。 

事後学習 
教科書を参照しながらノートや資料を整理

し、レポートを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅡ （4 単位） 

３．科目番号 
SNMP3356 

SSMP2156 
２．授業担当教員 植木 是 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
事前に「ソーシャルワークⅠ」を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅡは、ソーシャルワークⅠで学習したソーシャルワークの基本的考え方、専門職倫理な

どを前提として、個人、家族、集団、また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士が

ソーシャルワーカーとして提供する専門知識と技術について学んでいく。 

特に、分野を問わずソーシャルワーク実践に不可欠なソーシャルワークプロセス（相談援助の展開過程）

についての理解促進を軸に、その過程において必要とされる面接技術や記録技術、アウトリーチや交渉とい

った専門知識と技術について学習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に

該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.「相談援助」について理解を深めるとともに、その構造と機能について理解する。 

2.人と環境の相互作用について理解する。 

3.相談援助における援助関係について理解する。 

4.相談援助の展開過程において、各過程の目的、方法（技術）について理解する。 

5.アウトリーチの目的、方法について理解する。 

6.相談援助における面接技術について理解する。 

7.相談援助における記録技術について理解する。 

8.相談援助における交渉技術について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

学生の理解度に応じた課題を適宜出す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅰ（新・社会福祉士養成講座 7）』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・8 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・8 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・8 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

レポート課題（25％）定期試験（50％）、受講態度（25％）による総合的評価 

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークⅠに引き続き、相談援助に必要な理論・方法について学んでいく。実践現場で使える生

きた知識として身につけることを期待する。 

13．オフィスアワー 授業時間の前後に相談に応じる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション： 
ソーシャルワークⅡを学習するにあたっての説明と確

認 
ソーシャルワークⅠの振り返り 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき
るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第２回 
社会福祉の概念的理解： 
「社会福祉」をどのように説明するか？ 

事前学習 
「社会福祉」について自分の言葉で説明でき

るよう、ノートにまとめておく。 

事後学習 
講義を踏まえて「社会福祉」について自分の

言葉でノートにまとめる。 

第３回 
ソーシャルワークの概念と範囲： 

映画『ターミナル』からソーシャルワークを考える 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第４回 
ソーシャルワークの概念と範囲： 
国際的ソーシャルワークの定義について理解する 

事前学習 
テキスト pp.2～18 を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 5回の講義時に提出する。 

第５回 
ソーシャルワークの職種と専門性： 

ソーシャルワークの「仕事」と「職場」 

事前学習 
テキスト pp.19～25を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 

第６回 
ソーシャルワークの理念と原則： 

ソーシャルワーク実践の根底にあるものは何かを知る 

事前学習 
「社会正義」について調べ、自分の言葉で説
明できるようにする。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 7回の講義時に提出する。 



第７回 
ソーシャルワークの倫理： 
倫理綱領とは何か？ 

事前学習 

社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に

ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第８回 ソーシャルワーク実践上のディレンマ 

事前学習 

社会福祉士の倫理綱領を一読し、その内容に

ついて教員へ確認すべき事項を箇条書きす
る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 9回の講義時に提出する。 

第９回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅰ：事例を

通じてソーシャルワークの構造を知る 

事前学習 

第 8回に配布されたレジュメに記載されてい

る課題（ジェノグラムを見て考える）につい
て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１０回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅱ：事例を

通じてソーシャルワークに必要な視点と態度を学ぶ 

事前学習 

第 8回に配布されたレジュメに記載されてい

る課題（ジェノグラムを見て考える）につい
て自己の考えをノートにまとめる。 

事後学習 
ワークシートの設問 3・4 について各自記入

する。 

第１１回 
総合的かつ包括的なソーシャルワーク実践Ⅲ：事例を
通じて「人と環境の相互作用」を理解する 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を

明確にする。テキスト pp.53～67を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１２回 
ソーシャルワークにおけるニーズ： 

ニーズの多様性について事例を用いて理解を深める 

事前学習 
ワークシート内容に目を通し、事例の概要を
明確にする。pp.44～51を参照。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 13回の講義時に提出する。 

第１３回 
ミクロからメゾ、マクロを包括したソーシャルワーク
実践について（事例紹介） 

事前学習 
テキスト pp.27～43を熟読し、その内容をノ
ートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 15回の講義時に提出する。 

第１４回 

ソーシャルワーク実践と援助関係： 
ソーシャルワーカーとクライエントとの関係性につい
て理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.69～93を熟読し、その内容をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
課題 1の作成（講義内で示される提出期限厳

守）。 

第１５回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅰ： 
ソーシャルワークの展開過程の全体像を理解する 

事前学習 
テキスト pp.95～101 を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 17回の講義時に提出する。 

第１６回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅱ： 

ケースの発見からアセスメント 

事前学習 
テキスト pp.102～126を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 17回の講義時に提出する。 

第１７回 
ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性と技術
を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」

を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１８回 アセスメント演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.182～204を熟読し、その内容を
確認する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 19回の講義時に提出する。 

第１９回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅲ： 

アセスメントからプランニング・支援の実施 

事前学習 
テキスト pp.127～136を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」

を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２０回 プランニング演習を通じて学んだことの実践を行う 

事前学習 
テキスト pp.206～222を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト（事例）」
を記入し、第 21回の講義時に提出する。 

第２１回 
ソーシャルワークの展開過程Ⅳ： 
モニタリングと評価・効果測定 

事前学習 
テキスト pp.138～153を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳

守）。 

第２２回 
ソーシャルワークのモニタリングと効果測定・評価の
技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.224～248を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
課題 2の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 



 

 

第２３回 面接技法Ⅰ：面接の必要性と果たす役割を理解する 

事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、

第 25回の講義時に提出する。 

第２４回 面接技法Ⅱ：面接に必要となる技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.250～268を熟読し、その内容を

ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 25回の講義時に提出する。 

第２５回 面接ロールプレイ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知
識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２６回 
記録の意義と方法：ソーシャルワーク技術としての記
録について事例を基に技術を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.269～293を熟読し、その内容を
ノートにまとめる。 

事後学習 
講義内で配布される事例について、学んだ知

識を用いて模擬的に記録を作成する。 

第２７回 
“交渉”とソーシャルワーク：ソーシャルワークにお
ける交渉の持つ意義と役割を学ぶ 

事前学習 
テキスト pp.296～315を熟読し、その内容を

ノートに記入する。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２８回 

これまでの学びについてのまとめ： 
事例を用いてソーシャルワークの展開過程とその他技
術について総合的にその内容を確認する 

事前学習 
これまでの資料等を整理し、学習内容を振り
返る。 

事後学習 
講義内で配布予定の「確認テスト」を記入し、
第 29回の講義時に提出する。 

第２９回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅰ（ジェネ
リック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を
箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配

布されたレジュメをまとめる。 

第３０回 
これからのソーシャルワークの課題と展望Ⅱ（スペシ
フィック） 

事前学習 
29 回の講義において疑問となっている点を

箇条書きにする。 

事後学習 
ソーシャルワーク実践上の課題について配

布されたレジュメをまとめる。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） ソーシャルワークⅢ （4 単位） 

３．科目番号 

SNMP3357 

SCMP3357 

SSMP3157 ２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表、ロールプレイ ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
ソーシャルワークⅠ及びⅡをすでに履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

ソーシャルワークⅢは、ソーシャルワークⅠ・ソーシャルワークⅡで学習したソーシャルワークの基本的

考え方、専門職倫理、ソーシャルワークプロセスと付随する専門技術等を前提として、個人、家族、集団、

また地域社会といったクライエント・システムに対し、社会福祉士がソーシャルワーカーとして提供する専

門知識と技術について学んでいく。 

特に、多様な課題と支援の必要性を持つ現代社会のクライエントに、より専門的に対応、その課題等の解

消と軽減に向け働きかけることのできる知識・技術としての実践理論・アプローチについて学習する。加え

て、グループを用いた支援、あらゆる場面で必要とされるコーディネーションとネットワーキング、関連す

る社会資源の調整と開発など、クライエントへの直接的・間接的相談援助技術について総合的・包括的に学

習する。なお、本講義は社会福祉士国家試験の「相談援助の理論と方法」に該当する科目である。 

８．学習目標 

下記の目標を達成することが期待される 

1.ソーシャルワークの定義と「相談援助」の対象について再確認する。 

2.ケースマネジメント（ケアマネジメント）についてその概要を理解する 

3.グループを活用した支援について理解する。 

4.コーディネーションとネットワーキング、社会資源の調整・開発について理解する。 

5.ソーシャルワーク実践モデルとアプローチの概要と実践方法について理解する。 

6.スーパービジョンについて理解する。 

7.ケースカンファレンスについて理解する。 

8.実践事例を通じて、相談援助に必要な専門知識・技術について横断的に活用ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で整理したところから、適宜小テストを行う。 

適宜、授業内容をまとめたレポート課題を行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 

『相談援助の理論と方法Ⅱ（新・社会福祉士養成講座 8）』第 3 版、中央法規、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・８つの目標を達成することができたか。 

○評定の方法 

（１）平常点（授業態度・発表・発言・学習課題など）20％、 

（２）課題レポート 30％ 

（３）試験 50％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

ソーシャルワークの理論について事例を通して一緒に学んでいく。 

様々な実践モデルやアプローチを学び、相談援助の実際について理解していくことが重要である。 

わからないことをそのままにしないで積極的に質問すること。 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後に受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション（講義概要の説明） 

相談援助における対象の理解① 

・社会福祉援助活動の概念と定義について 

事前学習 
テキスト（社会福祉援助活動の概念と定義）を

熟読すること。 

事後学習 
ソーシャルワークの定義について自身の言葉

でまとめておく。 

第２回 
相談援助における対象の理解② 

・相談援助の対象をどうとらえるか 

事前学習 相談援助の対象についてテキストにて調べる。 

事後学習 
システム理論に基づいたクライエント理解に

ついてまとめておく。 

第３回 
ケースマネジメント（ケアマネジメント）① 

・ケースマネジメントの基本とその過程 

事前学習 
ケースマネジメントの基本とその過程につい

てテキストにて調べる。 

事後学習 
ケースマネジメントの過程について再読し、ノ

ートにまとめておく。 

第４回 

ケースマネジメント（ケアマネジメント）② 

・ケースマネジメントにおけるアセスメントの特徴 

・ケアプランの作成・実施の特徴 

・ケースマネジメントの特徴・ソーシャルワークの関 

 係 

事前学習 
ケアプランの作成過程についてテキストにて

調べる。 

事後学習 
アセスメントについて、自身の言葉で要約して

おく。 

第５回 
グループを活用した相談援助 

・グループの意義と展開、自助グループの活用 

事前学習 グループワークについてテキストにて調べる。 

事後学習 
自身が地域でどのようなグループに所属して

いるか書き出しておく。 



 

 

第６回 

コーディネーションとネットワーキング 

・コーディネーションの目的と意義、方法と技術、留

意点  

・ネットワーキングの目的と意義、方法 

事前学習 
コーディネーションとネットワーキングにつ

いてテキストにて調べる。 

事後学習 
コーディネーションとネットワーキングにつ

いてまとめておく。 

第７回 

相談援助における社会資源の活用・調整・開発① 

・社会資源の活用、調整・開発の意義と目的、方法と

留意点 

事前学習 社会資源についてテキストにて調べる。 

事後学習 
自身の地域にある「社会資源」には何があるか

調べてまとめる。 

第８回 

相談援助における社会資源の活用・調整・開発② 

・ソーシャルアクションのシステム作りについて、事

例研究 

事前学習 
ソーシャルアクションについてテキストにて

調べる。 

事後学習 

ソーシャルアクションによって新しい社会資

源となったものを調べてノートにまとめてお

く。中間課題レポートを提出する。 

第９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（1） 

・実践モデルの意味について 

事前学習 
ソーシャルワークの実践モデルについてテキ

ストにて調べる。 

事後学習 
なぜ実践モデルが必要か、考えノートにまとめ

ておく。 

第１０回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（2） 

・治療モデル・生活モデル・ストレングスモデルの理

解について 

事前学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデル

についてテキストにて調べる。 

事後学習 
治療モデル・生活モデル・ストレングスモデル

をそれぞれ、ノートにまとめておく。 

第１１回 

さまざまな実践モデルとアプローチ（3） 

・ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実践モ

デル 

事前学習 
ジェネラリスト・ソーシャルワークについてテ

キストにて調べる。 

事後学習 
ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実

践についてノートにまとめておく。 

第１２回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（4） 

・心理社会的アプローチ 

事前学習 
心理社会的アプローチについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
心理社会的アプローチに関する基本文献を探

し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第１３回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（5） 

・機能的アプローチ 

事前学習 
機能的アプローチについてテキストにて調べ

る。 

事後学習 
機能的アプローチに関する基本文献を探し、疑

問点等をノートにまとめておく。 

第１４回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（6） 

・問題解決アプローチ 

事前学習 
問題解決アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
問題解決アプローチに関する基本文献を探し、

疑問点等をノートにまとめておく。 

第１５回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（7） 

・課題中心アプローチ 

事前学習 
課題中心アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
課題中心アプローチに関する基本文献を探し、

疑問点等をノートにまとめておく。 

第１６回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（8） 

・危機介入アプローチ 

事前学習 
危機介入アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
危機介入アプローチに関する基本文献を探し、
疑問点等をノートにまとめておく。 

第１７回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（9） 

・行動変容アプローチ 

事前学習 
行動変容アプローチについてテキストにて調

べる。 

事後学習 
行動変容アプローチに関する基本文献を探し、
疑問点等をノートにまとめておく。 

第１８回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（10） 

・エンパワメントアプローチ 

事前学習 
エンパワメントアプローチについてテキスト

にて調べる。 

事後学習 
エンパワメントアプローチに関する基本文献

を探し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第１９回 
さまざまな実践モデルとアプローチ（11） 

・ナラティブ・アプローチ 

事前学習 
ナラティブ・アプローチについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
ナラティブ・アプローチに関する基本文献を探
し、疑問点等をノートにまとめておく。 

第２０回 

さまざまな実践モデルとアプローチⅢ③ 

・認知アプローチ・その他のアプローチ 

・アプローチをめぐる課題  

事前学習 認知アプローチについてテキストにて調べる。 

事後学習 

認知アプローチに関する基本文献を探し、疑問

点等をノートにまとめておく。 

中間課題レポートを提出する。 

第２１回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術① 

・スーパービジョンの意義と目的 

・スーパービジョンの方法と留意点 

事前学習 
スーパービジョンについてテキストにて調べ

る。 

事後学習 
スーパービジョンはなぜ必要なのか、自身の言

葉でまとめておく。 



第２２回 

スーパービジョンとコンサルテーションの技術② 

・コンサルテーションの意義 

・コンサルテーションの形態 

・スーパービジョンとの違いについて 

事前学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違

いについてテキストにて調べる。 

事後学習 
スーパービジョンとコンサルテーションの違
いについてノートにまとめておく。 

第２３回 
ケースカンファレンスの技術① 

・ケースカンファレンスの意義と目的 

事前学習 
ケースカンファレンスについてテキストにて

調べる。 

事後学習 
ケースカンファレンスの意義についてまとめ
ておく。 

第２４回 

ケースカンファレンスの技術② 

・ケースカンファレンスの実際、評価と普遍化につい 

 て 

事前学習 
ケースカンファレンスの実践についてテキス

トにて調べる。 

事後学習 
ケースカンファレンスの実際の事例を再読し、

まとめておく。 

第２５回 相談援助における個人情報の保護 

事前学習 個人情報保護法について調べる。 

事後学習 個人情報保護の必要性についてまとめておく。 

第２６回 相談援助における情報通信技術（ICT）の活用 

事前学習 
相談援助における情報通信技術についてテキ

ストにて調べる。 

事後学習 

自身の地域では、情報弱者のために工夫されて
いるものがあるか調べて、ノートに書き出して

おく。中間課題レポートを提出する。 

第２７回 
事例研究・事例分析① 

・事例研究の目的と意義、方法と留意点 

事前学習 
事例研究の目的と意義についてテキストにて

調べる。 

事後学習 事例研究の目的と意義についてまとめておく。 

第２８回 
事例研究・事例分析② 

・事例分析の目的と意義、方法と留意点 

事前学習 
事例分析の目的と意義についてテキストにて

調べる。 

事後学習 事例分析の目的と意義についてまとめておく。 

第２９回 相談援助の実際（事例 1・2・3・4・5） 

事前学習 テキストの相談援助の実際を熟読する。 

事後学習 事例研究の実際を再読し、まとめておく。 

第３０回 総まとめ 

事前学習 授業内容のまとめをしておく。 

事後学習 課題レポートを提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅰ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP1160 

SBMP1160 
２．授業担当教員 植木 是 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅰは「ソーシャルワークの基礎」という位置づけとなり、個人、集団、地域といった、いわゆるソー

シャルワーカーが支援の対象とするクライエントシステムについて基礎的な理解を図るとともに、働きかけ

の方法としての基本的なコミュニケーション、システムの特徴について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）自己覚知への取り組みを通じて、自分自身、集団の中での自身、また地域生活における自身について明瞭

な説明ができる。 

2）コミュニケーションの構造を理解し、基本的なコミュニケーションを実施することができる。 

3）基本的な面接技術について説明ができる。 

4）ソーシャルワーク・プロセスについて説明することができる。 

5）ソーシャルワーク実践に必要となる記録についてその特性を説明することができる。 

6）集団（グループ）の特質、グループダイナミクス、グループワークのプロセスについて説明することがで

きる。 

7）地域（コミュニティ）に関する理解と、その定義・役割、機能についてプレゼンテーションを実施するこ

とができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 6 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 7 回～第 9 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 10 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、地域調査報告についての考察をまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・7 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・7 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・7 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

1． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

2． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

3． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

5． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

1． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

2． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

3． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

オリエンテーション 

オープニング（契約） 

：学習目標の明確化と規範・個人の役割の確認 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅰの

学習内容について確認する。 

事後学習 
演習を実施するうえでの個人の役割について

まとめる。 

第２回 

自己覚知（個人） 

：専門職である自己の価値観・思考傾向について理解を

促進する 

事前学習 
自分自身の価値観、思考傾向、ストレングスや
ウィークポイントについてまとめる。 

事後学習 
演習内容を踏まえて、専門職を目指す自己につ
いてまとめる。 

第３回 

個人へのコミュニケーション 

：基本的コミュニケーションの理解とトータル・コミュ
ニケーションの実践 

事前学習 
基本的コミュニケーション技法についてまと
める。 

事後学習 
演習内容を踏まえて自身のコミュニケーショ
ンスキルについてまとめる。 

第４回 
面接技法 

：言語・準言語・非言語の意義と効果について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ

の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における専門的なコミュニケーショ

ンの方法についてまとめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 

：ソーシャルワークの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてソーシャルワーク・プロセ
スについてまとめる。 

第６回 
記録 

：客観的記述と主観的記述について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第７回 
集団（グループ）の理解 

：集団の定義、機能、構成について理解する 

事前学習 

これまでの自身の生活を振り返り、集団のメリ
ットとデメリットについて自らの考えをまと

める。 

事後学習 
演習を踏まえて集団（グループ）の定義と機能

についてまとめる。 

第８回 

グループダイナミクス 

：相互作用システムとリーダシップ理論について理解す

る 

事前学習 
グループダイナミクスについてその内容を確
認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
演習内容を踏まえてグループダイナミクスに
ついてまとめる。 

第９回 
グループワークのプロセス 

：グループの展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち「2.概念」についてそ
の内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第１０回 
自己覚知（地域） 

：自身の生活と地域社会とのつながりについて理解する 

事前学習 
これまでの自身の生活を振り返り、地域社会と
のつながりについて想起する。 

事後学習 「コミュニティ」の特徴についてまとめる。 

第１１回 
地域の理解 

：コミュニティの定義、概念について理解する 

事前学習 
「コミュニティ」の定義・概念について内容を

確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
「ソーシャル・キャピタル」について、その内

容をまとめる。 

第１２回 

地域調査(1) 

：コミュニティ要素モデルに基づく特定の地域の調査方

法について理解するとともに調査を実践する 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 調査内容についてまとめる。 

第１３回 

地域調査(2) 

：第 12 回にて調査した内容をまとめるとともに、プレ
ゼンテーションの準備を行う 

事前学習 調査に必要な資料を収集する。 

事後学習 
プレゼンテーションの方法について振り返り、
プレゼンテーションの準備を行う。 

第１４回 
地域調査報告 

：プレゼンテーションの実施 

事前学習 

プレゼンテーションの準備を行う。また、他の
グループのプレゼンテーション資料に目を通
しておく。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 

：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅰで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰで学習できたことを
まとめるとともに、ソーシャルワーク演習Ⅱの

実施に向けた自己課題を明確化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2160 

SBMP2160 
２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ

ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅱは「ソーシャルワークの展開」という位置づけとなり、ソーシャルワーク演習Ⅰで学習したクライ
エントシステムに関する理解を踏まえて、ソーシャルワーク・プロセスの展開とプロセスにおいて活用され

る面接やプログラム分析、アウトリーチやチームアプローチといった技術についてトレーニングする。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ケースワークのプロセスについて説明ができる。 

2）基本的な面接技術について実践できる。 

3）グループワークのプロセスと、ソーシャルワーカーの役割について明瞭な説明ができる。 

4）グループワークにおける専門技術について実践できる。 

5）コミュニティワークのプロセスについて説明ができる。 

6）アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発といった援助技術に

ついてその目的と方法について説明ができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1.第 2 回～第 5 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 2.第 6 回～第 8 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

課題 3.第 9 回～第 14 回の演習内容を振り返り学んだことをまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ

れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・6 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・6 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・6 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～3） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

6． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

7． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

8． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報
告すること。 

9． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

10． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

5． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

6． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

7． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発
言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

8． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 
ソーシャルワーク演習Ⅰの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅱの

学習内容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰでの学習を踏まえ、ソ

ーシャルワーク演習Ⅱの自己の学習目標を明
確にする。 



第２回 
人間（個人）の理解 
：エコロジカル、バイオ・サイコ・ソーシャルの視点か
ら理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
バイオ・サイコ・ソーシャルの視点についてま

とめる。 

第３回 
面接技法 
：面接における適切な姿勢・態度について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における、あるべき姿勢と態度につい
てまとめる。 

第４回 
面接技法 
：基本的応答技法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
面接技法における基本的応答技法についてま
とめる。 

第５回 
ソーシャルワーク・プロセス 
：支援の展開過程について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第６回 
グループワークにおけるワーカーの役割 
：展開過程に応じたワーカーの役割について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
グループワーク実践におけるワーカーの役割
についてまとめる。 

第７回 
グループワーク技法(1) 
：準備期、開始期における介入方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確化する。 

事後学習 
グループワークにおける準備期・開始期に必要

となる技術についてまとめる。 

第８回 
グループワーク技法(2) 
：作業期、終結期における介入方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 

グループワークにおける作業期・終結期に必要
となる技術についてまとめる。 

課題 2 の作成 

第９回 
コミュニティソーシャルワーク・プロセス 
：支援の展開方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
コミュニティソーシャルワーク・プロセスにつ
いてまとめる。 

第１０回 
アウトリーチ 
：アウトリーチの必要性と実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 アプトリーチの意義と方法についてまとめる。 

第１１回 
チームアプローチ 
：コミュニティソーシャルワークにおけるチームアプロ
ーチの必要性と実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
チームアプローチの意義と方法についてまと
める。 

第１２回 
コーディネーション 
：有機的な連携のためのコーディネーションの必要性と
実践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
コーディネーションの意義と方法についてま
とめる。 

第１３回 
ネットワーキング 
：コミュニティにおけるネットワーキングの必要性と実
践方法について理解する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について

その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 
ネットワーキングの意義と方法についてまと

める。 

第１４回 
社会資源の活用・調整・開発 
：社会資源の特質の理解ともめられる技術について理解
する 

事前学習 
テキストの該当回のうち、「2.概念」について
その内容を確認し、不明な点を明確にする。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１５回 
まとめ 
：自己評価の言語化と課題の明確化 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱで使用したテキスト

の該当箇所を確認する。 

事後学習 
ソーシャルワーク演習Ⅱでの学びを振り返り、
ソーシャルワーク演習Ⅲに向けた自己課題を
まとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅲ （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP2161 

SBMP3460 

PSMP3460 ２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期・秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ
れている。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、ロ
ールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目的

としている。 

演習Ⅲは「ソーシャルワークの実践」という位置づけとなり、これまでのソーシャルワーク演習Ⅰ及びソ
ーシャルワーク演習Ⅱにおいて学習した内容を踏まえ、それらの知識と実践技術を、事例を通じてより実践

的に活用し、総合的、また横断的な理解の促進を図る。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅲが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワークに関する事例を用いて、個人に対するソーシャルワーク実践に関し、必要な知識と技術

を言語化することができる。 

2）ソーシャルワークに関する事例を用いて、グループ（集団）を活用したソーシャルワーク実践に関し、必
要な知識と技術を言語化することができる。 

3）ソーシャルワークに関する事例を用いて、地域（コミュニティ）に対するソーシャルワーク実践に関し、
必要な知識と技術を言語化することができる。 

4）ソーシャルワークに関する事例を用いて、個人、集団（グループ）、地域（コミュニティ）を対象とした

横断的・総合的な専門知識・技術の活用を理解することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1.第 2 回～第 4 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて学

習できたことをまとめなさい。 

課題 2.第 5 回～第 7 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて学

習できたことをまとめなさい。 

課題 3.第 8 回～第 10 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて

学習できたことをまとめなさい。 

課題 4.第 11 回～第 14 回の演習内容を踏まえて、事例とそれに対する設問、またディスカッションを通じて

学習できたことをまとめなさい。 

各課題について、A4 用紙 2 枚にまとめなさい。また、提出については、原則としてそれぞれの課題が提示さ
れている次の回にて担当教員に提出すること。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】 

（予定）「はじめてのソーシャルワーク演習」ミネルヴァ書房、2020.2 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

・4 つの目標について理解し、説明することができたか。（知識・理解） 

・4 つの目標について思考し、考察を深めることができたか。（思考・判断・実践） 

・4 つの目標について関心を深め、意欲的に取り組むことができたか。（関心・意欲・態度） 

○評定の方法 

1. 演習への取り組み 40％ 

2. レポート（課題 1～4） 60％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 
11． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

12． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 
13． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

14． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F評価になるので注意すること。 

15． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 
教員は以下のことを実行する。 
9． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

10． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 
11． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

12． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 
オリエンテーション 

ソーシャルワークⅡの振り返り 

事前学習 
シラバスを確認し、ソーシャルワーク演習Ⅲの学習内

容について確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅰ・ソーシャルワーク演習Ⅱで

の学習を踏まえ、ソーシャルワーク演習Ⅲの自己の学
習目標を明確にする。 

第２回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（1） 

事前学習 
事例 1 に目を通し、そのストーリーの理解を図るとと

もに、分からない用語等を確認する。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第３回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第４回 
事例 1 

ケースワークを題材とした事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 1 の作成 

第５回 

事例 2 

ｸﾞﾙｰﾌﾟを用いた支援を題材とした事例の展開
（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第６回 

事例 2 

グループを用いた支援を題材とした事例の展開
（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第７回 

事例 2 

グループを用いた支援を題材とした事例の展開

（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 2 の作成 

第８回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第９回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連

する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１０回 
事例 3 

コミュニティを題材とした事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、

ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 3 の作成 

第１１回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（1） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１２回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（2） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１３回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（3） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 
該当回に関係する部分のストーリーを読み返し、関連
する設問の解答についてその内容を確認する。 

第１４回 
事例 4 

総合的・包括的な事例の展開（4） 

事前学習 

該当回に関係する部分のストーリーを読み、その内容
に対する設問について確認し、自分なりの解答を考え、
ディスカッションの準備をする。 

事後学習 課題 4 の作成 

第１５回 まとめ 

事前学習 
ソーシャルワーク演習Ⅲで使用したテキスト（プリン

ト）の該当箇所を確認する。 

事後学習 

ソーシャルワーク演習Ⅲで学習できたことをまとめる

とともに、ソーシャルワーク演習Ⅳの実施に向けた自
己課題を明確化する。 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク演習Ⅳ （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3161 

PSMP3461 
２．授業担当教員 戎 弘志 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク演習は、演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴと 1 年次から 4 年次まで断続的に学習するよう構成さ

れています。これらの演習の主な学習方法は、グループ討議、文献調査、社会調査、情報収集、面接技法、

ロールプレイ、モデリング等の多様な方法を用いて社会福祉実践の知識と技能を具体的に学習することを目

的としています。 

演習Ⅳでは、実践モデルやアプローチに関する相談援助演習を中心に、今までに学習した内容を総合的に

学習し理解を深めます。具体的には、ソーシャルワークに関する理論やアプローチを事例などを通して修得

します。また社会福祉士国家試験問題等を参照し、関連する知識や理論についても学習を深めます。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、下記の学習目標を達成することが期待されます。 

目標1：ソーシャルワークに関する理論やアプローチの特徴やポイントについて、明瞭な説明をすることがで

きる。 

目標2：事例等を通して、理論やアプローチの実際をイメージすることができる。 

目標3：グループ活動や他者との意見交換などを通して自己の思考を整理し、発表することができる。 

目標4：社会福祉士国家試験問題等を参照して、知識や理論に対する理解を深める。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：問題解決アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 2：行動変容アプローチについて、アプローチの視点とポイントをレポートにまとめる。 

課題 3：家族システム論について、理論の視点とポイントをレポートにまとめる。 

※上記課題につき、すべて A4 用紙 40 文字×30 行×2 枚以内（科目名、提出日、学籍番号、氏名などを明

記すること） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助演習』第 2 版、中央法規出版、2015 年。 

【参考書】 

社会福祉士養成講座編集委員会編集『相談援助の理論と方法Ⅱ』第 3 版、中央法規出版、2015 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・ソーシャルワーク演習Ⅳが終了した時点で、社会福祉士として求められる実践理論（実践アプローチ）を

クライエントに提供できる。そのために設定された具体的目標（4 つの目標）を達成することができたか。 

○評定の方法 

1. 個人レポート（課題 1～3） 60％ 

2. 演習への参加度・取り組み  40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としています。目的達成のため、受講生は以下の条件を守って下さい。 

16． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講しましょう。受講生には積極的な態度を望みます。 

17． 自ら進んで教員に質問しましょう。理解できないことをそのまま放っておかないようにしましょう。 

18． 授業は欠席、遅刻、早退をしないで下さい。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面

をもって報告して下さい。 

19． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行います。指導後も授業態度の改善が見られ

ない場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意して下さい。 

20． 授業中、私語、居眠り、携帯電話などの操作は緊急時以外、絶対にしないで下さい。 

 

また教員は、以下のことを実行します。 

13． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行います。 

14． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明します。 

15． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作ります。 

16． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処します。 

13．オフィスアワー 担当教員より初回の演習時に提示する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

オリエンテーション（ソーシャルワーク演習Ⅳのね

らいと単元の解説、授業の進め方について解説し

ます） 

医学モデル・社会モデル・生活モデル① 

（医学モデル・社会モデル・生活モデルの概要につ

いて理解する） 

事前学習 
テキスト pp.182～185、また参考書 pp.137～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
演習内容を整理し、テキストの該当箇所を再確認

する。 

第２回 

医学モデル・社会モデル・生活モデル② 

（3 つのモデルのうち、特に生活モデルについて事

例を通じモデルの実践について理解を深める） 

事前学習 

テキスト pp.182～185 を熟読し、事例の理解に必

要な用語や法制度について調べ、ノートにまとめ

る。 

事後学習 
生活モデルのポイントについてノートにまとめ

る。 

第３回 

ストレングスモデル 

（事例を通して、クライエントに考え方と感情の関

係について教えることを学びます） 

事前学習 
テキスト pp.186～189、また参考書 pp.140～142

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
ストレングスモデルのポイントについてノートに

まとめる。 

第４回 

心理社会的アプローチ① 

（心理社会的アプローチの概念について理解を深

める） 

事前学習 
テキスト pp.190～193、また参考書 pp150～152

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第５回 

心理社会的アプローチ② 

（ビネットを通して支援目標の設定と介入時の技

法内容について学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
心理社会的アプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第６回 

問題解決アプローチ① 

（問題解決アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.194～199、また参考書 pp.156～158

を熟読し、理論の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第７回 

問題解決アプローチ② 

（ビネットを通して問題解決アプローチのプロセ

スとその利点と課題を学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.194～199 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 1 の作成（授業内で示された提出期限厳守）。 

第８回 

危機介入アプローチ① 

（危機介入アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.200～205、また参考書 pp.162～164

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第９回 

危機介入アプローチ② 

（ビネットを通して危機介入アプローチの危機的

状況のアセスメントについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.200～205 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートまとめる。 

事後学習 
危機介入アプローチのポイントについてノートに

まとめる。 

第１０回 

行動変容アプローチ① 

（行動変容アプローチの概念について理解を深め

る） 

事前学習 
テキスト pp.206～209、また参考書 pp.165～167

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１１回 

行動変容アプローチ② 

（ビネットを通して行動変容アプローチの考えた

かと相談援助のプロセスについて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.206～209 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳守）。 

第１２回 

ナラティブアプローチ① 

（ナラティブアプローチの概念について理解を深

める。） 

事前学習 
テキスト pp.220～225、また参考書 pp.178～181

を熟読し、理念の概念についてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１３回 

ナラティブアプローチ② 

（ビネットを通してナラティブアプローチのドミ

ナントストーリーの弊害とオルタナティブスト

ーリー可能性について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.220～225 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 
ナラティブアプローチのポイントについてノート

にまとめる。 

第１４回 
家族システム論① 

（家族システム論の概念について理解を深める） 

事前学習 
テキスト pp.226～231 を熟読し、理念の概念につ

いてノートにまとめる。 

事後学習 
テキスト内〈学習方法〉に対して、演習での話し

合いをもとに自身の考えをノートにまとめる。 

第１５回 

家族システム論② 

（家族システム論の視点と相談援助のプロセスに

ついて学ぶ） 

事前学習 
テキスト pp.226～223 を熟読し、不明な点は箇条

書きにしてノートにまとめる。 

事後学習 課題 3 の作成（講義内で示された提出期限厳守） 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅰ（Ｓ） （2 単位） 

３．科目番号 
SSMP2180 

PSMP2480 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実
習を軸として継続的に展開するよう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、

文献調査、グループ討議、ロールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的
な学習、また実習前・中・後指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰでは、専門職養成における実習の意義、法的な位置づけ、どのように実習が

展開されるのかという基本的学習を中心として、次年度に行う実習に必要な知識を学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 
1）相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 
2）実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3）資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 
4）個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

課題 1：実習を希望する実習種別に関して、その希望動機と関連法令、規定されたサービス内容について、
まとめなさい。 

課題 2：実習配属施設・機関に関して、その関連法令、規定されたサービス内容等施設・機関の概要につい
てまとめなさい。 

10．教科書・参考書・
教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修 
『社会福祉士 相談援助実習』第 2版、中央法規、2014年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』 ※講義にて配布 
東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』 ※講義にて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規。 

11．成績評価の規準
と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 相談援助実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク実習）の意義について理解する。 

2. 実習施設・機関の概要について明瞭な説明ができる。 

3. 資格取得に対する動機を明瞭に説明できる。 

4. 個人のプライバシーの保護と守秘義務について理解する。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

また、本学規定により、本講義未収得者への実習配属は行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを
目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

21． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

22． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

23． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

24． 明らかに授業態度が悪いと判断された際は、厳格な指導を行う。指導後も授業態度の改善が見られない
場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

25． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

17． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

18． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

19． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

4 ．遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ
た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅰのねらいと単元の解説、講
義の進め方についての説明 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導用のノート（もし
くはファイル）を準備し、併せてテキスト「は
じめに」を熟読する。 

事後学習 
テキスト「はじめに」を熟読し、相談援助実
習の仕組みと内容についてノートにまとめ
る。 

配布物 
『ソーシャルワーク実習の手引き』、『学習の
手引き』、学生調査票 



第２回 

・実習前中後の流れ（全体像）と指導体制についての理解 
（東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

・実習に関する基本的ルールの確認 
 （東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」使用） 

事前学習 実習で学びたいことをノートにまとめる。 

事後学習 
「ソーシャルワーク実習の手引き」を参照に
東京福祉大学の実習の仕組み（全体像）につ
いてまとめる。 

第３回 

・相談援助実習の位置付けについて理解する（テキスト
pp.2～18）： 
専門職養成において実習を実施することの意味・意義につ
いて理解を深める 

事前学習 テキスト pp.2～18 を熟読する 

事後学習 
「なぜ実習が必要なのか」についてノートに
まとめ提出する。 

第４回 

・「相談援助実習ガイドライン」及び東京福祉大学におけ
る実習（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワーク
実習）の理解（テキスト pp.19～34 及びソーシャルワー
ク実習の手引き使用）： 
相談援助実習において求められる実習内容と本学の実習
目標を相互に理解し、実習目標への理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.19～34 を参照のうえ、相談援助
実習に求められる内容についてノートにま
とめる。 

事後学習 

テキスト pp.19～34 を参照のうえ、東京福祉
大学の実習（ソーシャルワーク基礎実習及び
ソーシャルワーク実習）の目標についてノー
トにまとめる。 

第５回 

・「相談援助実習」（ソーシャルワーク基礎実習及びソーシ
ャルワーク実習）が可能な施設・機関の紹介と説明（テキ
スト pp.55～64 及び東京福祉大学「ソーシャルワーク実
習の手引き」使用）：法定施設・機関の紹介と希望種別の
選択 
・実習形態に関する理解（テキスト pp.65～68） 

事前学習 
テキスト pp.55～64 を熟読し、実習先施設・
機関の範囲について理解を深める。 

事後学習 
実習希望種別を選別しするとともにその動
機についてノートにまとめる。 

第６回 

・事前学習として実習先を理解する意義（テキスト
pp103~106）： 
希望種別に関する事前学習レポートをまとめる（課題 1） 
・社会福祉士資格取得に関する動機及び実習先種別に対す
る動機の明確化 

事前学習 実習希望種別に関する情報を収集する。 

事後学習 
課題 1 の作成（講義内で示される提出期限厳
守）。 

第７回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第８回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第９回 
・実習施設・機関の基本的理解： 
個人レポート（課題 1）の発表と共有 

事前学習 
希望種別に関するプレゼンテーションの準
備。 

事後学習 
教員・クラスメンバーからのフィードバック
をまとめる。 

第１０回 
・実習先の配属 
・配属先実習施設・機関に関する情報収集 
・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明文化） 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」を熟読し、実習配属から実習実施までの
流れを再確認する。 

事後学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートに
まとめる。 

配布物 
実習配属通知、個人調査書（実習先提出用） 
実習記録必要書式のコピー（施設概要及び実
習プログラム案下書き用紙） 

第１１回 

・配属先実習施設・機関の利用者理解と援助方法（テキス
ト pp.123~139） 
・個人調書等書類の作成（社会福祉士資格取得の動機の明
文化） 

事前学習 
「社会福祉士を目指す動機」「思い描く社会
福祉士像」について言語化できるようまとめ
る。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１２回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142~146）： 
望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラム）
を踏まえてソーシャルワーク基礎実習及びソーシャルワ
ーク実習における学ぶべき内容について理解する 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実
習プログラム」についてノートに概要をまと
める。 

事後学習 
事前訪問の目的と留意点についてノートに
まとめる。 

配布物 「事前訪問について」 

第１３回 

・実習計画の作成（テキスト pp.147～154）： 
実習計画（本学では「実習プログラム（案）」とする）の
意義と作成についての理解を深める 
・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 
基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の
意義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
課題 2 の作成（講義内で示された提出期限厳
守）。 

第１４回 

・「契約としての実習」についての理解（テキスト
pp70~73）： 
実習における契約の意義について理解を深める 
・実習におけるリスクマネジメント（テキスト pp74~87）：
個人情報保護法の理解を含め、実習におけるリスクマネジ
メントの必要性と重要性において理解を深める 

事前学習 
東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引
き」pp.55～を熟読し制度としての個人情報
保と倫理上の守秘義務について理解する。 

事後学習 事前訪問に向けた準備を行う。 

第１５回 
・見学実習（事前訪問）の最終確認 
・学習のまとめ 
・ソーシャルワーク実習指導Ⅱに向けた課題 

事前学習 
事前訪問日時について実習指導者へ電話連
絡のうえ、訪問日時を明確にする。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習及びソーシャル
ワーク実習指導Ⅱに向けた自己課題につい
てまとめる。 

 



 

 

１．科目名（単位数） ソーシャルワーク実習指導Ⅱ（P/B）（2 単位） 

３．科目番号 
SSMP3181 

PSMP3481 
２．授業担当教員 近藤 重晴 

４．授業形態 講義、個別学習、グループ学習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

ソーシャルワーク実習指導は、実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとソーシャルワーク実習を軸として継続的に展開する

よう構成されている。これらの授業の主な学習方法は、資料による情報収集、文献調査、グループ討議、ロ

ールプレイ等多様な方法を用いて、社会福祉実践に必要な知識と技能の具体的な学習、また実習前・中・後

指導を通じて、理論と実践との統合を図ることを目的としている。 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱでは、ソーシャルワーク基礎実習の実施に向けて、実習実施、また実践に必

要な援助技術及び関連技術について学習するとともに、ソーシャルワーク基礎実習、またその後のソーシャ

ルワーク実習における課題の明確化、また課題達成に必要な知識及び技術について学習する。 

８．学習目標 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱが終了した時点で、下記の目標を達成することが期待される。 

1）ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2）実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3）記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4）実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

課題 1：実習配属施設・機関の施設概要について規定の書式にまとめなさい。 

課題 2：ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）の作成 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】社団法人日本社会福祉士養成校協会監修『社会福祉士 相談援助実習』第 2 版、中央法規、2014

年。 

東京福祉大学『ソーシャルワーク実習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて配布 

東京福祉大学『社会福祉士・精神保健福祉士実習 学習の手引き』※ソーシャルワーク実習指導

Ⅰにて配布 

【参考書】川村隆彦編著『事例で深めるソーシャルワーク実習』中央法規、2014 年。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.ソーシャルワーク基礎実習で求められ、確認すべき実習課題、専門知識と技術について明確に説明するこ

とができる。 

2.実習計画の必要性を理解し、具体的な実習プログラム（案）を立案できる。 

3.記録の意義と技術について理解し、適切な記録を作成できる。 

4.実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等について、その意味を適切に説明できる。 

○評定の方法 

1. 課題 1  30％ 

2. 課題 2  30％ 

3. 講義参加度（事前事後学習、提出物等状況を含む） 40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を養成し、より実践的な技術、知識を得ることを

目的としている。目的達成のため、受講生は以下の条件を守ること。 

26． 授業中は、常に高い緊張感と、集中力を保って受講すること。学生には積極的な態度を望む。 

27． 自ら進んで教員に質問すること。理解できないことをそのまま放っておかないこと。 

28． 欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理由を必ず教員に書面をもって報

告すること。 

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

場合、たとえ皆出席であっても F 評価になるので注意すること。 

30． 授業中、私語、居眠り、携帯電話等の操作は絶対にしないこと。 

 

教員は以下のことを実行する。 

20． 授業の目的、目標を明確にし、授業の進行はシラバスに沿って行う。 

21． 受講生全体に聞こえる大きさの声で話しをするとともに専門用語はわかりやすく説明する。 

22． 一方通行の講義だけを行うのではなく、ディスカッションを行いながら、学生が積極的に授業に参加（発

言、発表等）できるよう双方向対話型の学習環境を作る。 

23． 遅刻、早退、授業中の居眠り、私語、携帯電話の使用等、授業に臨むうえで不適切な態度が見受けられ

た場合は、厳格に対処する。 

13．オフィスアワー 授業中に通知します（時間割表掲載のオフィスアワー欄参照）。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 



第１回 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅰの振り返りと確認 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅱの講義内容、進め方の

説明 

事前学習 

ソーシャルワーク実習指導Ⅰにて用いたノート

（ファイル）の内容を確認し、自己課題について

明確化したうえで講義に臨む。 

事後学習 
ソーシャルワーク基礎実習実施上の課題につい

てノートにまとめる。 

第２回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.160～173）： 

  第 1 節・第 2 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 1・2 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第３回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.174～190）： 

  第 3 節・第 4 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 3・4 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第４回 

・相談援助技術の理解と実習における実践（テキスト

pp.191～202）： 

第 5 節・第 6 節 

事前学習 
テキスト第 12 章第 5・6 節を熟読し、要点をノ

ートにまとめる。 

事後学習 
本日の学習が実習へどのように活かされるか考

察しノートにまとめる。 

第５回 

・実習記録の理解（テキスト p.226）： 

実習記録の意義、書き方、取り扱い等に関する説明 

実習記録の書き方演習 

事前学習 
テキスト pp.226～238 を熟読し、記録の意義と

記入の際の留意点についてノートにまとめる。 

事後学習 
第 5 回で配布された実習日誌（コピー・練習用）

に記録を記入し、添削を受ける。 

第６回 

・実習先の配属 

・配属先実習施設・機関に関する情報収集 

・誓約書・個人調書等書類の作成（実習への抱負の明

文化） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク 

実習の手引き」を熟読し、実習配属から実習実施

までの流れを再確認する。 

事後学習 
配属施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

第７回 

・相談援助実習の仕組み（テキスト pp.142～154）： 

望まれる相談援助実習の在り方（3 段階実習プログラ

ム）を踏まえてソーシャルワーク基礎実習における学

ぶべき内容について理解する 

事前学習 
テキスト pp.142～146 を熟読し、「3 段階実習プ

ログラム」についてノートに概要をまとめる。 

事後学習 
レジデンシャルソーシャルワークとフィールド

ソーシャルワークについてノートにまとめる。 

第８回 

・ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）の作成

（テキスト pp.147～154）：実習計画の意義と作成に

ついての理解を深める 

事前学習 
テキスト pp.147～154 を熟読し、実習計画の意

義とそのイメージについて確認する。 

事後学習 
講義での学習を踏まえて実習計画書（案）を作成

する。 

第９回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成： 

施設概要作成に関する説明 

・ソーシャルワーク基礎実習 プログラム（案）の作

成：実習プログラム（案）の記入と添削 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１０回 

・ソーシャルワーク基礎実習 施設概要の作成：施設

概要作成 

・ソーシャルワーク基礎実習 実習プログラム（案）

の作成：実習プログムラ（案）の記入と添削・確認 

事前学習 
実習施設に関する情報収集を行い、ノートにまと

める。 

事後学習 個人調書を作成し、教員から添削を受ける。 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習 

テキスト pp.240～252 を熟読し、実習スーパー

ビジョンの目的と受け方についてノートに概要

をまとめる。 

事後学習 巡回教員への自己紹介書を記入する。 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１３回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（2） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

基本的態度と訪問時の注意事項の確認 

事前学習 
ソーシャルワーク基礎実習プログラム（案）内容

を再確認し、口頭で説明できるように準備する。 

事後学習 
実習巡回教員との打ち合わせを踏まえて、事前訪

問予定を立てる。 

第１４回 
・実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務

等の理解（個人情報保護法の理解を含む） 

事前学習 

東京福祉大学「ソーシャルワーク実習の手引き」

を熟読し制度としての個人情報保護と倫理上の

守秘義務について理解する。 

事後学習 守秘義務についてノートにまとめる。 

第１５回 
・学習のまとめ 

・ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた課題 

事前学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

事後学習 
ソーシャルワーク実習指導Ⅲに向けた自己課題

についてまとめる。 

 

 



 

 

【実習コンピテンスの流れ】 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１１回 

・巡回指導の理解（テキスト pp.240～252）： 

巡回指導の目的と内容、スーパービジョンについて理

解する 

事前学習  

事後学習  

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ 

第１２回 

・実習スーパービジョン、訪問指導・帰校指導につい

ての理解（1） 

・見学実習（事前訪問）に向けた準備： 

見学実習（事前訪問）の目的と意義の確認 

事前学習  

事後学習 実習コンピテンス問題パートⅡ テスト 

配布物 実習コンピテンス問題パートⅡ及び解答用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 対照言語学 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3345 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、ディスカッション、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語と他の言語と共時的に比較対照する方法、および日本語の誤用分析の方法を勉強する。対照と誤用

分析によって得られた知見を日本語教育にどのように応用するかもあわせて検討する。また、日本語教育へ

の応用という視点から、日本語学習者にとって特に習得困難とされる項目を取り上げ、習得を困難にさせる

さまざまな要因について検討していく。 

８．学習目標 
1.比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになる。 

2.日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業の終わりにワークシートを利用し、学習内容の確認を行う。 

２．言語の違いによってどのような誤用が生じるのか、またなぜ誤用が起きるのか、分析する。 

３．なぜ学習者が誤用を行うのか、分析する。 

４．誤用分析についてグループでテーマを決めて発表する。発表後のフィードバックを参考に最終レポート

を作成し提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】随時、授業内容に即したプリントを配布する。 

【参考書】国立国語研究所編集『対照研究と日本語教育』くろしお出版、2002。 

          石綿敏雄・高田誠著『対照言語学』桜楓社、1990。 

     寺村秀夫他『ケーススタディ日本文法』桜楓社、1990。 

     佐々木瑞枝著『日本語を「外」から見る―留学生と解く日本語の謎』小学館、2010。 

     ヒューマンアカデミー『日本語教育能力（日本語教師対策）検定試験 第４版』翔泳社、2017。 

水谷信子『日英の対照研究』アルク、1988。 

森田良行・村木新次郎・相沢正夫編集『ケーススタディ日本語の語彙』桜楓社、1989。 など。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

成績評価の規準(学習目標) 

１ 比較対照および誤用分析に関する基本的概念を理解し、説明できるようになったか。 

２ 日本語学習者の習得を困難にさせる要因について分析できるようになったか。 

評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語学習者が使っている日本語について、なぜこのような間違いをするのかと不思議に思ったことはな

いか。この授業は対照研究を通して、学習者が習得を困難にさせる要因を明らかにし、日本語教育への応用

を目指す。日本語学習者や日本語教育に関心をもって臨んでほしい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
Introduction:授業概要の説明、自己紹介 

対照言語学、比較言語学の違いについて 

事前学習 
対照言語学と比較言語学はどう違うか考え

る。 

事後学習 授業概要の書かれたプリントを通読する。 

第２回 誤用分析 

事前学習 
配布資料を読み、誤用分析とは何か理解す

る。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 言語の類型と世界の諸言語 

事前学習 

配布資料を読み、世界の言語の類型とどのよ

うに世界の言語が分類されているか、理解す

る。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 言語の類型と世界の諸言語 

事前学習 
配布資料を読み、日本語は世界の言語の中で

どのように分類されているのか、理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 助詞の誤用分析 

事前学習 
日本語学習者は、どのような助詞を間違える

のか、なぜ間違えるのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第６回 他動詞・自動詞の誤用分析 
事前学習 

日本語学習者は、どのような他動詞・自動詞

の間違いをするのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 



 

 

第７回 活用・テンス・アスペクトの誤用分析 

事前学習 
なぜ学習者は、動詞の活用やテンスを間違え

るのか、考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第８回 授受表現の誤用分析 

事前学習 
文法的には正しいが、失礼になってしまう授

受表現について考える。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第９回 語彙の使い方の誤用分析 

事前学習 
学習者はなぜその語彙を選択したのか、考え

る。 

事後学習 ワークシートにその理由を記入し理解する。 

第１０回 グループで発表テーマを考える。 

事前学習 
これまでのワークシートを見直し、発表テー

マについて考える。 

事後学習 発表テーマについて考える。 

第１１回 発表テーマについて話し合う。 

事前学習 発表テーマの原稿を考える。 

事後学習 発表テーマの原稿を作成する。 

第１２回 発表テーマの準備 

事前学習 発表テーマの原稿を見直す。 

事後学習 発表に向け、練習を行う。 

第１３回 発表、質疑応答、フィードバック 

事前学習 発表に向け、練習する。 

事後学習 
質疑応答や、フィードバックを参考にレポー

トを考える。 

第１４回 最終レポート提出準備 

事前学習 レポートを作成する。 

事後学習 提出するレポートを読む。 

第１５回 
これまでの内容の振り返り、レポートの評価・フィード

バック 

事前学習 レポートを見直す。 

事後学習 レポートの評価について考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2141 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義、演習（グループワークを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

第二言語を学び習得する際の理論や問題点について学んでいく。第二言語習得は、日本語や外国語教師にな

ることを目指すものにとって必要な知識である。本講座では、基本的な専門用語や、第二言語習得の際に起

こる問題について学ぶ。 

８．学習目標 第二言語習得(SLA)の基本的な概念の理解を目的とする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業の始めに与えられた課題の発表で、内容導入を行う。 

２．毎回授業の終わりにワークシートを利用し、学習内容を確認する。 

３．教科書と講義内容を踏まえたうえで、自分が第二言語を勉強した際に抱えた問題とその原因についてレ

ポートを作成する。詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】白井恭弘著『外国語学習の科学―第二言語習得論とは何か』岩波新書、2008。 

【参考書】授業中に紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得（SLA）の基本的な概念について自分のことばで説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

私たちは、かなりの時間と労力を費やして外国語を学んでいるが、思い通りに外国語を使えずにいる。より

効果的な第二言語学習とは何かを念頭に置きながら、第二言語習得論のメカニズムを勉強する。 

13．オフィスアワー 第１回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（授業概要の説明、自己紹介） 

事前学習 
第二言語習得論とは何かについて考えてお

く。 

事後学習 教科書を通読し、希望発表担当箇所を選ぶ。 

第２回 第 1 章「母語を基礎に外国語は習得される」について 

事前学習 教科書 pp.1~28 を熟読しておく。 

事後学習 
第一言語習得と第二言語習得の特徴をまと

める。 

第３回 第 2 章「臨界期仮説」について 

事前学習 教科書 pp.28~50 を熟読しておく。 

事後学習 
大人と違った子どもの言語習得の特徴をま

とめる。 

第４回 
第 3 章「どんな学習者が外国語学習に成功するか」適正

について 

事前学習 教科書 pp.52~70 を熟読しておく。 

事後学習 
外国語学習を成功に導く能力の特徴をまと

める。 

第５回 
第 3 章「どんな学習者が外国語学習に成功するか」動機

づけについて 

事前学習 教科書 pp.70~82 を熟読しておく。 

事後学習 
統合的動機づけと道具的動機づけの特徴を

まとめる。 

第６回 第 4 章「外国語学習のメカニズム」言語の特質について 

事前学習 教科書 pp.84~93 を熟読しておく。 

事後学習 文法の限界について自分の言葉でまとめる。 

第７回 
第 4 章「外国語学習のメカニズム」インプット仮説につ

いて 

事前学習 教科書 pp.93~116 を熟読しておく。 

事後学習 インプット仮説の特徴をまとめる。 

第８回 まとめ、レポートのテーマの提出 

事前学習 テーマを特定する。 

事後学習 
テーマを再確認し、レポートの骨組みを立て

る。 

第９回 
第 5 章「外国語を身につけるために」第二言語習得理論

の変遷について 

事前学習 教科書 pp.118~126 を熟読しておく。 

事後学習 誤用分析の重要性をまとめる。 



 

 

第１０回 第 5 章「外国語を身につけるために」習得順序について 

事前学習 教科書 pp.126~136 を熟読しておく。 

事後学習 習得順序の特徴をまとめる。 

第１１回 
第 5 章「外国語を身につけるために」アウトプット仮説

について 

事前学習 教科書 pp.142~161 を熟読しておく。 

事後学習 アウトプット仮説の特徴をまとめる。 

第１２回 
第 6 章「効果的な外国語学習法」インプットとアウトプ

ットについて 

事前学習 教科書 pp.164~170 を熟読しておく。 

事後学習 
インプットとアウトプットの方法について

自分の感想を記述する。 

第１３回 
第 6 章「効果的な外国語学習法」学習ストラテジーにつ

いて 

事前学習 教科書 pp.170~180 を熟読しておく。 

事後学習 
学習ストラテジーについて自分の言葉で記

述する。 

第１４回 第 6 章「効果的な外国語学習法」学習法について 

事前学習 教科書 pp.180~183 を熟読しておく。 

事後学習 
ナチュナル・アプローチの特徴についてまと

める。 

第１５回 これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 学習内容を復習し、疑問点を明確にする。 

事後学習 
テキストを復習し、最終レポートを作成す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 第二言語習得理論演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3141 

２．授業担当教員 坂 望美 

４．授業形態 講義、演習（グループワーク、ディスカッションなど） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「第二言語習得理論」を必ず受講しておくこと。 

７．講義概要 

第二言語習得理論を踏まえ、更なる実践的な教育能力を身につけると共に、研究能力養成を目指す。本講

座では、日本語教育と日本語習得研究の間にどのような関係があるのかを考えると共に、第二言語習得につ

いて、どのような研究や報告がなされているのか知見を深める。そのための方法として、紹介した論文や自

分が興味のある論文を選び、それについてまとめ、発表する。 

８．学習目標 

・第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向を知る。 

・日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているか考える。 

・外国語学習体験について第二言語習得を通して考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．毎回授業のはじめと終わりに学習内容の確認を行う。 

２．CiNiiなどで検索・選択した論文についてレジュメを作成し、8回目の授業前に提出する。9回目以降は発

表を行う。その後、発表会での議論・コメントを踏まえ、自分の研究成果を最終レポートにまとめる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】必要な教材については資料を配布する。 

【参考書】大関浩美著『日本語を教えるための第二言語習得論入門』くろしお出版、2010。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１）第二言語習得についての論文を読み、最近の研究の動向について自分のことばで説明できるようになっ

たか。 

２）日本語教育の場で第二言語習得がどのように応用されているかについて説明できるようになったか。 

３）外国語学習体験について第二言語習得を通して考えたことを説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

なお、本学規定により、3/4以上の出席が確認できない場合は単位の修得は基本的に認められない。 

12．受講生への 

メッセージ 

第二言語習得による日本語教育の現場での応用に重点を置く。外国語を勉強する際にどんなことが起こる

のか、それはなぜなのか、そしてどのように解決するかを検討する。ぜひ、自分の外国語学習のことを思い

出して、自分の経験に照らし合わせながら授業を受けてほしい。 

13．オフィスアワー 初回の授業で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業概要、CiNiiや Google Scholar などによる論文検索

法の説明、レジュメの書き方の説明 

事前学習 
これまで学んだ第二言語習得論について復

習する。 

事後学習 
興味のある論文を検索し、8 回目の授業前に

レジュメが提出できるように準備する。 

第２回 

「第二言語習得論」について 配付プリント① 

課題 1. 第二言語習得に関する論文を読み、レジュメを

作成 

事前学習 配布プリント①を熟読しておく。 

事後学習 第二言語習得論の背景をまとめる。 

第３回 
「中間言語」について 配付プリント② 

課題 2. 中間言語に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント②を熟読しておく。 

事後学習 中間言語の特徴をまとめる。 

第４回 
「母語の影響」について 配付プリント③ 

課題 3. 誤用研究に関する論文を読み、レジュメを作成 

事前学習 配布プリント③を熟読しておく。 

事後学習 
例を挙げながら母語による干渉の仕方をま

とめる。 

第５回 「習得順序と発達順序」について 配付プリント④ 

事前学習 配布プリント④を熟読しておく。 

事後学習 習得順序と発達順序の特徴をまとめる。 

第６回 
「インプット・アウトプット」について 配付プリント

⑤ 

事前学習 配布プリント⑤を熟読しておく。 

事後学習 
例を挙げながらインプット・アウトプットの

特徴をまとめる。 

第７回 「文法を教える効果」について 配付プリント⑥ 

事前学習 配布プリント⑥を熟読しておく。 

事後学習 
文法を教える限界について例を挙げながら

記述する。 



 

 

第８回 レジュメ提出、内容の確認 

事前学習 
発表したい論文を特定し、レジュメを作成す

る。 

事後学習 レジュメを修正・完成する。 

第９回 
プレゼンテーション①準備 

（課題 1 に対するコメント） 

事前学習 
資料 1を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 1 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１０回 
プレゼンテーション②準備 

（課題 2 に対するコメント） 

事前学習 
資料 2を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 2 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１１回 
プレゼンテーション③準備 

（課題 3 に対するコメント） 

事前学習 
資料 3を熟読しプレゼンテーションに向け準

備を行う。 

事後学習 
課題 3 の不足点についてまとめ、不足点を修

正する。 

第１２回 
プレゼンテーション④ 

（課題 1 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１３回 
プレゼンテーション⑤ 

（課題 2 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１４回 
プレゼンテーション⑥ 

（課題 3 について） 

事前学習 
プレゼンテーションが滞りなく実施できる

様準備を行う。 

事後学習 発表について議論、コメントする。 

第１５回 これまでの内容の振り返り、最終レポートの準備 

事前学習 
学習内容を復習し、疑問点を明らかにしてお

く。 

事後学習 
テキストを復習し、最終レポートを作成す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 多文化コミュニケーション （2 単位） 

３．科目番号 GELA1336 

２．授業担当教員 加藤 由香子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

グローバル化が進むにつれ、異なる母語・習慣・価値観をもった人たち同士の多文化コミュニケーションは

日常的になりつつある。本講義は、自分の視野をこのような多文化「共生社会」にむけて広げ、必要とされ
るコミュニケーション能力を修得することを目的とする。具体的には、多文化コミュニケーションを構成す
る「言語」「コミュニケーション」「文化」の３つの基本的概念を理解し、多文化コミュニケーションのしく

みを理解する。次に、様々なコミュニケーション活動や教科書のエクササイズを行い、多文化コミュニケー
ションのスキルを理解し養っていく。最後にグローバル時代における多文化コミュニケーションの役割と多
文化共生の在り方について自分なりの意見を発信する。 

８．学習目標 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解する。 
2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につける。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で
きる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ
ート課題 

【アサイメント】各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

【レポート課題】第 13回 14回でグループ発表した内容をレポートとしてまとめ、第 15回授業開始時までに

提出する。詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・ 

教材 

【教科書】 

資料は教室内で配付する。 

【参考書】 

石井敏ほか著『はじめて学ぶ異文化コミュニケーション−多文化共生と平和構築に向けて− 』有斐閣、2013。 

八代京子ほか著『異文化コミュニケーション・ワークブック』三修社、2001。 

その他は、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 多文化コミュニケーションを構成する基本概念とそのしくみについて理解できたか。 

2. 多文化コミュニケーションのスキルを理解し身につけることができたか。 

3. グローバル時代の多文化コミュニケーションの役割と多文化共生の在り方について自分の意見を発信で
きたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

１．多様な文化的・社会的背景を持つ人々との交流やコミュニケーションに興味を持つこと。 

２．自身や周囲のコミュニケーション状況を意識して観察し、関連付けながら受講すること。 

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

４．自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

５．授業で配布した全てのプリントを毎回持参すること。 

６. テストでは自筆のノート１冊のみを持ち込み可とするので、日頃からノートをまとめておくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 異文化コミュニケーションの基礎概念 

事前学習 配布資料を読み要点をまとめておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第３回 言語コミュニケーションと文化 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第４回 コミュニケーションスタイル 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第５回 アサーティブ・コミュニケーション 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 



 

 

第６回 非言語コミュニケーション①種類・特徴・機能 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第７回 非言語コミュニケーション②時間と空間 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第８回 「異文化」の友人①LGBTQ 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第９回 「異文化」の友人②ダブル・ハーフ 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめておく。 

第１０回 「異文化」の友人③障害者 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１１回 「異文化」の友人④難民 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 授業で学んだことをノートにまとめる。 

第１２回 グループ発表準備 

事前学習 発表の草案を準備する。 

事後学習 授業中に得たコメントを発表に生かす。 

第１３回 
グループ発表①（LGBTQ 又はダブル・ハーフの友人と

のコミュニケーション） 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１４回 
グループ発表②（障害者又は難民の友人とのコミュニケ

ーション） 

事前学習 発表の準備をする。 

事後学習 発表のコメント、レポートを提出する。 

第１５回 全体のまとめ・コメント返却・授業評価 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 ノートや資料を整理する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 多文化理解入門 （2単位） 

３．科目番号 GELA1335 
２．授業担当教員 加藤 由香子 

４．授業形態 講義、ペアワーク、グループ学習、グループ発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
特になし 

７．講義概要 

現代はグローバル化の影響で以前にもまして人やモノが国境を越え移動するようになり、文化背景が異な
る他者が日常の中で身近に存在している。その一方、文化を共有している人々の間では常識であることも、
文化背景が異なると相手は自分と同じ考え方をするとは限らないし、自分とは異なった行動をすることもあ

る。そのような文化の違いにより誤解などが生じることもあるため、「文化」の影響について知ることは多文
化共生のために特に大切である。 
本講義では異なった文化背景を持つ様々な他者の理解を深めると共に、自文化、つまりは自分について理

解することも目的とする。自分とは異なる文化背景を持つ他者に向かい合うことで、自分と自分が属する文
化への理解を深めていく。また多文化理解を促進する態度や技能を個人ワーク、ペアワーク、グループディ
スカッションを通し身につけていく。 

８．学習目標 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになる。 
２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになる。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになる。 
４．多文化理解を促進する態度や技能を身につける。 
５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１．各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をする。 

２. 第13回14回で行う多文化共生に関する個人発表の内容をレポートとしてまとめ、第15回授業開始時まで

に提出する。 

10．教科書・参考書・ 
教材 

【教科書】 

指定しない。資料は適宜教室内で配付する。 
【参考書】 
原沢 伊都夫著『異文化理解入門』研究社、2013。 

倉八 順子著『対話で育む多文化共生入門』明石書店、2016。 
その他は、講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．「文化」という概念についての理解を具体例を通し、説明できるようになったか。 

２．自分とは異なった背景を持つ他者について理解できるようになったか。 

３．自分自身の「文化」的背景への気づきを高め、「文化」がもたらす影響を意識できるようになったか。 

４．多文化理解を促進する態度や技能を身につけることができたか。 

５．多文化共生社会の実現のために自分ができることを自分なりに考え意見をいえるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト・口頭発表試験 等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％  

12．受講生への 

メッセージ 

１．授業は事前学習を前提に行うため、必ず事前学習課題に取り組んで授業に臨むこと。 
２．授業で配布した全ての資料を毎回持参すること。 

３．異なる文化、多様な文化に積極的な興味を持つこと。 

４．日常生活や身近な出来事の中にある異文化接触と関連付けながら受講すること。 

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

６．自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

７．講義ノートは定期的にチェックするので毎回持参すること。評価の対象となる。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で周知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション: 授業の概要、授業の進め方、期末

課題の確認、自己紹介 

事前学習 シラバスを熟読する。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方や講義ノ

ートの作成について整理しておく。 

第２回 文化とは何か①文化のモデル 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第３回 文化とは何か②文化の特徴 

事前学習 配布資料を読み指定箇所に記入しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第４回 異文化適応 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 



 

 

第５回 異文化の認識 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第６回 異文化の障壁 

事前学習 配布資料を読み内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第７回 異文化受容 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第８回 
小テスト(第１回から第７回の内容) 

期末課題の準備 

事前学習 

多文化共生に関する配布資料を参考にテー

マを決め、期末課題の草案を作成し意見交換

ができるようにしておく。 

事後学習 
授業中に得たコメントをもとに課題の準備

をすすめる。 

第９回 日本における「多文化」 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１０回 日本における「外国人」 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１１回 「多文化共生」とは何か 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１２回 多文化共生のための実践 

事前学習 配布資料を読み、内容を把握しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを講義ノートにまとめて

おく。 

第１３回 個人発表①多文化共生への取り組みの事例報告 

事前学習 発表準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１４回 個人発表②多文化共生への提言 

事前学習 発表準備をする。 

事後学習 発表のコメントを提出する。 

第１５回 全体のまとめ、授業評価 

事前学習 
既習内容について総復習し、疑問や不明な点

がないか確認しておく。 

事後学習 
授業全体のまとめを講義ノートに記録して

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．科目名（単位数） 地域福祉論 （4 単位） 

３．科目番号 

SBMP2104 

SSMP2104 

PSMP2404 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義、グループディスカッション・作業及び発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 

社会福祉原論、高齢者福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、ソーシャルワーク論等の関連科目の履修が望ま

しい。 

７．講義概要 

地域福祉の基本的な考え方、主体と対象、係る組織、団体及び専門職や地域住民、地域福祉の推進方法を

学ぶとともに、地域援助技術としてのコミュニティワーク、コミュニティソーシャルネットワークの実践方
法を身につける。 

８．学習目標 

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を
含む）について説明できる。 

・地域福祉の主体と対象について理解し説明できる。 

・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について把握することができる。 
・地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法について把握し、
その実際について説明できる。 

・地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域
トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解し説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法』中央法規出版。 

【参考書】 
東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

東京福祉大学編『教職科目要説（初等教育編）』ミネルヴァ書房。 
東京福祉大学編『教職科目要説（中等教育編）』ミネルヴァ書房。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. 地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を

含む。）について理解する。 

2. 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

3. 地域福祉におけるネットワーキング（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及びその実際につ

いて理解する。 

4. 地域福祉の推進方法（ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域

トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。）について理解する。 

○評定の方法 

1. 受講態度・参加姿勢等 40％（全授業の 3/4 以上の出席が必要）遅刻（10 分程度迄）は 3 回で 1 回休み

となる。 40％ 

2. 試験及びレポート 60％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講

生は上記の目的のため、下記の事を守ることを期待する。 

１． 授業中は常に集中力を保って受講すること。積極的態度で授業に参加することを期待する。 

２． 授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチを切っておくこと。 

３． 授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。欠席、遅刻、早退をした場合はその理

由を必ず教師に書面をもって報告すること。 

４． レポートの提出日を厳守すること。（後日提出は評価対象にしない。） 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション（講義概要の説明） 

事前学習 地域福祉とは何かを考えて授業に臨む。 

事後学習 
地域福祉の概要や事例から何を学んだか、その

内容をまとめる。 

第２回 現代社会における地域福祉の実際 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.2~13）を熟読し、その要点

をまとめる。 

事後学習 
わが国の地域福祉が欧米からどのような影響

を受けたか、その内容をまとめる。 

第３回 
地域福祉の基本的考え方① 

―地域福祉の位置づけと福祉コミュニティ 

事前学習 
教科書第 1 章（pp.14~33）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉の新しい位置づけと福祉コミュニテ

ィの考え方について、その内容をまとめる。 

第４回 
地域福祉の基本的考え方② 

―地域福祉理論と地域自立生活支援 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.36~46）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉理論の発展過程と地域自立生活支援

のあり方について、その内容をまとめる。 



 

 

第５回 
地域福祉の発展過程① 

―地域福祉における地域 

事前学習 
教科書第 2 章（pp.47~56）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉における地域をどのように捉えるか、

その内容をまとめる。 

第６回 
地域福祉の発展過程② 

―地域福祉における主体形成 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.58~67）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉における主体形成について、どのよう

に捉えるか、その内容をまとめる。 

第７回 
地域での生活を支える地域福祉サービスの実際① 

―福祉教育への期待 

事前学習 
教科書第 3 章（pp.68~76）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 

地域住民に対し、福祉教育を通して、どのよう

な力を育むことが期待されるのか、その内容を

まとめる。 

第８回 
地域での生活を支える地域福祉サービスの実際② 

―地方分権化における地域福祉計画 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.78~100）を熟読し、その要

点をまとめる。 

事後学習 
地方分権化における地域福祉計画の策定につ

いて、その内容をまとめる。 

第９回 
地域福祉の主体と対象① 

―社会福祉法人と特定非営利法人 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.101~115）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉法人及び特定非営利法人の役割につ

いて整理し、その内容をまとめる。 

第１０回 
地域福祉の主体と対象② 

―民生委員・児童委員、保護司の役割 

事前学習 
教科書第 4 章（pp.116~132）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における民生委員・児童委員、保護司の役

割について整理し、その内容をまとめる。 

第１１回 
地域福祉の推進方法① 

―コミュニティソーシャルワーク 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.134~147）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの考え方及び

今後のコミュニティソーシャルワークの展開

について、その内容をまとめる。 

第１２回 
地域福祉の推進方法② 

―チームアプローチ 

事前学習 
教科書第 5 章（pp.148~172）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

コミュニティソーシャルワークの展開プロセ

ス及び専門多職種とのチームアプローチにつ

いて、その内容をまとめる。 

第１３回 
地域福祉計画と地域福祉活動計画① 

―住民参加の意義 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.174~184）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉推進における住民参加の意義につい

て、その内容をまとめる。 

第１４回 
地域福祉計画と地域福祉活動計画② 

―住民参加の方法 

事前学習 
教科書第 6 章（pp.185~194）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉を展開する際に求められる住民参加

の方法について、その内容をまとめる。 

第１５回 
ソーシャルサポートとコミュニティソーシャルワー

ク（中間まとめ） 

事前学習 
教科書第 7 章（pp.196~206）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
ソーシャルサポートとコミュニティソーシャ

ルワークについて、その内容をまとめる。 

第１６回 
ボランティア活動と福祉教育① 

―社会資源活用・調整・開発 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.214~221）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における社会資源活用・調整・開発につい
て整理し、その内容をまとめる。 

第１７回 
ボランティア活動と福祉教育② 

―福祉サービスの開発 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.222~232）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの開発について整

理し、その内容をまとめる。 

第１８回 

地域福祉に係る組織、団体および専門職や地域住民

① 

―まちづくりとソーシャルアクション 

事前学習 
教科書第 8 章（pp.233~238）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
福祉でまちづくりとソーシャルアクションに
ついて、グループで検討したことをまとめる。 

第１９回 

地域福祉に係る組織、団体および専門職や地域住民

② 

―アウトリーチの意義 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.240~243）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域福祉におけるアウトリーチの意義につい
て、その内容をまとめる。 

第２０回 
地域福祉の財源① 

―福祉ニーズの把握方法 

事前学習 
教科書第 9 章（pp.244~252）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉ニーズの把握方法について、

その内容をまとめる。 



第２１回 
地域福祉の財源② 

―地域トータルケアシステム 

事前学習 
教科書第 10 章（pp. 254~269）を熟読し、そ

の要点をまとめる 

事後学習 

地域トータルケアシステムの考え方及び地域

トータルケアシステムの展開方法について、そ
の内容をまとめる。 

第２２回 
これからの地域福祉のあり方① 

―地域トータルケアシステムの事例 

事前学習 
教科書第 10 章（pp.270~279）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域トータルケアシステムの事例について、グ

ループで検討されたことをまとめる。 

第２３回 
これからの地域福祉のあり方② 

―福祉サービスの評価 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.282~288）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの評価の考え方に
ついて、その内容をまとめる。 

第２４回 
これからの地域福祉のあり方③ 

―福祉サービスの評価方法 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.289~293）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスの評価方法につい
て、その内容をまとめる。 

第２５回 
海外の地域福祉① 

―福祉サービスのプログラム評価 

事前学習 
教科書第 11 章（pp.294~298）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
地域における福祉サービスのプログラム評価

について、その内容をまとめる 

第２６回 
海外の地域福祉② 

―災害支援と地域福祉 

事前学習 
教科書第 12 章（pp.300~312）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 
災害支援と地域福祉について、その内容をまと
める。 

第２７回 
海外の地域福祉③ 

―イギリスとアメリカ 

事前学習 
教科書第 13 章（pp.314~328）を熟読し、その

要点をまとめる。 

事後学習 

イギリスとアメリカが日本の地域福祉に影響
を与えた考え方や実践について整理し、その内
容をまとめる。 

第２８回 地域福祉実践の先進事例について（資料提供） 

事前学習 地域で行われている援助事例を調査する。 

事後学習 グループで検討した援助事例をまとめる。 

第２９回 
まとめ① 

―地域福祉の方向性 

事前学習 
日本の地域福祉の方向性について事前に自分

の考えをまとめてくる。 

事後学習 
グループで検討した地域福祉の方向性につい

て、その内容をまとめる。 

第３０回 
まとめ② 

―少子高齢化と地域福祉 

事前学習 
少子高齢化と地域福祉の関係について事前に

自分の考えをまとめてくる。 

事後学習 
グループで検討した少子高齢化と地域福祉の
関係についてその内容をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 知覚・認知心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2318 

２．授業担当教員 岡田 順介 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 認知心理学は“知”の働きを中心にして、人間の心のしくみを、情報処理という枠組みにもとづいて明ら
かにしていこうとする心理学の一分野である。本講義では、特に感覚、知覚、注意、記憶、思考などの領域

を概観する。また、心の働きを科学的に解明しようとする手法や考え方について学習するとともに、上記領
域における最新の知識を習得する。 

８．学習目標 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得する。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができる。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

複数回の課題を課す。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】服部雅史、小島治幸、北神慎司（著）『基礎から学ぶ認知心理学』有斐閣ストゥディア、2015。 

【参考書】必要に応じて他のテキストや論文を授業で紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1.感覚、知覚、注意、記憶、思考等の機序およびその障害について基礎的な知識を習得できているか。 

2.認知心理学の研究の方法を理解し、説明することができるか。 

3.日常生活の身近な問題に、習得した認知心理学的手法を適用することができるか。 

○評定の方法 

下記の規準を基に、本学規定に沿って評価を行う。 

平常点(授業態度・授業への参加など) 30％ 

課題(テスト・レポート・発表など)  70％ 

12．受講生への 

メッセージ 

 認知心理学を学んでいく中で、普段は意識することのない「心の働き」について考え、自分自身や日常生

活における事象に、今よりももっと広く注意を向けてほしい。遅刻・早退・欠席をしないよう心がけること。

尚、人数等、講義の状況に応じて一部記載内容から変更される場合がある。 

13．オフィスアワー 第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 導入：認知心理学とは 
事前学習 教科書【10 章】を読む。 

事後学習 認知心理学の特徴についてまとめる。 

第２回 認知心理学の研究方法・研究テーマ 
事前学習 教科書【1 章】を読む。 

事後学習 研究方法・研究テーマについてまとめる。 

第３回 感覚のしくみ 
事前学習 教科書【2 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第４回 感覚の特徴 
事前学習 教科書【2 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第５回 知覚のしくみ 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第６回 知覚の特徴 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第７回 注意のしくみ 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第８回 注意の特徴 
事前学習 教科書【3 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第９回 記憶の基礎：記憶のモデル 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１０回 記憶の基礎：記憶の分類と特徴 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１１回 記憶の基礎：短期記憶とワーキングメモリ 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１２回 記憶の基礎：長期記憶 
事前学習 教科書【4 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１３回 記憶の展開：忘却と抑制 
事前学習 教科書【5 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１４回 記憶の展開：日常の記憶 
事前学習 教科書【5 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１５回 中間のまとめ：感覚、知覚、注意 
事前学習 感覚、知覚、注意の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 



第１６回 中間のまとめ：記憶の基礎、記憶の発展 
事前学習 記憶の基礎、記憶の発展の復習を行う。 

事後学習 理解度を確認し、不十分な事柄を復習する。 

第１７回 概念と知識 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１８回 スキーマ理論 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第１９回 メタ認知：モニタリング 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２０回 メタ認知：コントロール 
事前学習 教科書【6 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２１回 問題解決のしくみ 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２２回 問題解決の特徴 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２３回 推論：演繹と帰納 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２４回 推論：特徴とバイアス 
事前学習 教科書【7 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２５回 判断と意思決定：効用理論 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２６回 判断と意思決定：確率の判断 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２７回 判断と意思決定：文脈と感情 
事前学習 教科書【8 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２８回 潜在認知：サブリミナル効果 
事前学習 教科書【9 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第２９回 潜在認知：意識－無意識 
事前学習 教科書【9 章】の該当部分を読む。 

事後学習 講義内容・教科書範囲を復習する。 

第３０回 半期の講義の振り返りと到達度の確認 
事前学習 半期の講義内容の要点をまとめておく。 

事後学習 理解が不十分な事柄を復習する。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 哲学 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1319 

２．授業担当教員 山田 哲史 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

われわれ人間は、事実的な文脈（「～である」）と価値的な文脈（「～すべき/よい/悪い」）とが交差しながら

織り成す毎日の中で生きている。大雑把に言えば、「科学」を志向するさまざまな学問分野は、前者（事実）

を明らかにすることを目指しており、他方、後者（価値）をその研究対象に据えているのが、倫理学や本講

義で学ぶ哲学である。 

本講義では、哲学者たちが取り組んできたテーマについて、日常生活とのつながりを意識しながら学んで

いく。しかし、もっとも大切なことは、哲学者たちの考えた内容そのものを覚えることではなく、その思考

の軌跡を追体験することによって、受講者自身が各自の思考力を鍛えていくことである。 

８．学習目標 

1 哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解する。 

2 哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができる。 

3 ディスカッションを通して、人の意見をよく聞き、自分の意見を人に分かりやすく伝えることができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業の進行に沿って理解度を確認するため、学習シートの提出を求めることがある。提出の時期はその都

度指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 
【教科書】貫成人著『図説・標準哲学史』新書館、2008。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・哲学の基礎的な用語や哲学の歴史について理解しているか。 

・哲学に関する諸問題に対して、授業で学習した哲学的思索を参考に自らの意見を考えることができたか。 

○評定の方法 

・平常点（積極的参加度・授業態度・発表・発言等） 30％ 

・課題（中間レポート・ワークシート等）      30％ 

・期末評価（レポート・試験等）          40％ 

12．受講生への 

メッセージ 

授業時に取り扱う内容に対し、自分自身の身近な問題と照らし合わせながら理解しようとする意識を持っ

て積極的に学習に取り組んで欲しい。 

13．オフィスアワー 授業前後の休憩時間とする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
 オリエンテーション（講義概要の説明）  

万物の根源について 

事前学習 
「自分はなぜ今ここに存在するのか」この問いへの

答えを簡単に整理する。 

事後学習 
授業（万物の根源について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第２回 
知を愛する者について 

（ソフィストとソクラテス） 

事前学習 
物事を議論するときにどのようなことを心がけるか

思いつくことを列挙する。 

事後学習 
授業（知を愛する者について）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第３回 
想起することについて 

（プラトン） 

事前学習 
自分にとっての「理想とする○○」の○○を具体的

に 5 点くらい列挙する。 

事後学習 
授業（想起することについて）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第４回 
原因と結果について 

（アリストテレス） 

事前学習 
この一週間で自分の身の回りで起こった出来事を思

い出し、その原因を推測し説明できるようにする。 

事後学習 
授業（原因と結果について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第５回 神と哲学について（アウグスティヌス、等） 

事前学習 
自分が「神様」のことを頭に浮かべるときはどんな

時か具体的な場面を説明できるようにする。 

事後学習 
授業（神と哲学について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第６回 イドラについて（ベーコン） 

事前学習 

自分が今まで独りよがりな「思い込み」をしていた

ことを自覚した例を思い出していくつか例を挙げ

る。 

事後学習 
授業（イドラについて）を通して理解したこと、発

見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第７回 
疑うことについて 

（デカルト） 

事前学習 
自分が普段の生活の中で疑わしいと思っている事柄

とその理由をいくつか列挙する。 

事後学習 
授業（疑うことについて）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 



第８回 
自己保存の本能について 

（ホッブズ） 

事前学習 
社会のルールはなぜ必要なのだろうか具体的な例を

挙げながら簡単に説明できるようにする。 

事後学習 

授業（自己保存の本能について）を通して理解した

こと、発見したこと、感じたことをノートにまとめ

る。 

第９回 
一般意志について 

（ルソー） 

事前学習 
啓蒙という言葉の意味について調べて説明できるよ

うにしておく。 

事後学習 
授業（一般意志について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１０回 
道徳法則について 

（カント） 

事前学習 
道徳という言葉からどんなことを連想するか説明で

きるようにする。 

事後学習 
授業（道徳法則について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１１回 
弁証法について 

（ヘーゲル） 

事前学習 

他者の意見を取り入れながら意見をまとめていくと

きにどんなことを心がけるか思いつくことを列挙す

る。 

事後学習 
授業（弁証法について）を通して理解したこと、発

見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１２回 
ニヒリズムについて 

（ニーチェ） 

事前学習 
自分が体験した「信じられない！」という衝撃的な

体験を説明できるようにする。 

事後学習 
授業（ニヒリズムについて）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１３回 
無意識の領域について 

（フロイト） 

事前学習 

自分が思わずしてしまった言動にはどんなことがあ

るか具体的な場面をいくつか説明できるようにす

る。 

事後学習 
授業（無意識の領域について）を通して理解したこ

と、発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１４回 
人間の頽落について 

（ハイデッガー） 

事前学習 
自分は他者にどんなことを配慮しているか説明でき

るようにする。 

事後学習 
授業（人間の頽落について）を通して理解したこと、

発見したこと、感じたことをノートにまとめる。 

第１５回 
アンガジュマンについて 

（サルトル） 

事前学習 
所属する集団において自分はどんな役割を担うこと

を求められているか説明できるようにする。 

事後学習 

授業（アンガジュマンについて）を通して理解した

こと、発見したこと、感じたことをノートにまとめ

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 統計学 （2 単位） 

３．科目番号 
GELA1321 

GELA1121 
２．授業担当教員 岡田 順介 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「統計学」履修後、「社会調査法」も履修すると理解力は増大します 

７．講義概要 

我々の身の回りには実に多くの統計的データが存在する。しかし、それらについての正しい見方を知らない

と、日常生活において重大な間違いを犯してしまうことにもなりかねない。理系・文系の枠に関係なく、統

計学の知識は、データを正しく読み取り、正しく理解するために必要な教養のひとつである。この統計学の

クラスでは、統計に対する正しい知識を身につけることと、将来自分でデータを集め分析できるようになる

ことを目標に、統計学の基本的な概念の紹介から始まり、記述統計、推測統計まで幅広く学習していく予定

である。 

８．学習目標 

日常生活における統計学的なものの見方・考え方を身につけるとともに、レポート・論文の中に記載された

統計に関する記述箇所を正しく読み取れるようになること、また自らが行った統計分析結果について正しく

記述できるようになることが、本講義の主たる学習目標である。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業で紹介した内容を利用した計算課題などを行う。 

10．教科書・参考書・

教材 

授業内で資料を配布する。 

【教科書】なし 

【参考書】他の講義で既に利用しているものを中心に、授業内で指定・紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．統計学に関する基礎的、基本的事項を理解し、説明できるか。 

２．統計学的な思考が身についたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度、期末試験、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加   総合点の２０％ 

２ 課題（テスト、レポート、発表など）総合点の８０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・統計学は心理統計法や統計処理法に必要な基礎である。一度学べば心理統計法がよく理解できるはずであ

る。 

・卒業研究で実験や調査をする際に必要な内容である。 

・関数つきの電卓があると便利である。 

13．オフィスアワー 第 1 回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（授業概要の説明）、統計学（法）

とは 

事前学習 

統計学を学ぶにあたり、関係する数学の基礎知

識について個々人の既知の範囲で確認してお

く。 

事後学習 
授業を基に統計的処理の目的・意義を把握し、

関係する数学の基礎知識について確認する。 

第２回 統計学で使う用語、記号、数式など 

事前学習 

第 1 回で指定したことを踏まえ、もう一度統計

学に関わる数学の基礎知識について確認して

おく。 

事後学習 

今後の授業で統計用語や記号が出てきても問

題なく理解できる事を目標に、授業内容を復習

する。 

第３回 母集団と標本―測定値の意味、誤差の原因 

事前学習 

日常生活などで目にする統計データが何につ

いてどのように得られたものか観察し、普段な

んとなく理解しているその意味について意識

的に整理してみる。 

事後学習 
母集団と標本の関係や誤差について問題なく

理解できているか確認する。 

第４回 統計量の意味を考える―平均値とばらつき 

事前学習 
代表値と散布度について指定、或いは配布した

資料を基に予習しておく。 

事後学習 平均値などの特徴、利点について把握する。 

第５回 ガウスの正規分布曲線を知る―大試料のデータの分布 

事前学習 
「正規分布」について調べ、理解が困難な点を

整理しておく。 

事後学習 
今後の授業に備え、分布が何を意味しているの

か、正規分布とは何かを整理しておく。 



第６回 
標準正規分布曲線を知る―確率と分布曲線の面積との

関係、偏差値 

事前学習 

前回の正規分布について整理したうえで、標準

正規分布について指定、あるいは配布し資料を

基に予習する。 

事後学習 

授業内容をもとに標準正規分布について復習

するとともに、統計において分布を扱う意義を

把握する。 

第７回 統計的仮説の検定 

事前学習 

実生活など実際に目にする統計データについ

て、「何を目的としてそのデータを得たのか」

を考えてみる。 

事後学習 
事業内容を復習し、統計的仮説の検定につい

て、その仕組みや注意点について理解する。 

第８回 
ｔ分布曲線を知る―平均値の分布、試料数によるｔ分布

曲線の違い 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基にｔ分

布について学習し、理解が困難な点を整理して

おく。 

事後学習 授業を基にｔ分布の特徴について整理する。 

第９回 ｔ分布表の見方と使い方 

事前学習 
前回の授業を基に、ｔ分布を実際に利用する方

法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点について理解し、 ｔ分

布を利用できるようにする。 

第１０回 
F分布曲線を知る―ばらつきの比の分布、試料数による

F分布曲線の違い 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に F 分

布について学習し、理解が困難な点を整理して

おく。 

事後学習 授業を基に F 分布の特徴について整理する。 

第１１回 F分布表の見方と使い方 

事前学習 
前回の授業を基に、F 分布を実際に利用する方

法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点について理解し、 F 分

布を利用できるようにする。 

第１２回 二項分布について 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に二項

分布について学習し、理解が困難な点を整理し

ておく。 

事後学習 授業を基に二項分布の特徴について整理する。 

第１３回 χ²分布表の見方と使い方 

事前学習 

授業で指定、あるいは配布した資料を基に χ

²分布について学習し、理解が困難な点を整理

しておく。 

事後学習 授業を基にχ²分布の特徴について整理する。 

第１４回 
χ²分布曲線を知る―ばらつきの分布、試料数によるχ²

分布曲線の違い 

事前学習 
前回の授業を基に、χ²分布を実際に利用する

方法について予習しておく。 

事後学習 

授業で行った例題にもう一度取り組み、自身が

把握できていなった点にについて理解し、χ²

分布を利用できるようにする。 

第１５回 まとめ 

事前学習 
これまでの授業で概観したそれぞれの分布の

特徴、差異について自身で整理してみる。 

事後学習 

目的に応じて適切な分布を自身で選択・利用で

きる事を目標に、授業を基にもう一度整理す

る。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅱ（語彙・意味） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2122 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 
日本語を教えるには、語彙の意味や用法を知っておくことが基本となる。本講座では、「日本語の語彙・意味」

に関する一般的な概論を行い、日本語教育における専門用語について学ぶ。 

８．学習目標 

１）語種、語の構成や語の体系など基本的な知識を習得する。 

２）語彙・意味に関する専門用語を理解する。 

３）語彙・意味と社会の関係について考える。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、ワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

レポートは、授業時に提出日を告知するので、期日までに提出する。 

レポートテーマ： 

 ・語彙の体系について 

 ・語種について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】沖森卓也他著『図解日本の語彙』三省堂、2011。 

沖森卓也編『語と語彙』朝倉書店、2012。 など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．語種、語の構成や語の体系を理解し、説明できるか。 

２．語彙・意味に関する専門用語を理解できたか。 

○評定の方法 

授業への出席・授業態度、課題・発表、期末試験等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・授業態度       総合点の３０％ 

２ 課題・発表             総合点の３０％ 

３ 期末試験              総合点の４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 
今まで意識していなかった日本語の語彙について、どのような特徴や意味があるのか学んでいくこと。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第５章 語彙  

１．語彙と語の違い 

事前学習 p.176 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 

２．語種 

 Ⅰ和語 

Ⅱ漢語 

Ⅲ外来語 

事前学習 pp.177～178 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２．語種 

 Ⅳ混種語 

事前学習 pp.178～179 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 

３．語構成 

 Ⅰ単純語 

Ⅱ合成語 ①複合語 

 ②畳語 

事前学習 pp.180～181 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
３．語構成 

 Ⅱ合成語 ③派生語 

事前学習 pp.182 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 

４．語彙の体系 

 Ⅰ体系 

Ⅱ類義語 

事前学習 p.183 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
４．語彙の体系 

Ⅲ対義語 

事前学習 p.184 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 
５．語を数える 

 Ⅰ理解語彙と使用語彙 

事前学習 p.185 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第９回 
５．語を数える 

 Ⅱ基礎語彙と基本語彙と基幹語彙 

事前学習 pp.186～187 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 ６．位相 

事前学習 p.188 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

第６章 社会言語学 

２．敬語 

 Ⅰ尊敬語 

事前学習 pp.195～197 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
２．敬語 

 Ⅱ謙譲語 

事前学習 pp.197～198 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 
２．敬語 

 Ⅲ丁寧語 

事前学習 pp.199～200 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 ２．敬語復習 

事前学習 敬語のテクストを読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 
日本語の語種、語の構成・体系、専門用語、語彙・意

味と社会の関係について復習 

事前学習 これまでのワークシートを見直す。 

事後学習 期末試験のため復習を行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅲ（文法・文体） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2323 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、グループディスカッション、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語教育で用いられる文法は、国文法とは専門用語が異なる場合がある。本講座では、日本語教育で用い

られる文法の専門用語について学ぶと共に、日本語の誤用について、なぜ日本語学習者が間違えるのか、国

文法では説明できない、日本語教育の文法について学ぶ。 

８．学習目標 

１．日本語文法と国文法の違いについて理解できる。 

２．日本語文法で用いられる専門用語が理解できる。 

３．学習者の文法上の誤用に際し、間違えた理由が説明できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業時にワークシートを配布するので、授業後に提出する。 

レポートは、提出日を授業時に告知するので、期限内に提出する。 

レポートテーマ： 

・日本語文法の動詞の活用と用語 

・格助詞の使い方 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】加藤重弘著『日本語文法入門ハンドブック』研究社、2006。 

     野田尚史著『はじめての人の日本語文法』くろしお出版、1991。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語文法と国文法の違いについて理解できるか。 

２．日本語文法で用いられる専門用語が理解できるか。 

３．学習者の文法上の誤用に際し、なぜ間違えたか説明できるか。 

○評定の方法 

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

１ 授業への積極的参加・日常の受講態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）             総合点の３０％ 

３ 提出課題（ワークシート、小テスト、）・発表   総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 
日本語文法は、国文法と違った用語が使われているが、なぜ異なっているのか、考えながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

第１章 日本語の文法 

１．日本語文法と国文法 

事前学習 
pp.60～61 を読み、日本語と国語について考

える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 
２．文型教育：表現文型のリストと提出順序 

３．品詞分類 

事前学習 pp.62～66 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ４．動詞の活用 
事前学習 

pp.67～73 を読んで、間違いやすい動詞の活

用について考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ５．日本語の文法的特徴 

事前学習 pp.74～77 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 
６．名詞文「～は～です」 

７．主語と主題 

事前学習 pp.78～82 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 ８．「こそあど」詞：指示詞 

事前学習 pp.83～84 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 
９．形容詞 

１０．「～たい」と「ほしい」：希望・欲求の表現 

事前学習 pp.85～92 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第８回 
１１．動詞と表現意図 

１２．「いる」と「ある」：存在文と所在文 

事前学習 pp.93～95 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 
１３．自動詞と他動詞 

１４．「～ている」 

事前学習 pp.96～100 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 

１５．可能表現 

１６．使役表現 

１７．受身表現 

事前学習 pp.101～106 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 １８．授受表現 

事前学習 pp.107～110 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 １９．助詞 

事前学習 
pp.111～115 を読んで、苦手な助詞について

考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 ２０．「は」と「が」 

事前学習 
pp.116～124 を読んで、「は」と「が」の使

い方について理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 
２１．「を」の用法 

２２．「に」と「で」の用法 

事前学習 
pp.125～130 を読んで、「を」「に」「で」の

使い方について理解する。 

事後学習 ワークシートにまとめる。 

第１５回 文型と専門用語の復習 

事前学習 課題レポートを作成する。 

事後学習 総復習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学Ⅳ（文字・表記） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2324 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語の文字・表記は日本語学習者にとって最も難しいと言われる。文字・表記を合理的に教えるためには、

日本語の文字・表記に関する知識が不可欠である。本講座では、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字など

日本語の文字の一般的な知識を得ると共に、日本語の表記法についても学ぶ。 

８．学習目標 

１．漢字の構成を理解し説明できるか。 

２．漢字の訓読みや音読みについて理解できたか。 

３．かなの歴史的背景が理解できたか。 

４．ローマ字の表記についての知識が得られたか。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、ワークシートに記入し、次の授業時に提出する。 

レポートは期日までに提出すること。 

レポートテーマ： 

・日本語の表記の問題 

・日本語の表記法 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監修『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

【参考書】沖森卓也他著『図解 日本の文字』三省堂、2011。 

高木裕子著『日本語の文字・表記入門』バベルプレス、1996。 など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．漢字の構成を理解し説明できるか。 

２．かなやローマ字の表記についての知識が得られたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・授業態度                 総合点の３０％ 

２ 期末試験                        総合点の３０％ 

３ 課題（レポート、ワークシート）・小テスト・発表     総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 
日本語の文字・表記には、どのような問題があるのか、考えながら受講すること。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、文字の種類 

事前学習 日本語の文字の特徴について考える。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第２回 

第４章 文字・表記 

１．常用漢字表について 

 Ⅰ字体の問題 

Ⅱ常用漢字表 

事前学習 pp.132～137 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 ２．漢字の筆順 

事前学習 pp.138～139 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 

３．送り仮名のつけ方 

Ⅰルール１ 活用のある語は活用語尾を送る 

Ⅱルール２ 活用語尾以外の部分に他の語を含む

語は、含まれている語の送り仮名の付け方によっ

て送る 

Ⅲルール３ 活用のない語は送り仮名を付けない 

Ⅳルール４ 活用のある語から転じた名詞は、も

との語の送り仮名の付け方によって送る 

事前学習 pp.140～143 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 

３．送り仮名のつけ方 

Ⅴルール５ 副詞・連体詞・接続詞は最後の音節

を送る 

Ⅵルール６ 複合語の送り仮名は、その語を書き

表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の

送り仮名の付け方による 

Ⅶルール７ 名詞は慣用句に従って、送り仮名を

つけない 

まとめ 

事前学習 pp.143～146 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第６回 

４．現代仮名遣い 

Ⅰ原則的なきまり 

Ⅱ慣習による特例 

事前学習 pp.147～151 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第７回 

５．外来語の表記 

 Ⅰ外来語表記の仮名と付合の表 

Ⅱ留意事項 

事前学習 pp.151～155 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 

６．ローマ字の表記 

 Ⅰ直音と拗音の表記 

Ⅱ撥音（はねる音）の表記 

Ⅲ促音（つまる音）、長音（引く音）の表記 

Ⅳ分かち書き 

事前学習 pp.156～158 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 
７．くぎり符号、くり返し符号、横書きの書き方など 

  まとめ 

事前学習 pp.159～163 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 

日本語の文字の歴史 

１．表意文字・表音文字 

２． 日本語の文字の誕生 

Ⅰ漢字の伝来 

Ⅱ万葉仮名・平仮名・片仮名 

事前学習 pp.164～167 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 
２．日本語の文字の誕生 

  Ⅲローマ字 

事前学習 pp.167～168 を読んで理解する 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 
３．漢字に関わる知識 

Ⅰ六書 

事前学習 pp.169～171 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１３回 
３．漢字に関わる知識 

 Ⅱ国字 

事前学習 pp.172 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 
３．漢字に関わる知識 

  Ⅲ新字体と旧字体 

事前学習 pp.173～174 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 
送り仮名のつけ方、現代仮名遣い、外来語表記、ロー

マ字等書き方、日本の文字の歴史等の復習 

事前学習 ワークシートを見直す。 

事後学習 期末試験のため、今までの復習を行う。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学演習Ⅲ（談話） （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3326 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義、演習、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
日本語学Ⅴ（談話） 

７．講義概要 

日本語学Ⅴで学んだことを踏まえ、日本語教育で文章・談話がどのように用いられているか考える。文章や

談話の構造について接続表現、指示表現、比喩表現などについて学びながら、それらが日本語教育でどのよ

うに扱われているか調べていく。また、会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱わ

れているか理解する。 

８．学習目標 

１．日本語の構造の中で、接続表現、指示表現、提題表現等がどのように扱われているか分析できる。 

２、会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱われ、談話として取り入れられている

か理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

ワークシートや課題は期限内に提出すること。 

課題 会話を考えるプリントを予習として提出し、それぞれのテーマにおける日本語会話の特徴を考える。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリントを使用 

【参考書】根本総子・宮谷敦美『聞いて覚える話し方日本語生中継』くろしお出版、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

〇成績評価の規準 

１．日本語の構造の中で、接続表現、指示表現、提題表現等がどのように扱われているか分析できたか。 

２．会話において接続表現や指示表現、提題表現などがどのように扱われ、談話として取り入れられている

か理解できたか。 

〇評定の方法 

以下の点を総合して評価する。 

１ 授業への参加態度・総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト、期末テスト等）総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 

上記の他に、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件である。 

12．受講生への 

メッセージ 

日本語の会話の特徴を知り、「会話指導」に役立てられるようにするために、自分自身の会話について再考し

ていこう。 

13．オフィスアワー 初回授業時に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業概要、伝言についてのグループワーク 

事前学習 伝言に使用する語彙を考える。 

事後学習 伝言の表現をまとめる。 

第２回 勧誘表現についてのグループワーク 

事前学習 勧誘表現を考え提出する。 

事後学習 勧誘表現について発表原稿を用意する。 

第３回 勧誘表現についての発表 

事前学習 勧誘に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 勧誘表現についてまとめ提出する。 

第４回 許可表現についてのグループワーク 

事前学習 許可表現について発表原稿を用意する。 

事後学習 許可に対して考えた会話の発表準備をする。 

第５回 許可表現についての発表 

事前学習 許可表現について会話の発表準備をする。 

事後学習 許可表現についてまとめ提出する。 

第６回 情報を伝える表現についてのグループワーク 

事前学習 情報表現について発表原稿を用意する。 

事後学習 情報に対して考えた会話の発表準備をする。 

第７回 情報を伝える表現についての発表 

事前学習 情報表現について会話の発表準備をする。 

事後学習 情報表現についてまとめ提出する。 

第８回 依頼の表現についてのグループワーク 

事前学習 依頼表現を考え提出する。 

事後学習 依頼表現について発表原稿を用意する。 



第９回 依頼の表現についての発表 

事前学習 依頼に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 依頼表現についてまとめ提出する。 

第１０回 文句表現についてのグループワーク 

事前学習 文句表現を考え提出する。 

事後学習 文句表現について発表原稿を用意する。 

第１１回 文句表現についての発表 

事前学習 文句に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 文句表現についてまとめ提出する。 

第１２回 提案表現についてのグループワーク 

事前学習 提案表現を考え提出する。 

事後学習 提案表現について発表原稿を用意する。 

第１３回 提案表現についての発表 

事前学習 提案に対して考えた会話の発表準備をする。 

事後学習 提案表現についてまとめ提出する。 

第１４回 感想についてのグループワーク 

事前学習 感想表現を考え提出する。 

事後学習 提案表現について発表原稿を用意する。 

第１５回 感想表現についての発表 

事前学習 発表やディスカッションを振り返る。 

事後学習 発表の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語学史 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2142 
２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本の歴史に沿って、日本語がどのように研究されてきたのか、主に明治以前と以降に分けて学ぶ。また、

日本語学史の発展は日本語教育と密接な関係にある（西洋人の日本語学習から貴重な文献が残されている（ロ

ドリゲス著（1604－08『日本大文典』）など））ことから、日本語教育史についても取り上げる。 

８．学習目標 

１）日本語学史の時代区分が概観できる。 

２）日本語学史の時代区分に沿ってどのような研究が行われたか、理解できる。 

３）日本語学史において西洋の影響について概観できる。 

４）日本語教育史の時代区分がわかる。 

５）日本語学史と日本語教育史はどのような関係にあるのか、理解できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回、授業で習った項目のワークシートを配布するので、次の授業時に提出する。 

課題レポート： 

・日本語学史の時代区分と、それぞれの時代の特徴を書きなさい。 

・明治以前の西洋人による日本語の記述の特徴を３つに分けて論じなさい。 

・日本語教育史の時代区分とその特徴について書きなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】使用せず、適宜プリントを配布する。 

【参考書】真田信治著『よくわかる日本語史』アルク、1999。 

佐伯哲夫・山内洋一郎編『国語概説』和泉書院、1983。 

酒井順一郎「第 1 章 0 からの日本語学習・教育」『やさしい日本語指導 3 日本語教育の歴史と

現状』国際日本語研修協会、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．時代に沿って日本語学史の特徴が理解できたか。 

２．日本語学史と日本語教育史の影響が理解できたか。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・参加態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）       総合点の３０％ 

３ 提出課題（ワークシート・発表）  総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 初回授業時にプリントにて告知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
授業概要、日本史、日本語史、日本語学史、日本語教

育史について 

事前学習 
日本史、日本語史、日本語学史、日本語教育

史の違いについて確認しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第２回 日本史と日本語史、日本語学史の時代区分について 

事前学習 
日本史の時代区分に沿って何があったか確

認する。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第３回 仮名の発生 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第４回 定家仮名遣い 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第５回 契沖（歴史的仮名遣い） 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第６回 日本語学史への西洋の影響について 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 



第７回 明治以後の研究 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第８回 日本語学史と日本語教育史の関連性 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第９回 
日本語学史の時代区分とその特徴についてのまとめと

復習チェック 

事前学習 配布プリントとワークシートを見直す。 

事後学習 間違ったところを見直す。 

第１０回 日本語教育史：日本語教育史の時代区分 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１１回 19 世紀以前の日本語教育史 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１２回 19 世紀以前の世界の日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１３回 漂流民と日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 ワークシートを完成させる。 

第１４回 戦前戦後の日本語教育 

事前学習 配布プリントを読み、内容を理解しておく。 

事後学習 間違ったところを見直す。 

第１５回 
日本語教育史の時代区分とその特徴についてのまと

め、日本語史・日本語教育史フィードバック 

事前学習 配布プリントやワークシートを見直す。 

事後学習 提出したレポートについての評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3355 

２．授業担当教員 村松 喜久子 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本語を教えるためには、どのような教科書と指導法がよいかを実際に教案を作りながら考える。 

１ 直接法の授業を実際に体験する。 

２ どのように教案を書くのかを学ぶ。 

３ 授業をしやすい教案とは何かをクラスで考える。 

４ 学習者主体の授業とは何かを確認しながら教案を作成し、模擬授業を行う。 

＊各自の教案をクラスで考え、それぞれの良い点・悪い点を意見交換する。 

８．学習目標 
授業に対する教案の作成ができる。 

模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

毎回授業の課題についてレポートおよび教案を提出する。 

例：教案「指示語」を書く。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

プリントを使用する。必ず辞書を持参すること。辞書がない場合は欠席とする。 

【参考書】 

高見沢孟著『新・はじめての日本語教育１・２』アスク出版、2004。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．授業に対する教案の作成ができるようになったか。 

２．模擬授業を体験しながら「日本語指導」における大切なことがわかるようになったか。 

○評定の方法 

１ 授業への積極的参加・授業態度   ３０％ 

２ 課題・レポート          ３０％ 

４ 期末試験（模擬授業）       ４０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

将来日本語教師になるための実践トレーニングとなる授業である。 

みなさんの日本語学習体験をもとに、素晴らしい指導法を一緒に考えていきたい。 

13．オフィスアワー 詳細は初回授業時に説明する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 日本語教育の変遷 

事前学習 初級日本語の授業を振り返る。 

事後学習 レポート「理想の日本語教育」を書く。 

第２回 教科書について考える   

事前学習 自分が学習に使った教科書を振り返る。 

事後学習 レポート「より良い教科書」を書く。 

第３回 学習者主体の授業とは 

事前学習 学生にとって良い授業は何かを考える。 

事後学習 レポート「学習者主体の授業」を書く。 

第４回 直接法の指導について 

事前学習 「直接法」について調べる。 

事後学習 レポート「直接法の指導の良い点」を書く。 

第５回 指示語の指導について 

事前学習 指示語を復習する。 

事後学習 教案「指示語」を書く。 

第６回 テ形の指導について 

事前学習 テ形を復習する。 

事後学習 教案「テ形」を書く。 

第７回 「ある」「いる」の指導について 

事前学習 存在を復習する。 

事後学習 教案「ある・いる」を書く。 

第８回 イ形容詞・ナ形容詞の指導について 

事前学習 形容詞を復習する。 

事後学習 教案「形容詞」を書く。 



第９回 教案作成について 

事前学習 教案の作り方を調べる。 

事後学習 レポート「教案」を書く。 

第１０回 指示語の指導について（模擬授業） 

事前学習 指示語の授業を考える。 

事後学習 内省「指示語」を書く。 

第１１回 テ形の指導について（模擬授業） 

事前学習 「テ形」の授業を考える。 

事後学習 内省「テ形」を書く。 

第１２回 「ある」「いる」の指導について（模擬授業） 

事前学習 存在の授業を考える。 

事後学習 内省「存在」を書く。 

第１３回 イ形容詞・ナ形容詞の指導について（模擬授業） 

事前学習 形容詞の授業を考える。 

事後学習 内省「形容詞」を書く。 

第１４回 模擬授業の発表とコメントの練習 

事前学習 模擬授業教案を書く。 

事後学習 
自分が行った模擬授業に対する内省レポー

トを書く。 

第１５回 総まとめ 日本語教育に関する授業発表 

事前学習 発表授業教案を書く。 

事後学習 発表された授業へのコメントシートを書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教育概論 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3151 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義・演習・討論・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

 日本語教育について考えるコースとして、日本語教育の情勢、教育内容、教授法などをさまざまな面から

概観した上で、日本語教育における教師の役割や仕事について考える。さらに、第二言語として日本語を教

えるという、日本語教育に積極的に関わろうとする多くの学習者の一助にしたい。発表については、各自が

アサイメントでまとめた内容を発表し、それについての討論を実施していく。 

８．学習目標 

１）日本語教育の情勢を理解する。 

２）日本語教育の概観を理解する。 

３）日本語教育における教師の役割を理解する。 

４）日本語教育における教師の仕事を理解する。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に配布したワークシートは、授業後に提出する。 

課題レポートは、授業時に告知した期日までに提出する。 

課題レポート： 

・日本語教師の役割と条件 

・「コースデザインを考える」（どこで誰に何をどのように教えるのかまとめる） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】遠藤織枝編『日本語教育を学ぶ』三修社、2011。 

国際日本語研修協会『日本語教育と評価』凡人社、2009。 

国際交流基金『日本語教師の役割／コースデザイン』国際交流基金、2006。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本語教育の情勢を理解し、説明できるか。 

２．日本語教育において教師の仕事について理解できたか。 

○評定の方法 

授業への積極的参加度や日常の受講態度、課題や発表、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への積極的参加・受講態度   総合点の３０％ 

２ 課題・発表            総合点の３０％ 

３ 課題レポート           総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業中に知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 シラバス確認、日本語教育事情 

事前学習 世界の日本語教育事情について考える。 

事後学習 世界の日本語教育事情について理解する。 

第２回 
第１章 日本語教師の役割 

１．教師は何をするか：日本語教師の役割 

事前学習 pp.8～11 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 １．教師は何をするか：学習者の不安を考える 

事前学習 pp.12～13 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ２．教師に求められる条件：求められる日本語力 

事前学習 pp.14～16 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ２．教師に求められる条件：求められる知識 

事前学習 pp.16～19 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
２．教師に求められる条件：日本語教師に向いている性

格、まとめ 

事前学習 pp.19～20 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第７回 

第２章 日本語を教えるということ 

１．どこまで教えるか 

２．何をどう教えるか 

事前学習 pp.22～23 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第８回 Ⅰ．ニーズ調査 

事前学習 pp.23～25 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第９回 Ⅱ．レディネス調査 

事前学習 pp.26～30 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１０回 Ⅲ．シラバス、まとめ 

事前学習 pp.31～36 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 

３．カリキュラム 

４．教材の選択 

まとめ 

事前学習 pp.37～42 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートにまとめる。 

第１２回 レッスンプラン、コースデザインを考えて発表する 

事前学習 
これまでのワークシートを見直し、レッスン

プラン、・コースデザインを考える。 

事後学習 レッスンプラン・コースデザインを見直す。 

第１３回 

第８章 評価と試験 

１．評価の対象 

２．学習者に対する評価 

３．試験の種類 

事前学習 pp.138～141 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１４回 

４．試験の目的別の分類 

５．試験問題の種類 

６．試験の効果 

事前学習 pp.142～148 を読んで理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１５回 コースデザインについてまとめとフィードバック 

事前学習 コースデザインを作成すること。 

事後学習 コースデザインについて見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本語教授法Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3154 

２．授業担当教員 山口 雅代 

４．授業形態 講義、討論、発表、演習 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「日本語教育概論」「日本語教授法Ⅰ」を履修済みであることが望ましい 

７．講義概要 

日本語教授法Ⅰで培った日本語の基礎知識を踏まえて、日本語教育においてどのような教育方法が望まし

いかを追求していく授業である。さまざまな教授法の長所を生かし、より良い教授法を模索していくことが

重要である。 

日本語教育の現状の分析に基づき、言語教育理論の成果も取り入れて、教授法の理論とその実践方法を学

習していく。また、模擬授業はグループごとに課題を行う。その後フィードバックや討論を行い、各自がレ

ポートにまとめて提出する。 

８．学習目標 

１．日本語教師の役割と、日本語を教えることの目的や意義を理解できる。 

２．初級と中上級の教え方の違いについて理解できる。 

３．中上級の聴解・会話の教え方について理解し指導できる。 

４．中上級の読解の教え方について理解し指導できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

授業時に配布したワークシートは、授業後に提出する。 

課題は、授業時に告知した期日までに提出する。 

レポート： 

・初級と中上級の違いについて 

・中上級会話を教える工夫について 

・中上級読解を教える工夫について 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】高見沢孟著『新・はじめての日本語教育 2』アスク、2016。 

【参考書】高見沢孟監『新・はじめての日本語教育 1』アスク、2016。 

小林ミナ著『教授法 37』アルク、2010。   など 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．教え方についての理論が理解できたか。 

２．教え方について指導実践できたか。 

○評定の方法 

[授業への出席、日常の受講態度、レポート等を総合して評価する。 

１ 授業への出席・受講態度      総合点の３０％ 

２ 期末試験（レポート）      総合点の３０％ 

３ 課題・発表                 総合点の４０％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

授業には誠実に参加し、お互いの力量と自らの目標を達成するために積極的に研究・討論に取り組むこと。 

・授業中の私語は厳禁とする。 

・質問・意見等は授業中に解決するよう努力すること。 

・授業中の携帯電話・メールや私語、飲食は絶対に慎むこと。 

13．オフィスアワー 授業の中で通知する。（事前に要望があれば、随時設定する。） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業概要確認 

第５章 中上級の教え方（１）会話／聴解 

１．中級レベルの教育：初級・中級・上級について 

事前学習 
テキスト p.97 を読み、初級と中級、上級の

違いは何か、考える。 

事後学習 初級、中級、上級の違いについてまとめる。 

第２回 

１．中級レベルの教育 

Ⅰ中級学習者の教育でかんがえるべきこと 

Ⅱ中級レベルの悩み 

事前学習 pp.98～101 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第３回 
２．中上級レベルの会話指導の目標 

３．中上級レベルの会話指導の内容 

事前学習 pp.102～103 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第４回 ４．コミュニケーション能力を育てる指導 

事前学習 pp.104～107 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第５回 ５．テレビドラマの指導 

事前学習 pp.108～111 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第６回 
６．ニュース番組の指導 

７．スピーチの指導 

事前学習 pp.112～114 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 



第７回 
発表のため、会話・聴解教材についてグループで検討す

る。 

事前学習 会話教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第８回 会話指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第９回 聴解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１０回 
中上級の読解教材や教え方 

１．読本を使った読解教育 

事前学習 pp.116～117 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１１回 ２．新聞を使った読解教育 

事前学習 pp.118～124 を読み理解する。 

事後学習 ワークシートに記入する。 

第１２回 中上級の読解指導についてグループで検討する。 

事前学習 読解教材を選び、グループで担当を決める。 

事後学習 発表の担当を決める。 

第１３回 読本を使った読解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１４回 新聞を使った読解指導のグループ発表 

事前学習 発表について確認する。 

事後学習 意見交換・ディスカッション後まとめる。 

第１５回 
中上級の教え方の特徴についてまとめとフィードバッ

ク 

事前学習 レポートを作成する。 

事後学習 
中上級の教え方の特徴についてのまとめを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 日本文化研究 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP1181 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

４．授業形態 講義、討論、発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

日本文化については、日本の言語、文学、歴史、生活文化、宗教、思想、哲学、芸術スポーツ文化等を中

心とする多彩な分野である。中でも日本を深く理解するために必要な情報や社会生活を知るうえで必要な情

報等、多岐にわたっているので、日本文学または日本文化論に視点を置き、日本文化の一端を考察する。 

この講義では、日本の様々な文学作品または日本内外で注目されている日本文化論に関する作品を紹介す

ることで、その作品の時代背景や歴史、思想、生活文化等について学習者がより日本の文化に興味を持てる

よう留意し授業を展開する。さらに、日本文化の特質とは何かについても、この講義を通して掘り下げてい

けるよう進めていく。 

８．学習目標 

１．日本文学の随筆や評論、小説または日本文化論の作品等を読み、日本文化の特質について考えることが

できる。 

２．日本各文学作品または日本文化論の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し各自の感想・意

見を発表・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 

【アサイメント】  

予め参加者全員が、学習課題の事前学習に基づいて準備してから授業に参加する。教師が提示したテーマに

沿ってグループ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の

活動で書いた発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

作品内に於ける日本の文化について1,500字以上でレポートを作成し、期日の授業前に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】テーマ毎にプリントを授業内配布（以下「授業内容」順に提示）： 

・高浜虚子『俳句の作りよう』青空文庫、1952、2009。 

・やすみりえ「『膝ポン川柳』作句のすすめ」第一生命保険株式会社。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/yasumi/index.html（2020 年 1 月 3 日参照） 

・やくみつる「やく流サラ川入門」第一生命保険株式会社。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/introduction/index.html（2020 年 1 月 3 日参照） 

・宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コンクール サラ川で考える『日本の消費』」第一生命保険株式会

社、第一生命経済研究所、2019。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/common/pdf/sarasen_33th.pdf 

（2020 年 1 月 3 日参照） 

・清水義範『日本の異界 名古屋』ベストセラーズ、2017。 

【参考書】石井一成『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』ナツメ社、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．日本文学の随筆や評論、小説等を読み、それぞれの文章の特徴を理解し、単元ごとの設問のまとめや説

明ができるようになったか。 

２．日本文化に関する文学作品の中に内在している思想や生活文化等を討論・理解し、各自の感想・意見を

発表・説明できるようになったか。 

○評定の方法 

以下の点を総合して評価する 

１ 授業への参加態度 総合点の 30％ 

２ 試験（小テスト・期末テスト等） 総合点の 30％ 

３ 提出課題（レポート等） 総合点の 40％ 

上記の他に、本学の規定に定められている 3/4以上の出席が単位の修得の条件であることも配慮した。 

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回発言を求める。授業中の態度、参加度が成績

評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。質問は、授業中に受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の概要説明 

俳句 ① 高浜虚子『俳句の作りよう』 

高浜虚子の年譜発表 

概要説明、精読、グループ活動、発表 

事前学習 
配布資料を管理するクリアブックを準備する

こと。高浜虚子の年譜を作成してくる。 

事後学習 
俳句について自分の言葉でノートに纏め、分か

らない箇所がないようにする。 

第２回 
俳句 ② 高浜虚子『俳句の作りよう』 

精読、グループ活動、発表 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第３回 
俳句 ③ 高浜虚子『俳句の作りよう』 

精読、グループ活動、発表、総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない言葉を調

べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

https://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/sp/yasumi/index.html


第４回 
俳句 ④ 高浜虚子『俳句の作りよう』 

文献を参考に作句、発表、他者による評価 

事前学習 作句する為、必要な項目を前以て考えてくる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、俳句の趣や視点を分析してノートに纏

めておく。 

第５回 

川柳 ① やすみりえ「『膝ポン川柳』作句のすすめ」 

日本に於ける川柳受賞作品の紹介 

俳句と川柳の相違、概要説明、精読 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第６回 
川柳 ② やくみつる「やく流サラ川入門」 

文献を参考に川柳の作成、発表、他者による評価 

事前学習 
川柳を作成する為、必要な項目を前以て考えて

くる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、俳句の趣や視点を分析してノートに纏

めておく。 

第７回 

川柳 ③ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

概要説明、精読、川柳の分析、グループ活動、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第８回 

川柳 ④ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

精読、川柳の分析、グループ活動、発表 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない言葉を調

べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第９回 

川柳 ⑤ 宮木由貴子「第一生命サラリーマン川柳コン

クール サラ川で考える『日本の消費』」 

文献を参考に川柳の作成、発表、他者による評価 

事前学習 
川柳を作成する為、必要な項目を前以て考えて

くる。 

事後学習 

自分の作品を振り返るとともに他者の作品も

鑑賞し、趣や視点を分析してノートに纏めてお

く。 

第１０回 
エッセイ ① 清水義範『日本の異界 名古屋』 

作家について、名古屋に関するグループ活動①、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１１回 
エッセイ ② 清水義範『日本の異界 名古屋』 

名古屋に関するグループ活動②、発表 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読む。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１２回 
エッセイ ③ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 1、名古屋と他都市に関するグループ活動① 

事前学習 
自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読む。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１３回 
エッセイ ④ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 2、名古屋と他都市に関するグループ活動②、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１４回 
エッセイ ⑤ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 3、名古屋と他都市に関するグループ活動③ 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

第１５回 
エッセイ ⑥ 清水義範『日本の異界 名古屋』 

精読 4、名古屋と他都市に関するグループ活動④、発表 

事前学習 配布資料を読み、分からない言葉を調べる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに纏

め、分からない箇所がないようにする。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学 （4 単位） 

３．科目番号 PSMP2122 

２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

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

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

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

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

する。その中で、講義概要の①～⑤を学び、説明できるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・事前学習、事後学習に努めること。 

・３回レポートを作成し、発表を課す。（Ａ４用紙２枚、2,400字以上） 

① 乳幼児期の問題（言葉の習得、感情の発達、心の理論など）から児童期の問題（虐待、いじめ、不登校

など）を取り上げ、どのようなものかまとめ、自分なりの意見を述べる。 

②青年期の問題（モラトリアム、摂食障害、アパシー、ひきこもりなど）を取り上げ、どのようなものか

まとめ、自分なりの意見を述べる。 

② 成人期の問題（うつ、育児不安など）から老年期の問題（認知症、死など）、非定型発達（発達障害な

ど）を取り上げ、どのようなものかまとめ、自分なりの意見を述べる。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

無藤隆・岡本祐子・大坪治彦編『よくわかる発達心理学第２版』ミネルヴァ書房、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

次の１、２について理解し説明できるか。 

１． 生涯発達の視点から、誕生から死に至るまでの過程 

２．正常な発達と発達の障害の理解と支援 

○評定の方法 

平常点（授業態度・授業への参加・授業内諸活動） ５０％ 

まとめの課題（テスト・レポート・発表などの活動） ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

・本講義を通じて、発達心理学に関する基本的な知識を、単にテキストから学ぶだけでなく、自ら考え・調

べ、他者との意見交換を通じながら、身につけること。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2コマを第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション 

【胎児期】 

・胎内で聞こえる母親の声 

事前学習 
テキスト pp.2～3 を読んで、胎児・新生児につ

いて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

胎児の特徴について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第２回 

【新生児期】 

・親の顔を見分ける赤ちゃん（選好注視法） 

【乳児期】 

・微笑みと人見知り（自発的微笑、外発的微笑、社

会的微笑、8 ヶ月不安、イナイイナイバア、愛着） 

事前学習 

テキスト pp.20～23 を読んで、選好注視と微笑

み・人見知りについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「愛着」について参考書などでさらに調べて、

理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ

いては次時の授業で質問すること。 

第３回 

・大事に育てたい親子の愛情（エントレインメント、

情緒的コミュニケーション、基本的信頼感、愛着、

安全基地） 

・増えていく言葉の数（喃語、一語文、二語文、一

次的ことば、二次的ことば） 

事前学習 

テキスト pp.24～25、pp.32～33 を読んで、親

子の関係と言葉の発達について理解し、疑問点

を明確にする。 

事後学習 

「基本的信頼感」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第４回 

・大事なスキンシップ（スキンシップ、カンガルー

ケア、タッチケア、アタッチメント） 

・ハイハイから二足歩行へ（平衡機能、協応関係、

原始歩行、レディネス） 

事前学習 

テキスト pp.34～35、pp.38～39 を読んで、ス

キンシップと歩行について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「スキンシップ」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 



第５回 

【幼児期前期】 

・ものを見立てる遊び（ごっこ遊び、見立て、象徴

遊び、表象、表象機能） 

・自分に目覚める（自我の芽生え、反抗期） 

事前学習 
テキスト pp.46～49 を読んで、遊びと自我の芽

生えについて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「第一次反抗期」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第６回 事例文献の検討１（幼児期、発達の遅れ） 

事前学習 
発達の遅れの事例文献をよく読み、自分なりの

理解をしておく。 

事後学習 

「1.5 歳児健診、３歳児健診」について参考書

などでさらに調べて、理解した内容をノートに

まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第７回 

・困ったことをするようになる（強化子、注目獲得

行動、計画的無視、タイムアウト） 

・毛布などを好きになる（乳児院・養護施設、ハー

ロウのアカゲザルの実験、移行対象） 

事前学習 

テキスト pp.52～53、pp.56～57 を読んで、困

った問題への関わりと移行対象について理解

し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「移行対象」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第８回 

【幼児期後期】 

・論理的に考える時期（感覚運動段階、前操作段階、

素朴理論） 

・言葉の上達（役割所得、一次的ことば、二次的こ

とば） 

事前学習 

テキスト pp.62～63、pp.68～69 を読んで、幼

児期の発達と言葉の発達について理解し、疑問

点を明確にする。 

事後学習 

「ピアジェの発達段階」について参考書などで

さらに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第９回 

・ごっこ遊び（ごっこ、表象、内面世界、モニタリ

ング、心の理論） 

・保育所、幼稚園で学ぶこと 

事前学習 

テキスト pp.72～73、pp.76～77 を読んで、ご

っこ遊びと保育所・幼稚園について理解し、疑

問点を明確にする。 

事後学習 

「心の理論」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１０回 

【児童期】 

・読み書きの力（識字、鏡文字、外言、内言） 

・いじめ（環境移行、自己効力感） 

事前学習 

テキスト pp.84～85、pp.90～91 を読んで、読

字・書字といじめについて理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「いじめの４層構造」について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第１１回 事例文献の検討２（児童期、いじめ） 

事前学習 
いじめの事例文献をよく読み、自分なりの理解

をしておく。 

事後学習 

「いじめ」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１２回 
・テレビの悪影響 

・先生に恵まれる（ピグマリオン効果） 

事前学習 
テキスト pp.92～93、pp.96～97 を読んで、に

ついて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「テレビの影響」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 

第１３回 レポート発表１（乳幼児期から児童期の問題） 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート

を修正して再提出してもよい）。 

第１４回 

【青年期】 

・男の子、女の子の違い（男女差、友人関係、性役

割） 

・将来どうやって生きるか（アイデンティティ、将

来展望） 

事前学習 
テキスト pp.110～113 を読んで、男女差や将来

展望について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「アイデンティティ」について参考書などでさ

らに調べて、理解した内容をノートにまとめ

る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第１５回 

・自分についての悩み（２０答法、第二次性徴、ア

イデンティティの確立） 

【成人初期・中期】 

・どう生きていくべきか（危機、モラトリアム、拡

散、燃え尽き症候群、アイデンティティ・フリー） 

事前学習 

テキストpp.118～119、pp.122～123を読んで、

アイデンティティと生きがいについて理解し、

疑問点を明確にする。 

事後学習 

「モラトリアム」について参考書などでさらに

調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑

問点については次時の授業で質問すること。 



 

 

第１６回 

・子育ての楽しさ つらさ（育児ストレス、育児ノ

イローゼ、虐待） 

【成人後期・老年期】 

・中年の危機（空の巣症候群） 

事前学習 

テキスト pp.128～129、pp.142～143 を読ん

で、子育てと中年の危機について理解し、疑問

点を明確にする。 

事後学習 

「虐待」について参考書などでさらに調べて、
理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ
いては次時の授業で質問すること。 

第１７回 

・高齢者と認知症（老化現象、認知症、アルツハイ

マー型認知症、脳血管性認知症） 

・老年の生きがい（生きがい度測定尺度） 

事前学習 

テキスト pp.150～151、pp.154～155 を読ん

で、高齢者の問題について理解し、疑問点を明

確にする。 

事後学習 

「認知症」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第１８回 

・人生を回顧する（ライフレビュー、回想法） 

・介護の大変さとストレス（老老介護、ストレス、

ケアマネージャー） 

事前学習 
テキスト pp.156～159 を読んで、回想法と介

護について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「ライフレビュー」「回想法」について参考書
などでさらに調べて、理解した内容をノートに
まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第１９回 

・死をどう考えているか（魔術的思考、自我の統合

性） 

【発達を援助する】 

・虐待はどうして起こる（身体的虐待、心理的虐待、

性的虐待、ネグレクト、DV の目撃、長期の母子分

離） 

事前学習 
テキスト pp.160～163 を読んで、死と虐待に

ついて理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「児童虐待防止法」について参考書などでさら

に調べて、理解した内容をノートにまとめる。
疑問点については次時の授業で質問すること。 

第２０回 レポート発表２（青年期の問題） 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート
を修正して再提出してもよい）。 

第２１回 

・不登校はどうして起こる（分離不安、ネグレクト、

さなぎの時期） 

・子育てのストレスを和らげる援助（育児不安、エ

ンゼルプラン） 

事前学習 
テキスト pp.164～167 を読んで、不登校と育

児不安について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「分離不安」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点
については次時の授業で質問すること。 

第２２回 事例文献の検討３（青年期、無気力） 

事前学習 
無気力の事例文献をよく読み、自分なりの理解

をしておく。 

事後学習 

「無気力」について参考書などでさらに調べ

て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点
については次時の授業で質問すること。 

第２３回 

・発達の障害（精神遅滞、広汎性発達障害、脳性麻

痺、学習障害、注意欠陥・多動性障害） 

・学校の問題を援助する（登校しぶり） 

事前学習 

テキスト pp.168～171 を読んで、発達障害と

登校しぶりについて理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「発達障害」について参考書などでさらに調べ
て、理解した内容をノートにまとめる。疑問点

については次時の授業で質問すること。 

第２４回 

・思春期の悩みを援助する（行動化、身体化） 

・思春期の食の問題（摂食障害、神経性無食欲症、

神経性大食症） 

事前学習 

テキスト pp.172～175 を読んで、思春期の悩

みの特徴と摂食障害について理解し、疑問点を

明確にする。 

事後学習 

「行動化」「身体化」について参考書などでさ
らに調べて、理解した内容をノートにまとめ
る。疑問点については次時の授業で質問するこ

と。 

第２５回 

・生きかたに迷う大学生への援助（アイデンティテ

ィ拡散） 

・悩みを抱える成人への援助（自殺、うつ、心理社

会的危機、認知行動療法） 

事前学習 

テキスト pp.176～179 を読んで、大学生と成

人の問題について理解し、疑問点を明確にす

る。 

事後学習 

「アイデンティティ拡散」について参考書など

でさらに調べて、理解した内容をノートにまと
める。疑問点については次時の授業で質問する
こと。 

第２６回 

・施設高齢者の適応と生きがい（初期適応、回想法） 

【発達を考える際に】 

・子どものこころの問題 

事前学習 

テキスト pp.180～183 を読んで、高齢者と子

どものこころについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「高齢者の施設」について参考書などでさらに
調べて、理解した内容をノートにまとめる。疑
問点については次時の授業で質問すること。 



第２７回 
・大人も変わる（クオリティ・オブ・ライフ） 

・発達と能力 

事前学習 

テキスト pp.186～189 を読んで、クオリティ・

オブ・ライフについて理解し、疑問点を明確に

する。 

事後学習 

「クオリティ・オブ・ライフ」について参考書
などでさらに調べて、理解した内容をノートに
まとめる。疑問点については次時の授業で質問

すること。 

第２８回 事例文献の検討４（成人期、うつ） 

事前学習 
うつの事例文献をよく読み、自分なりの理解を

しておく。 

事後学習 

「うつ」について参考書などでさらに調べて、

理解した内容をノートにまとめる。疑問点につ
いては次時の授業で質問すること。 

第２９回 
・虐待の連鎖をストップする（世代間連鎖） 

・生涯にわたる発達をみる 

事前学習 
テキスト pp.190～193 を読んで、虐待と生涯

発達について理解し、疑問点を明確にする。 

事後学習 

「世代間連鎖」について参考書などでさらに調
べて、理解した内容をノートにまとめる。疑問

点については次時の授業で質問すること。 

第３０回 

レポート発表３（成人期から老年期の問題、非定型

発達） 

まとめ 

事前学習 
自ら設定したテーマについて参考文献を調べ

ながらレポートを作成する。 

事後学習 
指摘された点について再考すること（レポート

を修正して再提出してもよい）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 発達心理学（2 単位） 

３．科目番号 

SBMP2342 

SSMP2342 

EDPS2304 ２．授業担当教員 水谷 聡秀 

４．授業形態 講義、ディスカッション、グループ討議・発表 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「心理学入門」「心理学概論」を履修していることが望ましい。 

７．講義概要 

今日の発達心理学は、人間の受精から死までを扱う「生涯発達心理学」を意味する。本講義では、最初に発
達の全体的なプロセスやメカニズムについて、概観する。そして、身体、認知、感情、言語、社会性など、
それぞれの機能がどのように発達していくか、考えたい。また、現代の少子高齢化社会や情報社会特有の問

題と発達との関係、幼児や児童、生徒の心身の発達を踏まえて、主体的な学びをさせる指導法、関わり方に
つても講義、ディスカッション等を行いながら、学習を進めていく。 

８．学習目標 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・事前学習、事後学習に努めること。 

・２回レポートを課す。（Ａ４用紙２枚、2,400字以上） 

①児童期の問題（虐待、いじめ、不登校など） 

②青年期の問題（モラトリアム、摂食障害、アパシー、ひきこもりなど） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

松原達也編『発達心理学－健やかな幸せな発達をめざして』丸善出版。 

【参考書】 

咲間まり子編『多文化保育・教育論』みらい社。 

内田伸子編『発達心理学キーワード』有斐閣。 

東京福祉大学編『保育児童福祉要説』中央法規。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

（１）発達の過程および特徴を理解ための基本的概念および代表的な理論を理解し、説明ができる。 

（２）発達の機能的側面から、そのメカニズムを理解することにより、幼児や児童・生徒の学習を支える指
導の基本的知識と視点を持ち、さまざまな発達的問題に対処できる。 

（３）学習内容を自分の発達問題として捉え、応用できるようにすることを通して、幼児や児童・生徒の主
体的な学びを保障するあり方を体得できる。 

○評定の方法 

・試験・小テスト等 40％ 

・レポート等課題研究 20％ 

・平常点（授業態度、ディスカッションへの参加、発表、発言）40％ 

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

12．受講生への 

メッセージ 

・本講義を通じて、発達心理学に関する基本的な知識を、単にテキストから学ぶだけでなく、自ら考え、調

べ、他者との意見交換を通じながら、身につけること。 

・事前に該当頁を必ず読み、分からない言葉・用語・概念などを調べて、授業に臨むこと。 

・討議を毎回取り入れるので、積極的に発言すること。 

・授業は正当な理由がない限り、欠席、遅刻、早退をしないこと。 

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

をしないこと。 

13．オフィスアワー 原則週に 2コマを第 1回の講義の際に指示をする。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 オリエンテーション、発達心理学とは 

事前学習 
生涯発達の概念について考える。エリクソン

の心理社会的発達段階説を復習する。 

事後学習 生涯発達のイメージをつくる。 

第２回 胎児期・新生児期：赤ちゃん研究の最前線 

事前学習 胎児期・新生児期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、胎児期の母体の状態の大切さや新生
児期の外界への反応の特徴を理解する。 

第３回 乳児期：情緒・親子関係、ボウルビィの愛着理論 

事前学習 乳児期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、乳児期の行動の特徴や親子関係の大
切さを理解する。 

第４回 幼児期：自己と遊び、言語の発達 
事前学習 幼児期後期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、幼児期後期の仲間関係、遊びの発達
や知能の発達について理解する。 

第５回 
児童期：友人関係と道徳性の発達、ピアジェの認知発達

理論 

事前学習 
幼児期から児童期にかけての人間関係の発

達、認知の発達の特徴を振り返る。 

事後学習 
児童期の仲間関係の特徴、道徳性と認知発達
の関係について考察する。 



第６回 これまでの内容のまとめ・小テスト 
事前学習 配布資料を確認し、疑問点を整理する。 

事後学習 
これまでの学習内容を振り返り、発達の連続
性を確認する。 

第７回 さまざまな視点から発達を学ぶ 

事前学習 発達における自立と依存の関係を調べる。 

事後学習 自立と依存についてまとめる。 

第８回 青年期：アイデンティティの発達 

事前学習 青年期の部分を熟読する。 

事後学習 
配布資料を復習し、青年期の身体と精神の発
達を理解し、自分と向き合うことの意味につ
いて考察する。 

第９回 成人前期：親密性と子育て 

事前学習 成人前期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、成人前期の人間関係について理解す
る。また、家族を持つこと、子を育てること
の大切さや大変さを考える。 

第１０回 成人後期：中年期の危機 

事前学習 成人後期の部分を熟読する。 

事後学習 
復習し、成人後期に訪れる危機について理解す
る。 

第１１回 高齢期：よりよくいきるために 

事前学習 高齢期の部分を熟読する。 

事後学習 
配布資料を復習し、老年期の発達について理
解し、高齢化社会をより過ごしやすくするた
めには何が必要か考える。 

第１２回 発達の危機：いじめ・不登校・ひきこもり 

事前学習 いじめや不登校の部分を熟読する。 

事後学習 
いじめや不登校などについての自分の見解
をまとめる。 

第１３回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第 1回目の

グループ・プレゼンテーション 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１４回 
学生の視点から捉えた主体的な学びの演習・第 2回目の

グループ・プレゼンテーション 相互評価 

事前学習 

これまでの学習内容の中から特に興味・関心

を持ったテーマを選び、学生の視点からまと

め、パワーポイントによる発表準備を行う。

質疑応答にも備える。 

事後学習 他のグループの発表内容を振り返る。 

第１５回 全体のまとめ・小テスト 

事前学習 
授業内容を振り返り、生涯発達の視点から主体

的な学びとは何かを考える。 

事後学習 発達の本質について考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 比較文化学演習 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP3382 

２．授業担当教員 山﨑 智子 

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

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

比較文化とは、他文化を通して自文化を客観的にみつめ、それぞれの文化がもつ固有性や共通性をみていく

学問領域である。文化を比較するといっても各文化のもつ背景は一様ではないため単純に比較することはで

きないが、比較は物事の本質や性質を認識するための方法の一つである。 

本講義では、比較文化の入門書をテキストとして使用する。「比較日本文化論」のテキストでも扱った文献を

はじめ、複数の文献が取り上げられている。テキストで扱う内容については、履修者の意見も取り入れなが

ら、調整して進めていきたい。 

８．学習目標 
１．表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができる。 

２．異文化の事象を通時的・共時的に考察することができる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【アサイメント】 

予め参加者全員が、事前に配布する資料を読んでから授業に参加する。教師が提示したテーマに沿ってグル

ープ内で討論を行った後、全員の意見を纏め、発表し、全体ディスカッションを行う。授業中の活動で書い

た発表内容は当日提出する。 

【課題レポート】 

日本若しくは他国企業の社会貢献から見える文化について1,500字以上で纏め、期日の授業前に提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】プリントを授業内配布。東洋経済オンライン等の記事を使用。 

【参考書】（以下「授業内容」順に提示） 

・東洋経済新報社『就職四季報 企業研究・インターンシップ版 2021 年版』東洋経済新報社、2019。 

・中原圭介『AI×人口減少 これから日本で何が起こるのか』東洋経済新報社、2018。 

・橋本健二『新・日本の階級社会』講談社、2018。 

・東洋経済新報社『会社四季報 業界地図 2020 年版』東洋経済新報社、2019。 

・石井一成『ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方』ナツメ社、2011。 

・塚本真也、高橋志織『学生のためのプレゼン上達の方法―トレーニングとビジュアル化』朝倉書店、2012。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.表面的な差異だけでなく、文化間の交差や文化受容などについて理解することができたか。 

2.異文化の事象を通時的・共時的に考察し、説明することができたか。 

○評定の方法 

1.授業態度 20％：積極的な参加。私語、居眠り、飲食、携帯電話などの使用は厳禁。 

2.グループ・ディスカッション 40％：ディスカッションの結果発表、Work Sheet の提出により評価。 

3.レポート 40％：レポート内容、提出期限の遵守により評価。 

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

12．受講生への 

メッセージ 

欠席しないこと。積極的に授業に参加することが必要で、毎回発言を求める。授業中の態度、参加度が成績

評価の主な対象となる。 

13．オフィスアワー 授業内（初回授業）で周知する。質問は、授業中に受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

授業の概要説明 

日本と他国の就職活動に於ける文化比較 ① 

日本と他国の就職活動の相違について発表 

日本の就職活動について確認・ディスカッション 

事前学習 

配布資料を管理するクリアブックを準備す

ること。日本と他国の就職活動の相違につい

て調べてくる。  

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第２回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ② 

「企業のグローバル人材の採用」1 

グローバル人材の定義について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。グローバル人材の定義について、自分の

言葉で纏めてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第３回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ③ 

「企業のグローバル人材の採用」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第４回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ④ 

「採用内定」「経団連」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 



第５回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑤ 

「労働者・生活者として日本に溶け込む外国人」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第６回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑥ 

「1day インターンシップ」1 

インターンシップの定義と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。インターンシップの定義と目的について

自分の言葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第７回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑦ 

「1day インターンシップ」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第８回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑧ 

「終身雇用」1 

終身雇用の定義と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。終身雇用の定義と目的について自分の言

葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第９回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑨ 

「終身雇用」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１０回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑩ 

「企業の内定者フォロー」1 

企業の内定者フォローの内容と目的について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。企業の内定者フォローの内容と目的につ

いて自分の言葉で纏める。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１１回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑪ 

「企業の内定者フォロー」2 

記事の精読・内容確認・ディスカッション・総評 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を再度読み、分からない箇所が

ないようにする。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１２回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑫ 

「AI 導入によるリストラ」 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。 

事後学習 

授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第 15 回プレゼンテーションの内容をレポー

ト形式にして期日の授業前までに提出する。 

第１３回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑬ 

「AI 時代に生き残るためには」 

AI 時代に生き残るための方法について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。AI 時代に生き残るための方法について考

えてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１４回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑭ 

「コインランドリー業界」 

コインランドリー業界と使用者について発表 

記事の精読・内容確認・ディスカッション 

事前学習 

自分で纏めたノートを見て復習し、授業に臨

む。配布資料を読み、分からない言葉を調べ

る。コインランドリー業界と使用者について

調べてくる。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

第１５回 

他国と日本の就職活動に於ける文化比較 ⑮ 

プレゼンテーション 

「企業の社会貢献から見える文化」 

事前学習 

原稿を見ないで発表できるように口頭練習

をする。予測される質問にも答えられるよう

に準備しておく。 

事後学習 
授業で学んだことを自分の言葉でノートに

纏め、分からない箇所がないようにする。 

期末試験 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 東アジアの中の日本文化 （2 単位） 

３．科目番号 EJJP2181 

２．授業担当教員 内藤 伊都子 

４．授業形態 講義、ディスカッション ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「アジア文化論」を履修しておくことが望ましい。 

７．講義概要 

 従来、日本の文化はアメリカやヨーロッパと比較され、その差異に目を向けられることが多かった。一方、

東アジア諸国と日本は、古くからの交流の歴史において、人々の移動やそれにともなう文化の影響など、相

互的共通性を有しているものの、一様というわけではない。 

 本講義では、中国や韓国を中心とした東アジア諸国と日本の文化について、比較したり文化的特徴を見出

したりしていく。日本文化や日本人の文化的行動との共通性や類似性とともに、日本との関係性や欧米との

対比では見過ごされてしまいがちな差異などについて扱っていく。 

８．学習目標 

４ 日本文化について、改めて考え理解を深めることができるようになる。 

５ 東アジア諸国と日本の関係について理解することができるようになる。 

６ 東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１.  各回の事前学習と事後学習を参照し、予習と復習をしておく。 

２.  東アジアにおける日本のサブカルチャーの影響について分析をする。 

３.  講義で扱うテーマの中から一つ取り上げ、具体的な例を示しながら文化を比較し分析をする。 

詳細については、講義内で指示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

資料は適宜講義で配付する。 

【参考書】 

講義内で適宜紹介する。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準（学習目標） 

1.日本文化について、改めて考え理解を深めることができたか。 

2.東アジア諸国と日本の関係について理解することができたか。 

3.東アジアの文化について、共通性とともに差異性など多面的にとらえることができたか。 

○評定の方法 

以下の点を総合的に評価する。 

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

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

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

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

12．受講生への 

メッセージ 

各回の事前学習と事後学習を必ず達成したうえで、授業に臨むこと。 

配付資料は熟読し、授業に持参すること。 

異なる文化、多様な文化に興味を持っていることが望ましい。 

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

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

自身の意見や考えについて積極的に発信していくこと。 

13．オフィスアワー 初回の講義内で通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
イントロダクション: 東アジア圏についての概要、授業

の進め方 

事前学習 
シラバスを確認し、扱うテーマや内容につい

て把握しておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、授業の進め方について

整理しておく。 

第２回 東アジアの伝統文化 

事前学習 東アジアについて地理的に確認しておく。 

事後学習 
東アジアの文化的共通性について振り返っ

ておく。 

第３回 東アジアのサブカルチャー 

事前学習 
サブカルチャーにはどのようなものが含ま

れるか考えをまとめておく。 

事後学習 
日本のサブカルチャーの影響について振り

返っておく。 

第４回 日中韓の言語行動の特徴 

事前学習 
自身の言語行動の特徴について振り返って

おく。 

事後学習 
日中韓の言語行動の特徴について整理して

おく。 

第５回 日中韓の非言語行動の特徴 

事前学習 
言葉以外の行動にはどのようなものがある

か、振り返っておく。 

事後学習 
日中韓の非言語行動の特徴について整理し

ておく。 



第６回 日中韓の家族観 

事前学習 
自身の家族に対する考え方について振り返

っておく。 

事後学習 
日中韓の家族に対する考え方について整理

しておく。 

第７回 日中韓の仕事観 

事前学習 
自身の仕事に対する考え方について考えを

まとめておく。 

事後学習 
日中韓の仕事に対する考え方について整理

しておく。 

第８回 日中台韓の教育観 

事前学習 
進学した動機について自身の考えを振り返

っておく。 

事後学習 
日中台韓の教育に対する考え方について整

理しておく。 

第９回 日中韓の対人関係 

事前学習 
自身はどのように他者との関係を築いたり

維持したりしているか振り返っておく。 

事後学習 
日中韓の対人関係の形成や維持について整

理しておく。 

第１０回 東アジアの文化的行動：中国 

事前学習 
中国のイメージや中国人の行動特徴につい

て自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、中国の文化的行動を整

理しておく。 

第１１回 東アジアの文化的行動：台湾 

事前学習 
台湾のイメージについて自身の考えをまと

めておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、台湾の文化的行動を整

理しておく。 

第１２回 東アジアの文化的行動：韓国 

事前学習 
韓国のイメージや韓国人の行動特徴につい

て自身の考えをまとめておく。 

事後学習 
講義内容を振り返り、韓国の文化的行動を整

理しておく。 

第１３回 東アジアの文化的行動：日本 

事前学習 

中台韓の文化的行動を踏まえ、日本人らしい

行動とはどのような行動であると思うか考

えをまとめておく。 

事後学習 
中台韓と日本の文化的行動を比較しながら、

全体的に整理しておく。 

第１４回 東アジアにおける文化交流 

事前学習 
文化交流への参加経験がある場合には、振り

返っておく。 

事後学習 
東アジアの交流の歴史について整理してお

く。 

第１５回 総括：既習内容の振り返り、重要ポイントのまとめ 

事前学習 
既習内容について総復習をし、不明な点がな

いか確認しておく。 

事後学習 
ノートや資料を整理し、レポートを作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉行財政と福祉計画 （2 単位） 

３．科目番号 

SSMP3103 

SBMP3103 

PSMP3403 ２．授業担当教員 中野 一茂 

４．授業形態 講義、グループ討議等 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
社会福祉原論等の関連科目の履修が望ましい。 

７．講義概要 

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

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

以下の点を中心に学習する。 

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

の役割を含む。）について理解する。 

・福祉行財政の実際について理解する。 

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。 

８．学習目標 

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

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

３．福祉予算と福祉サービスの関係について学び、説明できるようになる。 

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

るようになる。 

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

非定期的に小テスト・レポートを実施する。 

レポート課題は授業中に提示する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

社会福祉士養成講座編集委員会 『福祉行財政と福祉計画』中央法規。 

【参考書】 

坂田周一『社会福祉計画』有斐閣。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1．社会福祉構造改革以後、変わった福祉行政のやり方について理解されているのか 

2．福祉財政についてその内容と課題について理解されているのか 

3．地域福祉と福祉計画地に関連し、それぞれの福祉計画について理解されているのか 

4．発表や討議を通して発表力の向上できたのか 

○評定の方法 

1．授業への積極的な参加度（討議や発表など）：４０％ 

2．課題レポート及び予習ノート：３０％ 

3．総括テスト：３０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

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

ら主体的に資料やニュース、参考文献、各省庁のインターネット情報などに目を通しておくこと。 

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

すること。） 

履修にあたっては次の事を最低限守ること。 

１．指定の教科書は授業の際、必ず持参すること。 

２．別途配布する資料は正しく整理して必ず保管しておくこと。 

３．授業中の私語や携帯電話の使用は禁止とする。 

13．オフィスアワー オフィスアワーは講義時間の前後で受け付けます。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション 

社会福祉の法体系 

事前学習 
学習用ノートを準備し、シラバス・教科書に

目を通し、講義に臨むこと。 

事後学習 行政と民間の相違点についてまとめる。 

第２回 福祉行政の実施体制① 社会福祉の概念 

事前学習 pp.2～10 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉の概念の変遷についてまとめる。 

第３回 福祉行政の実施体制② 社会福祉における市場と行政 

事前学習 pp.11～23 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
社会福祉における市場と行政の機能変化に

ついてまとめる。 

第４回 福祉行政の実施体制③ 福祉行政と福祉計画 

事前学習 pp.24～31 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉行政と福祉計画についてまとめる。 



第５回 福祉行政の実施体制④ 社会福祉関連法令 

事前学習 pp.34～43 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 社会福祉関連法令の専門用語をまとめる。 

第６回 福祉行政の実施体制⑤ 厚生労働省の機能 

事前学習 pp.44～51 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 厚生労働省の機能についてまとめる。 

第７回 福祉計画の役割と考え① 福祉サービス 

事前学習 pp.54～60 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 福祉サービスの利用方式についてまとめる。 

第８回 福祉計画の役割と考え② 社会保障給付費の動向 

事前学習 pp.62～68 を熟読し、要点をまとめる。 

事後学習 
日本の社会保障給付費の動向の特徴につい

てまとめる。 

第９回 福祉計画の役割と考え③ 民生費の動向 

事前学習 
pp.69～75 を参考に自分が住んでいる地方自

治体の民生費を調べてまとめる。 

事後学習 
日本の民生費の動向の特徴についてまとめ

る。 

第１０回 

グループワーク ①「私たちが描く地域福祉計画」 

（メンバーの役割分担、資料の確認と不足する資料の検

討） 

事前学習 
地域福祉計画の意義を再度理解しておくこ

と。 

事後学習 
グループのメンバーの役割と計画策定の柱

立てを決める。 

第１１回 
グループワーク ②「私たちが描く地域福祉計画」 

（資料の読み込みと討論、柱立てを決める） 

事前学習 
基礎的データの収集とメンバーの共有化を

図る。 

事後学習 柱立ての検討をしておくこと。 

第１２回 
グループワーク ③「私たちが描く地域福祉計画」 

（柱立てに沿った福祉サービス内容を検討） 

事前学習 
必要な福祉サービスは何があるか事前に調

べておく。 

事後学習 柱立てとの関連を精査する。 

第１３回 
グループワーク ④「私たちが描く地域福祉計画」 

（B 紙への書き込み作業） 

事前学習 B 紙に書き写す素案を準備する。 

事後学習 発表に向けた内容を検討する。 

第１４回 
グループワーク ⑤「私たちが描く地域福祉計画」 

（まとめ作業） 

事前学習 発表の役割分担を検討する。 

事後学習 発表に向けた最終確認をする。 

第１５回 発表会 「わが市町村の地域福祉計画について」 

事前学習 グループの意思統一を確認しておく。 

事後学習 発表について相互評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉心理学 （2 単位） 

３．科目番号 PSMP3334 

２．授業担当教員 大住 誠 

４．授業形態 講義 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

福祉では、支援を必要とする人々を対象として支援を行う。かつては児童が中心であったが、青年期、中年

期、高齢期と生涯発達の視野の中で、その援助が考えられるようになった。福祉現場で生じる問題及びその

背景、福祉現場での心理社会的課題及び必要な支援方法、特に、虐待、認知症に関する必要な支援方法につ

いて学ぶ。 

８．学習目標 
生涯発達の中で、どのような問題が発生するか、その問題は発達とともにどのように変化してゆくか、それ

に対応した心理福祉的な支援について説明できるようになることを目指す。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

レポート課題１：児童虐待への心理的対応と多職種との連携について述べよ 

レポート課題２：高齢者の認知症への心理的対応と多職種との連携について述べよ 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 

中島健一編『福祉心理学』遠見書房 2,600円 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

①暴力被害者への心理支援について理解し、説明することができる。 

②高齢者へ心理支援について理解し、説明することができる。 

③障害・疾病のある人への心理支援について理解し、説明することができる。 

④生活困窮者への心理支援について理解し、説明することができる。 

⑤児童虐待への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑥子どもと親への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑦認知症高齢者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑧ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際について理解し、説明できる。 

⑨精神障害者への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑩家族・職員への心理支援の実際を理解し、説明できる。 

⑪福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけを理解し、説明できる。 

○評定の方法 

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

20％、試験 40％、課題レポート 40％で判断する。 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学は福祉における大切な柱である。公認心理師は単独で活動することもあるが、他職種との協働の機会

も多い。この点をよく理解しよう。 

13．オフィスアワー 時間割が決定していないので、授業で知らせる。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 授業の進め方とオリエンテーション 

事前学習 シラバスを読み、教科書に目を通しておく。 

事後学習 福祉における心理学の意義について考える。 

第２回 福祉の歴史と現在の福祉施策の概要 

事前学習 
福祉の歴史と現在の福祉施策の概要を読んで

おく。 

事後学習 福祉施策の問題点について考える。 

第３回 総論：生活を支える心理支援 

事前学習 総論：生活を支える心理支援を読む。 

事後学習 生活を支える心理支援について考える。 

第４回 暴力被害者への心理支援 

事前学習 暴力被害者への心理支援を読む。 

事後学習 
暴力被害者への心理支援のポイントについて

考える。 

第５回 高齢者へ心理支援 

事前学習 高齢者へ心理支援を読む。 

事後学習 高齢者へ心理支援のポイントについて考える。 

第６回 障害・疾病のある人への心理支援 

事前学習 障害・疾病のある人への心理支援を読む。 

事後学習 
障害・疾病のある人への心理支援のポイントに

ついて考える。 

第７回 生活困窮者への心理支援 
事前学習 生活困窮者への心理支援を読む。 

事後学習 生活困窮者への心理支援とは何か考えてみる。 



第８回 児童虐待への心理支援の実際 

事前学習 児童虐待への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
児童虐待への心理支援の実際の難しさについ

て考える。 

第９回 子どもと親への心理支援の実際 

事前学習 子どもと親への心理支援の実際を読む。 

事後学習 子どもと親への心理支援と親子関係を考える。 

第１０回 認知症高齢者への心理支援の実際 

事前学習 認知症高齢者への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
認知症高齢者への心理支援の実際と限界を考

える。 

第１１回 ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際 

事前学習 
ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際を読

む。 

事後学習 
ひきこもり・自殺予防の心理支援の実際と限界

を考える。 

第１２回 精神障害者への心理支援の実際 

事前学習 精神障害者への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
精神障害者への心理支援の実際の現状を調べ

る。 

第１３回 家族・職員への心理支援の実際 

事前学習 家族・職員への心理支援の実際を読む。 

事後学習 
家族・職員への心理支援の実際での心理職の働

きとは何かを考える。 

第１４回 福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置づけ 

事前学習 
福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置

づけを読む。 

事後学習 
福祉・介護分野での多職種共働と心理職の位置

づけを考える。 

第１５回 全体のまとめ 

事前学習 これまでの授業を振り返り、整理する。 

事後学習 福祉における心理支援の意義をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 福祉と経営Ⅱ （2 単位） 

３．科目番号 SBMP1131 

２．授業担当教員 岡田 広司 

４．授業形態 
テキストの内容を基にして、ケーススタディーについて受講生によ
るディスカッションを行う。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「福祉と経営Ⅰ」が受講済みであることを原則とする。 

７．講義概要 

春期の「福祉と経営１」ではテキストに基づいて基礎知識を学んだ。本講義では、この基礎知識を前提と
して、福祉(介護)業界における経営課題をいかにして解決するかについて、ケーススタディーを中心にグル
ープディスカッションを通じて全員で考えていく。グループディスカッションを踏まえて考えたことについ
ては必ず次週までにレポートとして提出すること。 

８．学習目標 
・福祉(介護)業界における経営課題の解決策を具体的に考えることができるようになる。 
・自分の考えを自分の言葉で発表し、他人が理解できるように伝えることができるようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

１.主体的に学習を行う上での基本となるので、各自学習課題にそって事前学習・事後学習を進めること。 

２.15回の講義の中で４回福祉経営に関するアサイメント（レポート）を課す。 

 【レポート課題】（各課題について1,000字以上） 

(1) 介護保険制度の創設と介護保険制度の仕組みについて述べなさい。 

(2) 介護経営における人材戦略（人材確保と定着、人材育成、リーダーシップ）について述べなさい。 

(3) 福祉介護サービスの質の平準化とISO9001認証制度について述べなさい。 

(4) これからの介護業界と質の高い介護経営の実現について述べなさい。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
馬場博監修、介護経営の未来を考える委員会『現場リーダーのための介護経営のしくみ〔改訂版〕』 
日本医療企画、2014。 
【参考書】 
山縣文治・岡田忠克編『よくわかる社会福祉（第１０版）』ミネルヴァ書房。（社会福祉入門テキスト） 
土方千代子・椎野裕美子『経営学の基本がきっちりと理解できる本』秀和システム。（経営学テキスト） 

(社)日本介護福祉経営人材教育協会監修、馬場博編『はじめて学ぶ介護福祉のマネジメント』 

日本医療企画、2015。（介護福祉経営士入門研修テキスト） 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．ケーススタディーやグループディスカッションにおいて、積極的に発言し、議論に参加していたか 

２．４つのレポート課題につき、それぞれのテーマに対して、経営課題の解決策を具体的に考えることがで

きるか 

○評定の方法 

授業への積極的参加度  ２０％ 

レポート        ８０％（４つのレポートについてそれぞれ２０％） 

12．受講生への 

メッセージ 

 本講義は、春期の「福祉と経営Ⅰ」を学習していることを前提として、発展的な論点についてケーススタ
ディーを中心にしたグループディスカッションを行う。基礎知識がない状況でディスカッションをしても表
面的な議論しかできないため、「福祉と経営Ⅰ」での学習内容をよく復習しておくこと。 
 また、グループディスカッションを行う上で、注意しなければならないことは、他人の意見を否定するの
ではなく、肯定的に捉え、建設的な議論を全員で作り上げていくことである。日本の企業社会は、1 人のス
ター選手ではなく、多くの普通の人たちによるチーム戦に価値を見出すことが多く、コミュニケーション能
力の高さが求められるからこそ、就職活動においてもグループディスカッションが重視される。 
 就職の際には、日本の企業社会では当然の常識とされている「報・連・相」（仕事内容を具体的に文書で提
出する報告書、ビジネスメールを含めた上司への連絡、仕事を進めていくための上司や同僚とのディスカッ
ション<相談>）ができるかについて試される。そのためにも、ビジネス文書を書く能力とコミュニケーショ
ン能力を向上させることが必須である。本学の授業スタイルはコミュニケーション能力を高めることに有効
な双方向対話型の授業であり、レポートは文書作成能力の向上に効果がある。 

以上のことを理解した上で、積極的に授業に参加することを意識すること。 

13．オフィスアワー 授業中に通知する。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 福祉と経営Ⅰの総復習 

事前学習 福祉と経営Ⅰで学んだことを復習する。 

事後学習 福祉と経営Ⅰで学んだことを再確認する。 

第２回 少子高齢化の進展 

事前学習 

テキスト p.11のコラム 1、p.12のコラム 2、

p.15 のコラム 4 及び事前配布資料をよく読

んでくること。 

事後学習 

少子高齢化が進展する日本の将来を考え

る。また、第 7 回に向けて自国の将来につ

いても考えておく。 

第３回 高齢者の住まい 

事前学習 

テキスト pp.33～46（特にテキスト p.39 の

コラム 9、p.41のコラム 10、p.43のコラム

11、p.44のコラム 12）を復習しておく。 

事後学習 
高齢者の住まいのあり方について自分の考

えをまとめる。 



第４回 コムスン事件 

事前学習 
テキスト p.55 のコラム 14 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 

ドラッカーの 5 つの質問について理解し、

コムスン事件を教訓として生かせるように

する。 

第５回 福祉事業者が行うことができる介護保険外サービス 

事前学習 
テキスト pp.56～67（特にテキスト pp.62～

63のコラム 16）を復習しておく。 

事後学習 
福祉業界が行うことができるビジネス領域

を理解する。 

第６回 
事例 小規模チームでの取り組みと情報の透明化で、人

材定着率アップ（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.83～85を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第７回 アジア諸国の介護事情 

事前学習 
テキスト p.68 のコラム 17 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 
自国の介護事情を理解し、自国における社

会福祉ビジネスの進展の可能性を考える。 

第８回 外国人看護師・介護福祉士の受け入れ 

事前学習 
テキスト p.73 のコラム 18 及び事前配布資

料をよく読んでくること。 

事後学習 

人材不足を解消するために受け入れられる

こととなった外国人受け入れ職種の意味を

理解し、福祉業界で働くことの意義を考え

る。 

第９回 
介護福祉経営士や社会福祉事業所経営者等から話を聞

く 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
各自、講話から感じたこと、考えたことを

まとめ、レポートにしてくること。 

第１０回 
前回の講話と各自のレポートを踏まえて、グループディ

スカッション 

事前学習 
前回の講話についてレポートを作成するこ

と。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１１回 リーダーシップを高めるために 

事前学習 
テキスト pp.86～92 を復習し、リーダーシ

ップの意味を再確認する。 

事後学習 

授業で作成したテキスト p.89の演習シート

を振り返り、自己の成長のためのヒントと

する。 

第１２回 
事例 ISO9001認証を取得して「サービスの質の平準化」

を徹底（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.105～108を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１３回 コスト削減に関するケーススタディー 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
テキスト pp.109～116 を復習し、授業で行

ったケーススタディーの意味を理解する。 

第１４回 
事例 全職員で組織的に行ったオープン前の営業活動

（グループディスカッション） 

事前学習 テキスト pp.129～132を読んでくること。 

事後学習 
グループディスカッションの結果を踏まえ

て、考えたことをレポートとして提出する。 

第１５回 最終まとめ 

事前学習 事前配布資料をよく読んでくること。 

事後学習 
ここまで学んだことを整理し、福祉と経営

の関係について自分の考えをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） 法学概論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1316 

２．授業担当教員 鈴木 収 

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

伴ったものにする。 

５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

この講義は、憲法、民法、労働法等、各種の法に関する一般的な約束事や社会生活を送っていくために必
要な基礎的な法の概略を学ぶものである。 
この講義では、法学をはじめて学ぶ学生を主たる対象に、法と社会、法の種類、法解釈等について学習す

るとともに、社会生活に関連する法律として、家族、財産に関する民法等の民事法の概略、犯罪に関する刑
法等の刑事法の概略、労働法などの社会法の一部について学習する。この学習を通じて、法学的な思考法、
いわゆるリーガルマインドを習得する。 

この講義は、法学を専門とするわけではない法学初学者を対象としていますが、学習範囲がかなり広いの
で、深く突っ込んだ議論を行うことは困難であるとともに、かなりのスピードで法律について学んで頂くこ
とになり、また、事前・事後の学習をしっかりと行って頂く必要があります。また、比較的一方方向の講義

になる可能性が高いことも留意して下さい。 

８．学習目標 

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

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

なる。 

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

【中間レポート課題】 

 社会生活をする人間集団に法が必要な理由及び法と道徳の差異について書きなさい。（A4用紙） 

【期末レポート課題】 

 日本に住む外国人の基本的人権について、「認められると考えられる人権とその理由」及び「認められない

と考えられる人権とその理由」を書きなさい。外国人の人権についてのあなたの考えを書きなさい。（A4 用

紙） 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】三好充・鈴木義孚編著『ポイント法学』嵯峨野書院、2015。 

【参考書】末川博編『法学入門 第六版』有斐閣双書、2009。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

・法学一般の基礎知識を理解し、説明できたか。 

・条文や判例の読み方を修得したか。 

・採用試験で出題される問題に対応しうる知識を身に付けたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（出席、発表、授業態度等）を３０％， 

レポート、小テスト、期末テストなどの結果を７０％とする。 

12．受講生への 

メッセージ 

法学概論は、諸法令の基礎にある知識や考え方を習得する重要な科目である。予習、復習をして授業に臨

むこと。 

また、憲法については、条文や判例を読んでその背景を判断するという難しい作業のほかに、学生の皆さ

んが持っている価値観や人間観が問われるものであることを学んでいくこと。 

13．オフィスアワー 講義の中で通知するが、研究室在席中はいつでも受け付ける。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

「１ 法とは何か」（教科書 pp.1～7） 

事前学習 
インターネットなどで社会秩序維持の理念

を知る。 

事後学習 法と道徳の違いについてノートにまとめる。 

第２回 
第１章 法学へのさそい 

「２ 法源」（教科書 pp.7～14） 

事前学習 教科書で法の発展の歴史を調べる。 

事後学習 成文法と不文法についてノートにまとめる。 

第３回 
第１章 法学へのさそい 

「３ 法の体系」（教科書 pp.14～18） 

事前学習 教科書で国法形式を調べる。 

事後学習 
行政機関の立法権限についてノートにまと

める。 

第４回 
第１章 法学へのさそい 

「４ 法の効力（教科書 pp.18～21） 

事前学習 教科書で法の妥当性と実効性を調べる。 

事後学習 
実際社会で法は守られているかについてノ

ートにまとめる。 

第５回 
第１章 法学へのさそい 

「５ 法の適用と解釈」（教科 pp.21～25） 

事前学習 教科書で法の適用の仕方を調べる。 

事後学習 
いくつかの法の適用の解釈方法についてノ

ートにまとめる。 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=%E9%88%B4%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E5%AD%9A&search-alias=books-jp&field-author=%E9%88%B4%E6%9C%A8+%E7%BE%A9%E5%AD%9A&sort=relevancerank


第６回 
第２章 統治と法 

「１ 憲法の基礎」（教科書 pp.26～33） 

事前学習 教科書で日本国憲法の三大原理を調べる。 

事後学習 
明治憲法との違いについてノートにまとめ

る。 

第７回 

第２章 統治と法 

「２ 国民主権と天皇制」「３ 立法と国会」 

（教科書 pp.34～50） 

事前学習 教科書で権力分立の必要性を調べる。 

事後学習 
諸国の政治組織の違いについてノートにま

とめる。 

第８回 

第２章 統治と法 

「４ 行政と内閣」「５ 司法と裁判所」 

（教科書 pp.50～64） 

事前学習 教科書で内閣の権限を調べる。 

事後学習 裁判所の役割についてノートにまとめる。 

第９回 
第３章 人権と法 

「１ 人権の基礎」（教科書 pp.65～83） 

事前学習 
教科書で基本的人権と市民革命の歴史を調

べる。 

事後学習 人権思想についてノートにまとめる。 

第１０回 
第３章 人権と法 

「２ 自由と人権」（教科書 pp.83～96） 

事前学習 教科書で自由権の種類を調べる。 

事後学習 

自由権の特質第３章 人権と法 

「２ 自由と人権」（教科書 pp.83～96）につ

いてノートにまとめる。 

第１１回 

第３章 人権と法 

「３ 社会権と人権」「４ 受益権と人権」 

「５ 参政権と人権」（教科書 pp.97～116） 

事前学習 教科書で社会権の概要を調べる。 

事後学習 受益権と参政権についてノートにまとめる。 

第１２回 行政法の基礎（教科書 pp.117～145） 

事前学習 教科書で行政法の対象を調べる。 

事後学習 法治行政についてノートにまとめる。 

第１３回 刑法の基礎（教科書 pp.170～179） 

事前学習 教科書で刑法の基礎理論を調べる。 

事後学習 罪刑法定主義についてノートにまとめる。 

第１４回 民法の基礎（教科書 pp.223～244） 

事前学習 教科書で民法の適用範囲を調べる。 

事後学習 
法律行為自由の原則についてノートにまと

める。 

第１５回 法学概論のまとめ（講義・質疑応答） 

事前学習 
これまでの学習で記憶に残っている内容を

ノートに箇条書きにする。 

事後学習 
いちばん関心の深い内容について自分の考

えをノートにまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） ボランティア論 （2 単位） 

３．科目番号 GELA1330 

２．授業担当教員 渡邊 保志 

４．授業形態 講義（ディスカッションを含む） ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
 

７．講義概要 

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

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

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

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

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

覚教材、受講生による発表とディスカッションを通して学習する。 

８．学習目標 

1．ボランティアの意味と特徴、活動の歴史を理解し、説明できるようになる。 

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

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

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

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

・期末レポート課題：ボランティアにおける多様性、公私協働、共生社会について述べる。 

字数は、1,000字以上 

・実地見学報告レポート 

 字数は、400字以上 

ワープロ（Ａ４）、あるいは手書き。ただし、手書きの場合、罫線用紙とする。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 講義内容を簡潔に示したプリント、及び随時、資料を配布する。 

【参考書】 川村匡由編著『ボランティア論』ミネルヴァ書房、2006。 

 東京福祉大学編『新・社会福祉要説』ミネルヴァ書房、2005。 

      安藤雄太監修『ボランティアまるごとガイド』ミネルヴァ書房、2002。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

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

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

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

たか。  

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

○評定の方法 

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

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

行わない。 

12．受講生への 

メッセージ 

 出会いの時がボランティアの始まり。可能な限り何らかの形で地域のボランティア活動に参加するよう心

がけること。通知（確認）事項等は、随時、授業中に伝える。 

13．オフィスアワー  授業時間の前後 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション（講義概要の説明） 

スケジュールの確認 

事前学習 学習用ノートを準備し講義へ臨むこと。 

事後学習 
オリエンテーション・スケジュールの要点を

確認すること。 

第２回 ボランティア活動の概念 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
ボランティアの理念について各自の考察を

含めて学習ノートにまとめる。 

第３回 ボランティア活動の目的 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
ボランティアの目的について各自の考察を

含めて学習ノートにまとめる。 

第４回 ボランティア活動の活動範囲・事例 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
事例を通して学び、感じたことを学習ノート

にまとめる。 

第５回 ボランティア活動の内容 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ボランティアの分類等）と

の関連を再確認する。 

第６回 海外のボランティア活動の沿革 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（欧米のボランティアの沿革

等）との関連を再確認する。 



第７回 日本のボランティア活動の沿革 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（戦後ボランティアの沿革

等）との関連を再確認する。 

第８回 企業、労働組合のボランティア活動 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（企業の社会貢献等）との関

連を再確認する。 

第９回 社会福祉協議会、ＮＰＯと有償ボランティア 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ＮＰＯ等）との関連を再確

認する。 

第１０回 病院ボランティア 

事前学習 
プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。 

事後学習 
講義とプリント（ホスピス）との関連を再認

識する。 

第１１回 災害ボランティア・東日本大震災でのボランティア 

事前学習 

プリントを読んで、要点を学習ノートにまと

める。東日本大震災でどのようなボランティ

ア活動が実践されたかを調べる。 

事後学習 
リアルタイムでボランティア活動が実践さ

れていることを再確認する。 

第１２回 

実地見学 地域活動とボランティア 

 

見学予定：一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 

事前学習 
実地見学先の活動について調べる。各自が質

問を一つ以上考えておく。 

事後学習 
実地見学先での講話内容等を学習ノートに

まとめる。 

第１３回 実地見学報告とディスカッション 

事前学習 実地見学報告レポートを作成する。 

事後学習 
各報告レポートとディスカッションの要点

を学習ノートにまとめる。 

第１４回 ボランティア活動の内容（まとめ） 
事前学習 

ボランティア論での学びを振り返り、学習ノ

ート・プリントを整理確認する。 

事後学習 ボランティアの文化性についてまとめる。 

第１５回 期末レポート提出（講評等） 

事前学習 期末レポート提出の準備を行う。 

事後学習 

ボランティアは、何よりも実践することによ

り、はじめて理論的にも理解できるものであ

ることを再確認し、今後の活動に生かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T_OTSUKA
テキスト ボックス
　　障害者運動団体及び福祉用具貸与事業等に携わってきた知見を活かし、「7」に示す講義概要に則した講義を行う。



 

 

１．科目名（単位数） マーケティング論 （2 単位） 

３．科目番号 SBMP2133 

２．授業担当教員 城田 吉孝 

４．授業形態 講義・演習・ディスカッション形式の授業を行います ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
「経営戦略論」および「経営組織論」の履修が望ましい 

７．講義概要 
企業は自社の標的市場を確定し、市場需要の創造・開拓・拡大を図るために製品政策、価格政策、チャネ

ル政策、プロモーション政策を展開していることを学ぶ。 

８．学習目標 

１．マーケティング戦略の体系を理解する 

２．マーケティングリサーチの役割りを理解する 

３．４Ｐ（product,price,promotion,place）について理解する 

４．企業の社会的責任について理解する 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

（１）小レポート：マクドナルドのマーケティング戦略について調べたレポート（A4用紙1枚）を第3回に提
出すること。  
（２）中間レポート：自社の売り上げの一部を寄付している会社、地域貢献をしている会社の活動内容を調

べたレポート（A4用紙1枚）を第9回に提出すること。 
（３）期末レポート：身近な社会福祉法人のＰＲ活動について調べたレポート（A4用紙1枚）を第15回に提出
すること。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】 
城田吉孝著『ポイントマーケティング情報論』中部日本教育文化会、2016。 
【参考書】 

宮澤永光・城田吉孝・江尻行男 編『現代マーケティング－その基礎と展開』ナカニシヤ出版、2009。 
西田安慶・城田吉孝 編著『マーケティング戦略論』学文社、2011。 

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

１．マーケティング戦略の体系について学び、説明できるようになる。 

２．マーケティングリサーチと４Ｐについて、説明できるようになる。 

３．企業の社会的責任について、自ら考えレポート等のまとめ発表できるようになる。 

○評定の方法 

[授業への積極的参加度、日常の受講態度、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      ２０％ 

２ 小レポート・中間レポート  ３０％ 

３ 期末試験・レポート     ５０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本学の基本方針として学生個人の思考力、創造力、問題解決能力を育成することを目的としている。受講

生は、下記のことを守ること。 
①授業には欠席、遅刻、早退はしないこと（欠席、遅刻、早退の場合は、その理由を書面にて提出のこと）。 
②授業中理解できなかったことは、そのまま放っておかず質問すること。 

③授業中は私語、居眠りをしないこと。また、携帯電話のスイッチは切っておくこと。 
④授業中は緊張感と集中力を保ち、積極的な態度で授業に参加すること。 
⑤課題の提出期限を厳守すること。 

13．オフィスアワー 第 1回の授業時に伝える。 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 第１章 マーケティングの概念と役割 

事前学習 

p.5 と補論２のフォードとＧＭを読み企業経
営におけるマーケティング役割についてま
とめること。 

事後学習 
マーケティング重視の背景と適用の拡大に

ついてまとめること。 

第２回 
第２章 マーケティング戦略：マネジリアルマーケティ

ングの成立経過と展開 

事前学習 
p.13 のマネジリアルマーケティングの成立
経過について読みまとめること。 

事後学習 
マーケティング戦略の展開についてまとめ

ること。 

第３回 第２章 マーケティング戦略：マーケティングミックス 

事前学習 
pp.26～28 を読み製品、場所、プロモーショ

ン、価格についてまとめること。 

事後学習 競争対応を読みまとめること。 

第４回 第３章 製品情報 

事前学習 
p.38 の第１節の製品の意義と分類について
まとめること。 

事後学習 
p.39 の第３節のサービスマーケティングに

ついてまとめること。 

第５回 
第４章 ブランド情報：第１節ブランドの定義、第２節

ブランド商標、製品開発とブランド構築 

事前学習 
第１節のブランドの定義と役割についてま

とめること。 

事後学習 
第２節の製品開発とブランド構築の関係に

ついてまとめること。 



第６回 第４章 ブランド情報：ブランドエクイティ 

事前学習 
p.53 のブランドエクイティの概要について

まとめること。 

事後学習 ブランド戦略についてまとめること。 

第７回 第５章 価格情報 

事前学習 
p.72 の価格決定の基本的な方法についてま

とめること。 

事後学習 価格政策についてまとめること。 

第８回 第６章 チャネル情報 

事前学習 p.85のチャネル役割についてまとめること。 

事後学習 チャネル政策についてまとめること。 

第９回 第７章 プロモーション情報 

事前学習 
p.93の広告・パブリシティ・広報の意味につ
いてまとめること。 

事後学習 広告の機能と種類についてまとめること。 

第１０回 第８章 マーケティング情報 

事前学習 
p.111 を読みマーケティング情報システムに
ついてまとめること。 

事後学習 
p.113 のマーケティングリサーチの研究系譜

についてまとめること。 

第１１回 第９章 マーケティングリサーチの役割 

事前学習 
p.127 を読みマーケティングリサーチの範囲
についてまとめること。 

事後学習 
マーケティングリサーチの役割についてま

とめること。 

第１２回 
第１０章 マーケティングリサーチの範囲 
第１１章 マーケティングリサーチの方法 

事前学習 
p.130 を読みマーケティングリサーチの範囲

についてまとめること。 

事後学習 
p.136 を読みマーケティングリサーチの方法

についてまとめること。 

第１３回 
第１２章 調査票の設計 

第１３章  標本調査 

事前学習 
p.146 を読み質問文の注意点についてまとめ
ること。 

事後学習 標本数の決め方についてまとめること。 

第１４回 
第１４章 データ分析と調査結果の報告、 
第１５章 マーケティング課題と展望 

事前学習 
p.159 のデータ分析の要点についてまとめる

こと。 

事後学習 
p.160 の調査結果の報告書の注意点について

まとめること。 

第１５回 補論１ コーズリレーテッドマーケティング 

事前学習 
p.165 を読みコーズリレーテッドマーケティ
ングについてまとめること。 

事後学習 
コーズリレーテッドマーケティングの課題

についてまとめること。 

期末試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．科目名（単位数） レクリエーションワーク （2 単位） 

３．科目番号 
GEBS2302 

GEHL1102 
２．授業担当教員 山口 榮三 

４．授業形態 実技を中心に実施し、適宜講義やディスカッションを行う。 ５．開講学期 秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
レクリエーション関係の授業を履修すると理解が深まる。 

７．講義概要 

これからの社会の課題としてのレクリエーションについて学習する。まず、ライフステージ（幼児・児童・

青年・老年・障がい者等）に対応したレクリエーション支援の意義について理解する。そして、多様な場面

での、対象者にふさわしいレクリエーション支援の技術（個別・グループ・環境）を実践的に身に付け、活

用できるようにすることを目的とする。 

８．学習目標 

本講義を履修することによって以下の項目を達成することを目標とする。 

1,日本レクリエーション協会公認指導者資格レクリエーション・インストラクターを取得するために必要な

知識・技術を得る。 

2,コミュニケーション・ワークの楽しみ方を体験し、知ることができる。 

3,対象者に合わせたレクリエーション支援を企画し、実践することができる。 

4,レクリエーション支援を実践することによって、自分自身からまわりの人へレクリエーションを発信でき

るようになる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポ

ート課題 

1. 対象者を設定し、それに応じたレクリエーション・ワーク（以下「レク・ワーク」）を考え、グループ

および個々で支援計画を立案し、実際に発表しそれに基づいて支援の実習を行う。 

2. 開講学期期間中に現場指導実習に1回・最低3時間は参加し参加レポートを提出する。 

10．教科書・参考書・

教材 

【教科書】日本レクリエーション協会編著『楽しさをとおした心の元気づくり ～レクリエーション支援の

理論と方法～』日本レクリエーション協会、2017。 

     必要に応じて授業内でプリントを配布する。      

11．成績評価の規準

と評定の方法 

○成績評価の規準 

1. レクリエーションの特質を捉えて、自己への挑戦・前向きな姿勢（出席状況含む）を評価規準とする。 

2. 実技発表への取り組み姿勢と分かりやすい表現・明瞭かつ論理的なレポートを作成できたか。 

3. 授業を振り返り、レクリエーションへの考え方や自己への課題を前向きに捉えることができたか。 

○評定の方法 

1. 授業への積極的参加態度 50％（出席状況や意見発表を含む） 

2. 実技発表・課題レポート 40％ 

3. 振り返りのレポート   10％ 

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

以上の結果を総合して評価をする。 

12．受講生への 

メッセージ 

1. 実技中心の授業のため、身体を動かしやすい服装で参加すること。 

2. 欠席・遅刻・早退は原則厳禁とする。やむを得ない場合は、届を提出すること。 

3. 分からないことは、授業後やオフィスアワーを利用し、理解を深めること。 

4. 企画・運営の際、準備をしっかり行い、協働意識を高めるように努めること。 

13．オフィスアワー 授業の前後（その他授業中に指示をする） 

14．授業展開及び授業内容 

講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 
オリエンテーション  

―授業概要・現場支援実習説明― 

事前学習 
レク・ワークの学習用ノートを準備し、講義

へ臨む。 

事後学習 
レクリエーション支援の必要性について 

学習用ノートにまとめる。 

第２回 

コミュニケーション・ワーク１  

「信頼関係づくりの方法・ホスピタリティ」 

―あたたかくもてなす意識と配慮― 

▶ホスピタリティとは 

▶あたたかくもてなす意識を持つこと 

▶あたたかくもてなしたいという気持ちが伝わるよう

配慮すること 

―演習：▶振り返ってみよう 

    ▶感情の表し方をコントロールする ― 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.58～61）「信頼関係づく

りの方法・ホスピタリティ」を熟読し、要点

を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「ホスピタリティとは」について 

(pp.58～61)」の振り返り表を提出する（演習

の確認）。 

第３回 

コミュニケーション・ワーク２ 

「信頼関係づくりの方法・ホスピタリティ」 

▶気持ちをひとつにするコミュニケーション技術 

▶対象者の気持ちを受け止めているということを伝え

るためのコミュニケーション技術 

▶対象者との意思疎通を促進するためのコミュニケー

ション技術 

―演習：▶居心地よい場面づくり／▶コミュニケーション

技術を用いる／▶気持ちを伝える配慮を試す― 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.58～61）「ホスピタリテ

ィの示し方」を熟読し、要点を学習用ノート

にまとめる。 

事後学習 

「ホスピタリティの示し方」について「演習

(pp.58～61)」の振り返り表を提出する（演習

の確認）。 



第４回 

コミュニケーション・ワーク３  

―良好な集団づくりの方法・アイスブレーキング― 

１． アイスブレーキングのプログラム 

２． アイスブレーキングの効果を高める支援技術 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.66～69）「良好な集団づ

くりの方法・アイスブレーキング」を熟読し、

要点を学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「良好な集団づくりの方法・アイスブレーキ

ング」について「演習(pp.66～69)」の振り返

り表を提出する（演習の確認）。 

第５回 

コミュニケーション・ワーク４ 

「自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活

動の展開法」 

１． 楽しむ力を高める目標設定の方法 

２． レクリエーション活動を対象者に合わせアレンジ 

事前学習 

テキスト第 4 章（pp.70～69）「アイスブレー

キングのプログラミング」を熟読し、要点を

学習用ノートにまとめる。 

事後学習 

「アイスブレーキングのプログラミング」に

ついて「演習(pp.70～82)」の振り返り表を提

出する（演習の確認）。 

第６回 
レク・ワークの実践１  

―ウォークラリーの企画①―下見 1回目 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、理解を深め

る。 

事後学習 
下見の結果をまとめる。 

概略ウォークラリーコース図を作成する。 

第７回 
レク・ワークの実践２  

―ウォークラリーの企画②―下見 2回目                                                                 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、コマ図作成の

理解を深める。 

事後学習 
概略ウォークラリーコース図（コマ図）を作

成する。 

第８回 
レク・ワークの実践３  

―ウォークラリーの企画③―計画書・コース図作成 

事前学習 
ウォークラリー資料を熟読し、コマ図を完成

させる。 

事後学習 
「ウォークラリーコマ図作成」についての振

り返り表を提出する。 

第９回 
レク・ワークの実践４  

―ウォークラリーを体験― 

事前学習 「コマ図」を確認する。 

事後学習 
「ウォークラリー」についての振り返り表を

提出する（演習の確認）。 

第１０回 
レク・ワークの実践５  

―レクリエーションスポーツ体験― 

事前学習 
実施する「レクリエーションスポーツ」資料

を熟読する。 

事後学習 
「レクリエーションスポーツ」についての振

り返り表を提出する。 

第１１回 
レク・ワークの実践６  

―身近なものを使用したレクリエーション― 

事前学習 実施する「レク・ワーク」資料を熟読する。 

事後学習 
「レクリエーションスポーツ」についての振

り返り表を提出する。 

第１２回 

レク・ワークの実践７  

―グループで、支援するレク財を検討し、指導案を作成

する― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
「レク・ワークの実践 7」についての振り返

り表を提出する。 

第１３回 
グループごとのレク・ワークの支援実践① 

―３グループが支援実践を行う― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
「レク・ワークの支援実践」についての振り

返り表を提出する。 

第１４回 
グループごとのレク・ワークの支援実践② 

―３グループの半数が支援実践を行う― 

事前学習 
実施する「レク・ワーク」の「レク財」を準

備する。 

事後学習 
レク・ワークの支援実践」についての振り返

り表を提出する。 

第１５回 まとめと評価 

事前学習 
学習用ノートを振り返り、これまでの学びと

考察を 1 ページにまとめる。 

事後学習 
今後のレク・ワークに向けた自己課題を学習

用ノートにまとめ、提出する。 

期末試験 
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