
講義科目名称： 英語Ａ（向山クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 英語に慣れる 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       You've Got a Friend （前） 

第３回       You've Got a Friend  （後） 

第４回       I Will （前） 

第５回       I Will （後） 

第６回       Spread Your Wings （前） 

第７回       Spread Your Wings （後） 

第８回       Blowin' in the Wind （前） 

第９回       Blowin' in the Wind （後） 

第 10回       Tomorrow （前） 

第 11回       Tomorrow （後） 

第 12回       Nobody’s Home （前） 

第 13回       Nobody’s Home （後） 

第 14回       Girls Just Want To Have Fun 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

「英語ができるようになりたい」という気持ちと、「でも間違ったら恥ずかしい」という気

持ちの間で揺れ動いていると思います。そこにあるギャップを少しでも埋めて次なる一歩を

踏み出しやすくするのが、本講座のねらいです。 

英語の歌を聴いて、リスニングの練習をします。 

歌詞を訳すことによって、リーディングの練習をします。 

歌についての英文を読み、歌にこめられたより深いメッセージを探ります。 

（英和辞典は必ず持ってきてください） 

人間心理を理解し、人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認める能力がみにつきます。 

 

テキスト 初回に提示します。 

参考文献 特にありません。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験（100％）で評価。期末試験に関するフィードバックは、学内制度を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを積極的に利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 気楽に英語を楽しみましょう！ 

準備学習について 
わからない単語はあらかじめ調べておいてください。予習に４５分以上、復習・振り返りに

２０分以上。 



 

講義科目名称： 英語Ａ（角谷クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 英語に親しむ、リスニング 

授業計画 

第１回       授業紹介 

第２回       Greetings/Introductions:   Hello, Goodbye① 

第３回       Greetings/Introductions:   Hello, Goodbye② 

第４回       Greetings/Introductions:   Hello, Goodbye③ 

第５回       Music:             Music① 

第６回       Music:             Music② 

第７回       Music:             Music③ 

第８回       Personalities:        I Want it That Way① 

第９回       Personalities:        I Want it That Way② 

第 10回       Personalities:        I Want it That Way③ 

第 11回       Family/Home:            On My Way Home① 

第 12回       Family/Home:            On My Way Home② 

第 13回       Family/Home:            On My Way Home③ 

第 14回       Movies:                   I Don’t Want to Miss a Thing① 

第 15回       Movies:                   I Don’t Want to Miss a Thing② 

試験 

授業では、基本的に次のような activityをします。 

・Lyrics   歌を聴きながら音・リズムに触れ、聴き取り、音読、歌うなどをして 

語彙を増やす。 

・Reading  歌や歌手についてのプロファイルを読み、読解力をつける。 

・Speaking 歌に関連したトピックについて会話練習する。 

・Grammar  歌詞に出てきた基礎的な文法事項の簡単な練習をする。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

英語のリスニングに重きを置きますが、歌を題材に「聞く」「読む」「話す」「書く」と多

面的に技能を伸ばす練習をします。英語の音やリズムに慣れ、音から英語に親しむことを目

標とします。とにかく、声を出して英語を使ってみましょう。 

テキスト プリントを用意する予定でいます。 

参考文献 必要に応じ、最初の授業で紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験(70％)に、小テスト・授業参加態度の平常点(30％)を含み評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは指定した時間に講師控室で対応します。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。授業には必ず辞書（英和辞典）を持参するよう

にして下さい。 

準備学習について 
授業内で次回の予習、小テスト・課題などの内容を説明します。 

必ず準備をして授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 英語Ｂ（向山クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 英語をよむ 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       Hamlet １幕（１） 

第３回       Hamlet １幕（２） 

第４回       Hamlet ２幕（１） 

第５回       Hamlet ２幕（２） 

第６回       Hamlet ２幕（３） 

第７回       Hamlet ３幕（１） 

第８回       Hamlet ３幕（２） 

第９回       Hamlet ３幕（３） 

第 10回       Hamlet ４幕（１） 

第 11回       Hamlet ４幕（２） 

第 12回       Hamlet ５幕（１） 

第 13回       Hamlet ５幕（２） 

第 14回       Hamlet ５幕（３） 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

英語を読むということは、英語の単語を日本語の単語に置き換えることではなく、英文で表

されている内容を理解することです。単語の置き換えという癖を脱して、内容をきちんと理

解することを目標とします。 

毎回予習が必要です。また、必ず、英和辞典を持ってきてください。 

人間心理を理解し、人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認める能力がみにつきます。 

テキスト 初回に提示します。 

参考文献 特にありません。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験（100％）で評価。期末試験に関するフィードバックは、学内制度を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを積極的に利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 悩める王子の心理をいっしょに探りましょう。 

準備学習について 
指示された予習部分の英訳をしっかりしてきてください。予習に４５分以上、復習・振り返

りに２０分以上。 



 

講義科目名称： 英語Ｂ（角谷クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 英語講読、児童文学 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       Age 0~5: Time for Play① 

第３回       Age 0~5: Time for Play② 

第４回       Age 0~5: Time for Play③ 

第５回       Age 5~8: Starting School, Making Friends① 

第６回       Age 5~8: Starting School, Making Friends② 

第７回       Age 5~8: Starting School, Making Friends③ 

第８回       Age 5~8: Starting School, Making Friends④ 

第９回       Age 5~8: Starting School, Making Friends⑤ 

第 10回       Age 8~12: Days of Adventure① 

第 11回       Age 8~12: Days of Adventure② 

第 12回       Age 8~12: Days of Adventure③ 

第 13回       Age 8~12: Days of Adventure④ 

第 14回       Age 12 and over: Growing up, Breaking out① 

第 15回       Age 12 and over: Growing up, Breaking out② 

試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

児童文学のさわりの部分を原文で味わい、子供達の Literacyの発達プロセスに触れ、また

英語圏の文化の知識を深めることを目標とします。比較的平易な英文で書かれた短いストー

リーを音読し、訳しながらストーリー展開を追います。英語のリズムを楽しみ、ただ単に単

語から単語に訳すのではなく、ユーモアを味わい、場面を正しく想像できるようになること

が目的です。 

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」、A.A.ミルンの「くまのプーさん」、ロアルド・

ダールの作品などの 1部を読み、子供のために書かれた本の世界を鑑賞します。予め分担を

決めて、音読をし、和訳してもらいます。 

テキスト プリントを用意する予定でいます。 

参考文献 必要に応じ、最初の授業で紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験(70％)に、課題・授業参加態度の平常点(30％)を含み評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは講師控室で対応します。時間は初回授業で提示します。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】  キャリアデザインカレッジ生【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。授業には必ず辞書（英和辞典）を持参するよう

にして下さい。授業で次回の読解分担を決めるので、欠席のないようにしてください。 

準備学習について 
授業内で次回の分担を割り振ります。次回に割り振られている分担箇所は、必ず準備（予習）

をして授業に臨んでください。また全員、進路範囲の予習もしておいて下さい。 



 

講義科目名称： 英語Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 
基礎的な英文法、文の構成、語彙を学び、ある程度まとまった考えを英語で表現 

することを目標とします。 

授業計画 

第１回       イントロダクション・journal writing（日記）の説明 

第２回       短文 第１文型、第 2文型    作文・会話アクティビティ 

第３回       短文 第 3文型、第 4文型     作文・会話アクティビティ 

第４回       短文 第 5文型         作文・会話アクティビティ 

第５回       修飾語の置き方：形容詞的修飾 作文・会話アクティビティ 

第６回       修飾語の置き方：副詞的修飾  作文・会話アクティビティ 

第７回       文のつなぎ方 重文：等位接続詞 and, but, or, so, for ,yet  

              作文・会話アクティビティ 

第８回       文のつなぎ方 重文：等位接続詞  both…and, either…or, not only…but 

also 

              作文・会話アクティビティ 

第９回       文のつなぎ方 複文：名詞節（that 節、WH節）   作文・会話アクティビテ

ィ 

第 10回       文のつなぎ方 複文：形容詞節（関係代名詞）  作文・会話アクティビテ

ィ 

第 11回       文のつなぎ方 複文：形容詞節（関係副詞）   作文・会話アクティビテ

ィ 

第 12回       文のつなぎ方 複文：副詞節（時、様態、条件） 作文・会話アクティビテ

ィ 

第 13回       文のつなぎ方 複文：副詞節（原因、結果、目的、比較） 作文・会話アク

ティビティ 

第 14回       文書の構成：パラグラフ構成、手紙文の書き方・作成 

第 15回       文書の構成：手紙文のメールでの通信 

試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

５文型からなる短文の作成から複雑な文の作り方を、練習問題を通し段階的に学びます。 

さらに会話、日記やメール、手紙などを通し自分を表現する文作成に取り組み、学期を通し

日記を書き提出、メールで手紙を送るなど英語でのコミュニケーションを図ります。 

テキスト 
コピーを用意する予定でいます。テキストを使用する場合は、初回の授業で提示し、人数を

確認した上で注文します。 

参考文献 必要に応じ、最初の授業で紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験(70％)に、課題・授業参加態度の平常点(30％)を含み評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは指定した時間に講師控室で対応します。 

履修条件 特になし 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。授業には必ず辞書（和英・英和辞典）を 

持参するようにして下さい。 

準備学習について 
授業で次回の課題・予習内容を指示します。必ず復習・予習を行い、次回の授業に臨んでく

ださい。 



 

講義科目名称： 英語Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 角谷 裕子 

テーマ 
教養英語の集大成として、英語の文章を味わい、声を出して読むことで自分の解釈を表 

現します。音読して英語を味わうことで、英語をより深く理解することを目標とします。 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       発音練習（母音）・わらべ歌  

第３回       発音練習 (t / d ) ・英詩紹介 

第４回       英詩（選択）・発音練習(h / f) 

第５回       英詩（読解）・発音練習(r / l) 

第６回       英詩（朗読発表）・児童文学紹介 

第７回       絵本・児童文学（選択）・発音練習(s / θ) 

第８回       絵本・児童文学（読解）・発音練習(b / v ) 

第９回       絵本・児童文学（朗読発表）・小説紹介 

第 10回       小説・フィクション（選択）・発音練習(z / δ) 

第 11回       小説・フィクション（読解）・発音練習 linking 1 

第 12回       小説・フィクション（朗読発表）・演説紹介 

第 13回       スピーチ（選択）・発音練習 linking 2 

第 14回       スピーチ（読解）・発音練習 linking 3 

第 15回       スピーチ（朗読発表）・まとめ 

（受講者数により、変更があります。） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

授業では、発音練習と課題として与えられた、また自分の選んだ文献を読解し、自分の理解

や解釈に基づいて、朗読発表します。発表前に、文章の解釈をし、感想文を提出してもらい

ます。 

テキスト 必要教材はコピーを渡します。授業の中で提示した自分の好みの文献を選択します。 

参考文献 必要に応じ、授業で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

課題提出・発表・授業参加態度の平常点（40：40：20）で評価します。 

質問・相談の受付方法 授業後、あるいは指定した時間に講師控室で対応します。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
積極的な授業参加と学習姿勢を期待します。 

授業には必ず辞書（英和辞典）を持参するようにして下さい。 

準備学習について 
授業内で朗読発表に向けての課題・予習内容を指示します。必ず準備をして授業に臨んでく

ださい。 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＡ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Speaking and listening skills practice 

授業計画 

This proposed order may change according to need. 

第１回       Meeting and introducing people① 

             First time meeting people, and meeting friends and co-workers 

第 2回        Meeting and introducing people② 

             Introducing new people and small talk with them 

第 3回         Numbers and time① 

             Practicing numbers for phone, addresses, etc. 

第 4回         Numbers and time② 

             Saying the time in various ways 

第 5回        Role play for classes 1～4 

第 6回         Hometowns and locations① 

             Location in a room, and on the streets  

第 7回         Hometowns and locations ② 

             Location in stores, and describing hometowns 

第 8回         Hometowns and locations③ 

             Further describing hometowns 

第９回        Roleplay for classes 6～8  

第 10回        Foods, restaurants, cooking advice ① 

             How to talk about foods, some apples, a lot of meat 

第 11回        Foods, restaurants, cooking advice ② 

             How to cook and prepare meals 

第 12回        Foods, restaurants, cooking advice ③ 

             Eating in restaurants, ordering meals 

第 13回       Daily activities, frequency① 

             Sports, hobbies, and other activities 

第 14回       Daily activities, frequency② 

             Use frequecy words to describe how often you do things 

第 15回        Role play for classes 10～14 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

To introduce the students to natural English by doing role play activities. 

BY doing this students will gain confidence in communicating with foreign people. 

This will help in their social work in the future. 

テキスト 

テキスト名：Getting Into English 

ISBN：978-4-523-17650 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Cronin/Bray 

価格（税抜）：1,800 円 



参考文献 － 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

Students will be graded on their attitude and participation for each class (about 40%) 

and role play activities (about 60%) 

As students are practicing,teacher is continually giving them feedback on techniques. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ Students should bring a dictionary and word cards to class. 

準備学習について 
Students should study for each lesson before and review what they learned after each 

lesson about 10minutes per day. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＢ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Speaking and listening skills practice 

授業計画 

This proposed order may change according to need. 

第１回       Review of first term 

             Review some points of the first term and talk about their summer 

第 2回        Talk about music 1 

             Teach some songs and pronunciation 

第 3回        Talk about music 2 

             Music groups they like and they bring a song they like 

第 4回        Family １ 

             Family relationships 

第 5回        Family 2 

             Describing people and family members 

第 6回        Movies 

             Describing movies they like. Explaining why they like or don’t l 

             ike it 

第 7回        Activities 

             Describing other activities they like, go to a museum, have a bar- 

             b-que, go swimming, etc. 

第 8回        Weekend plans 

             How to make plans for the weekend.  Accepting and refusing to go w 

             ith someone. 

第 9回        Seasons, weather 

             Describing the weather and making plans for that weather condition 

              and season 

第 10回       Health 1 

             Talk about health problems 

第 11回       Health 2 

             Learn to give advice for different health conditions 

第 12回       Christmas 

             Learn the real meaning of christmas and the connection of things t 

             hey see around them 

第 13回       Shopping 1 

             Talk about cell phones and other electrical devices they see and u 

             se frequently. 

第 14回       Shopping 2 

             Shopping dialogues buying and selling things learned in previous l 



             esson 

第 15回       Review and final check 

             Review many of the previous dialogues and check the students' prof 

             iciency 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

To introduce the students to natural English by doing role play activities.  In 

addition, they will enjoy learning the real meaning of a world-wide holiday, Christmas, 

with a special celebration! 

BY doing this students will gain confidence in communicating with foreign people. 

This will help in their social work in the future. 

テキスト 

テキスト名：Getting Into English 

ISBN：978-4-523-17650 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Cronin/Bray 

価格（税抜）：1,800 円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

Students will be graded on their attitude and participation for each class (about 40%) 

and role play activities (about 60%) 

As students are practicing,teacher is continually giving them feedback on techniques. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

Students should bring a dictionary and word cards to class. 

Students should also bring a New Testament Bible to class (they can get a free copy 

from the school library) 

準備学習について 
Students should study for each lesson before and review what they learned after each 

lesson about 10minutes per day. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＣ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ 

Communications skills practice (listening, speaking, actions, and so on). Will 

practice each lesson with many types of follow-up questions to bring more depth to 

the conversations. 

授業計画 

This proposed order of classes may change according to need. 

第１回        Introductions and meeting people 1 

             Introduction of class plan and meeting all the students 

第２回       Introductions and meeting people 2 

             Natural greetings, talking about where you are from and jobs 

第３回       Introductions and meeting people 3 

             Role play of introducing people and talking about jobs and countri 

             es 

第４回       Daily life activities 

             Talking about activities and expanded conversations with questions 

              like who, where,what, when. 

第５回       Role play 

             Role play using the previous lesson as a base. 

第６回       Describing characteristics of people 

             Learn how to describe people's characteristics with words like fri 

             endly, outgoing, quiet, stubborn, etc. 

第７回       Describing what people look like 

             Learn how to describe people's looks with words like tall, thin, h 

             aving long brown hair, small green eyes, etc. 

第８回       Family relationships and role play 

             Describing your family members to others using the previous 2 less 

             ons.  Role play check. 

第９回       Making plans 

             Making future weekend plans with more activity words 

第１０回     Inviting people 

             Learn how to invite people to join you in plans from previous less 

             on 

第１１回     Food and Recipies 

             Teach words used in cooking and other food words.  Explaning how t 

             o make their favorite foods. 

第１２回     Sharing recipies 

             If cooking room is open, have the students actually make each othe 

             rs recipies.  They must bring the ingredients and explain in Engli 

             sh how to cook it.  If the cooking room is not open, they will bri 



             ng ingredients and teach how to make simpler things like sandwiche 

             s, etc. 

第１３回     Ordering and taking orders in a restaurant 

             Practice being a waiter and customer in a restaurant.  Bring diffe 

             rent menus so they can practice describing items to foreigners in  

             Japan.  They can make small presentations of restaurant dialogue 

             s. 

第１４回     Review of lessons 2 to 5 

             Students go back and do pair and group review of the things studie 

             d in those lessons.  Small presentations of different parts. 

第１５回     Review of lessons 6 to 10 

             Students go back and do pair and group reviews of the things studi 

             ed in those lessons.  Small presentations of different parts 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

To have the students use many activities and role play exercises to improve their 

English skills. 

BY doing this students will gain confidence in communicating with foreign people. 

This will help in their social work in the future. 

テキスト 

テキスト名：Time to Communicate 

ISBN：978-4-523-17791-3 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Bray 

価格（税抜）：1,900 円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

Students are graded on participation for each class.  Also there will be tests, oral 

and role play, as each unit is finished. 

As students are practicing,teacher is continually giving them feedback on techniques. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
Students will need to bring a Japanese/English dictionary to class (or Eng./Jap.). 

Students should also bring word cards to class 

準備学習について 
Students should study the lesson before the class and review it after each class about 

10minutes per day. 



 

講義科目名称： 英語コミュニケーションＤ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： キャサリン・アン・田村 

テーマ Communications skills practice (listening, speaking, actions, and so on) 

授業計画 

This proposed order of classes may change according to need. 

第１回        Talking about summer vacation 

             Review of follow-up questions.  Students practice many ways to tal 

             k about their summer vacations. 

第２回       Interview of other students' summer vacations 

             Using the vocabulary and follow-up questions interview other stude 

             nts in the class and report their findings 

第３回       Travel lesson １ 

             Learn terminology and phrases useful for traveling and practice wi 

             th partners 

第４回       Hometowns 1 

             Learn words to describe hometowns and comparison phrases. 

第５回       Hometowns 2 

             Describe your own hometowns and compare them with other towns and  

             cities 

第６回       Hometowns 3 

             Assign students new hometowns in other countries and let them desc 

             ribe them and compare them with each otherd 

第７回       Opinions 1 

             Teach how to talk about your own opinions.  Agree and disagree wit 

             h others' ideas. 

第８回       Opinions 2 

             Give students a variety of topics to state their opinions about.   

             Sports, Movies, people, animals, food, and so on. 

第９回       Travel 2 

             Using the vocabulary from the last 2 lessons, students make travel 

              plans for different countries and state their opinions in more de 

             tail (follow-up questions) 

第１０回     Festivals and Holidays 1 

             Teach them vocabulary useful for festivals and holidays in Japan 

第１１回     Festivals and Holidays 2 

             Teach them about some holidays in other countries, and have them r 

             esearch a special day in another country.  Use their information t 

             o teach other students. 

第１２回     Christmas  Class １ 



             Have students learn the real meaning of Christmas from the Bible.  

              Teach them the connections to how we celebrate today and compare  

             with other countries 

第１３回     Christmas Class 2 (Experience Christmas) 

             Let them practice some songs and other activities of Christmas.  E 

             ven fun gift exchange if they are willing. 

第１４回     Future Plans 1 

             Teach adverbs of probability to discuss their future plans. Both  

             near future and far future plans. 

第１５回     Future Plans 2 

             Interviews in pairs of their future plans.  Role play of their dis 

             cussions with many follow-up questions. 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

To have the students use many activities and role play exercises to improve their 

English skills.  Also the students will learn to explain some Japanese culture in 

English.  Students will also learn about the real meaning of Christmas and enjoy a 

Christmas celebration! 

BY doing this students will gain confidence in communicating with foreign people. 

This will help in their social work in the future. 

テキスト 

テキスト名：Time to Communicate 

ISBN：978-4-523-17791-3 

出版社：Nan'Un-Do 

著者名：Bray 

価格（税抜）：1,900 円 

参考文献 － 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

Students are graded on participation for each class.  Also there will be tests, oral 

and role play, as each unit is finished. 

As students are practicing,teacher is continually giving them feedback on techniques. 

質問・相談の受付方法 － 

履修条件 － 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

Students will need to bring word cards and a Japanese/English dictionary to class (or 

Eng./Jap.). 

Students should also bring the New Testament Bible (Eng/Jap.) to each class.  (The 

school library has free copies each student can have) 

準備学習について 
Students should study the lesson before the class and review it after each class about 

10minutes per day. 



 

講義科目名称： 中国語Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 周 佩芳 

テーマ 聞く力、話す力、書く力の総合的レベルアップを目指す。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、授業紹介、発音練習 

第２回       発音と綴りの基本的な法則  

第３回       第１課 基本文型 

第４回       第２課 指示代詞 “的”使い方 

第５回       第３課 人称代詞形容詞述語文 

第６回       形容詞 副詞 

第７回       第４課 所有を表す 

第８回       “和”、“都” 年月日の言い方 動詞の現在形 

第９回       第５課 名前の訪ね方  疑問文(1) 

第 10回       在(1) 量詞 “多少”と“几” 

第 11回       第６課 連動文 場所代詞 

第 12回       第７課 疑問文(2)  方位詞 主述述語文 

第 13回       在(2)  前置詞  二重目的語 

第 14回       第 8課 時間の表し方 結果補語 

第 15回       復習 まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

この授業では、目で読んでいくのだけではなく、中国語を音として理解する訓練が中心であ

る。日本人が苦労しがちな「発音」をネイディブ・スピーカの模範朗読によりわかりやすく

指導しながら、聞く力を強化、話す力を開発、また、朗読力、書く力を含めた総合的レベル

アップを目指す。 

「中国語の口と耳」を鍛えるため、徹底して話しことば重視し、くどいくらいに口頭練習を

繰り返すこと。 

テキスト 

テキスト名：『話し放題中国語』 

ISBN：978-4-7647-0674-3 

出版社：金星堂 

著者名：盧 華岩 

価格（税抜）：2,650 円 

※後期｢中国語 B｣でも引き続き使用する。 

参考文献 
講義中適宜紹介する。 

 辞書を購入する必要はないが、手に入れたい人の相談には随時応じる。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

評価は、平常点（宿題の提出・授業中での質問答え・学習意欲）+ 期末テストによるもので

すが、良い評価を獲得できるかどうかは受講生自身の努力次第です。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に随時受け付けます。 

履修条件 
特に設けない (中国語既習者でこの｢中国語 A｣を跳ばして｢中国語 B｣を履修することを希望

する者は、担当教員に事前に相談すること)。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ ちりも積もれば山となる。毎日一言中国語を話してみましょう。 



準備学習について 毎回授業の始めに中国語で一言いいますので準備してきてください。 



 

講義科目名称： 中国語Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 周 佩芳 

テーマ 
中国語の基本的な仕組みを把握するとともに、短文だけではなく長文の理解もできることを

目標とする。 

授業計画 

第１回       前期内容復習  

第２回       聞き取り練習 

第３回       第 9課 能願動詞 

第４回       因果関係を表し方 

第５回       第 10課 動詞の過去形  

第６回       副詞 “又”と“再” 

第７回       第 11課   仮定を表す 

第８回       選択疑問文 過去の経験を表す 

第９回       量的に完了できることを表し方 

第 10回       第 12 課 数字に関する表現 

第 11回       助動詞 選択疑問文  程度補語 

第 12回       始点から終点までを表す“从---到” 

第 13回       数量補語 程度による形容詞の表し方 

第 14回       動作が進行中であることを表し方 比較表現 

第 15回       復習 まとめ 

期末試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

前期に学んだ文法事項を復習しながら、語彙や語法を増やしつつ、表現の幅を広げる。この

授業では、目で読んでいくのだけではなく、中国語を音として理解する訓練が中心である。

また、中国語の基本的な仕組みを把握するとともに短文の積み重ねから長文の進め方へと発

展させていきたい。 

前期の引き続きて徹底して話しことば重視し、くどいくらいに口頭練習を繰り返すこと。 

テキスト 

テキスト名：『話し放題中国語』 ※前期と同様 

ISBN：978-4-7647-0674-3 

出版社：金星堂  著者名：盧 華岩 

価格（税抜）：2,650 円 

参考文献 
講義中適宜紹介する。 

辞書を購入する必要はないが、手に入れたい人の相談には随時応じる。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

評価は、平常点（宿題の提出・授業中での質問答え・学習意欲）+ 期末テストによるもので

すが、良い評価を獲得できるかどうかは受講生自身の努力次第です。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に随時受け付けます。 

履修条件 
特に設けない (中国語既習者でこの｢中国語 A｣を跳ばして｢中国語 B｣を履修することを希望

する者は、担当教員に事前に相談すること)。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ ちりも積もれば山となる。毎日一言中国語を話してみましょう。 

準備学習について 毎回授業の始めに中国語で一言いいますので準備してきてください。 



 

講義科目名称： 韓国語Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鄭 泰元 

テーマ 韓国語について概略的な知識を得た後、文字と発音、語彙と文法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       韓国語とは、どんな言葉なのかをいくつかの側面から日本語と対照しつつ、

簡単にながめる。 

              ハングル文字の仕組みと漢字語 

第２回       ハングルの文字と発音①：母音及び子音       

第３回       ハングルの文字と発音②：すべての子音       

              激音・濃音 

第４回       ハングルの文字と発音③：子音と母音の組み合わせ   

              合成母音 

第５回       パッチム(終声)について①             

第６回       パッチム(終声)について② 

              韓国語の歌で読み方練習 

第７回       中間まとめ / 小テスト 

第８回       発音規則① / 挨拶と基本表現 / 助詞の使い方① 

              第１課 

第９回       発音規則② / 助詞の使い方② 

              第２課 

第 10回       否定文 

              第３課 

第 11回       ある/いるの表現 

              第４課 

第 12回       基本動詞・形容詞の活用① 

              第５課 

第 13回       動詞・形容詞活用について② 

              第６課 

第 14回       動詞・形容詞活用について③ 

              第６課 

第 15回       動詞・形容詞活用の練習、前期まとめ 

期末テスト 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

1)日本人にとって比較的学びやすい言葉と言われる韓国語を、日本語と共通する部分から眺

める。 

2)ハングルという文字の原理を理解し、丸暗記せず楽しく習得できる方法で学習する。 

3)映像や画像などを見ながら言語のみならず、韓国社会と文化の理解を深める。 

テキスト 

テキスト名：基礎から学ぶ韓国語講座 初級 

発行者：国書刊行会 

著者名：木内 明 

価格（税込）：2,268 円 



参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への参加度：中間小テスト：学期末の筆記試験＝10：30：60 

無断欠席が連続 3回に達した時点で「不可」と判定する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
特に指示した場合を除いて予習は不要ですが、復習は必ず必要です。また、積極的な教室活

動(言葉のやり取り）を期待します。 

準備学習について 
ハングル文字はローマ字のようなものです。最初の段階でそれらをしっかり覚えておけば、

授業に馴染みやすいと思います。 



 

講義科目名称： 韓国語Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鄭 泰元 

テーマ 読み書きの練習と簡単な日常会話の学習。 

授業計画 

第１回       ハングル文字の総合的な読み方の練習(前期内容の復習) 

第２回       動詞・形容詞の活用練習① / 乗り物について             

              第７課 

第３回       動詞・形容詞の活用練習② / 食べ物について         

              第８課 

第４回       動詞・形容詞の活用練習③ 

              第８課 

第５回       過去形の活用練習①          

              第 13課 

第６回       過去形の活用練習②            

              第 13課 

第７回       漢数字と漢数字で数える助数詞  

              第９課 

第８回       漢数字の読み方練習 

              第９課 

第９回       中間小テスト、固有数詞と固有数詞で数える助数詞 

              第 10課 

第 10回       固有数字の読み方練習   

              第 10課 

第 11回       漢数字と固有数字の読み方練習、まとめ 

第 12回       尊敬表現① 

              第 11課 

第 13回       尊敬表現② / 韓国語の中の外来語           

              第 11課 

第 14回       用言の否定              

              第 12課 

第 15回       相手を誘う表現 / 後期総合まとめ 

              第 14課 

期末テスト 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

1)日韓異文化理解に努め、日韓関係の話題にも言及する。 

2)テキストの内容以外にも歌や映像などにも触れ、楽しい雰囲気の中で授業を展開する。 

3)ハングル文字の読み書きができ、簡単な日常会話が出来ることを目指す。 

テキスト 

テキスト名：基礎から学ぶ韓国語講座 初級 

発行者：国書刊行会 

著者名：木内 明 

価格（税込）：2,268 円 



参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への参加度：中間小テスト：学期末の筆記試験＝10：30：60 

無断欠席が連続 3回に達した時点で「不可」と判定する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】韓国語 Aを履修中または単位取得済、或いはハングル文字の学習を終了したも

のが対象である。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
特に指示した場合を除いて予習は不要ですが、復習は必ず必要です。また、積極的な教室活

動(言葉のやり取り)を期待します。 

準備学習について 
語学授業はことばを覚える作業なので前期の内容をしっかり復習してから後期の授業に臨

みましょう！ 



 

講義科目名称： 現代日本の経済 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山下 隆之 

テーマ 
現代の日本経済を、経済理論の視点からみる。身近な地域経済（静岡県や焼津市）の変化を

題材として、産業構造の変化、国民所得の動き、公的部門の役割への理解を深める。 

授業計画 

第１回       経済学の誕生    幸せを考える 

第２回       静岡県経済の歴史    1950 年代から現在まで 

第３回       経済基盤モデル（１）   基盤産業と非基盤産業 

第４回       経済基盤モデル（２）   地域経済と循環 

第５回       市場均衡と需給の変動   労働市場、人口移動 

第６回       県民経済計算 

第７回       地域マクロ経済モデル（１）   県内総生産の決定 

第８回       地域マクロ経済モデル（２）   乗数効果 

第９回       地域マクロ経済モデル（３）   財政政策、アベノミクス 

第 10回       静岡県経済の研究（１）  特化係数からみた静岡県 

第 11回       地域経済成長の理論（１）  新古典派経済成長モデル 

第 12回       地域経済成長の理論（２）  貯蓄、投資、人口、技術進歩 

第 13回       静岡県経済の研究（２）   シフト・シェア分析からみた静岡県 

第 14回       静岡県経済の研究（３）   人口減少と静岡県の将来像 

第 15回       静岡県経済の研究（４）   人口流出、結婚市場 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）日本経済や静岡経済が抱えている経済問題の原因を探ります。経験的事実から語る

のではなく、それらが生じる論理（理屈）から考えます。 

（目的）同じ経済現象を論じるときでも、経済理論を知っている人と、そうでない人とでは、

理解の仕方が大きく違います。受講生の皆さんに、経済現象や社会現象を、そのメカニズム

から正しく読み解くための力を養ってもらうことを目的としています。 

 地域経済の課題を正しく知ることは、本学が目指す「福祉力」の育成や教員免許の取得に

おいて求められています。 

テキスト 

テキスト名：地域経済分析ハンドブック  

出版社: 晃洋書房 (2016) 

著者名：山下隆之 

参考文献 講義中、必要に応じて紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験にて評価します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控え室（研究室棟 1階）で受け付けます。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

例年、開講時期の経済問題を題材としながら授業を進めますので、経済関係のニュースに注

意を払うと効果的です。また、経済学は人間行動の学問でもあるため、日常生活を冷静に観

察することがニュースを見るのと同じ位に重要です。 



準備学習について 
予習…テキストを読むこと。 

復習…ノートを整理すること（１時間）。 



 

講義科目名称： 日本国憲法 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 国京 則幸 

テーマ 

日本国憲法は、施行から既に 60年余りが経過し、過去に様々な議論に晒されながらも戦後

日本の最高法規として基本的な方針を示してきた。今般、改正論議が囁かれる中、その存在

意義が問われている。本講義においては、日本国憲法の基本原理を論じつつ主要な学説及び

判例を紹介し、憲法に対する理解を深めてもらう。 

授業計画 

第１回       憲法の意味 憲法とは何か 

第２回       立憲主義の成立及び日本憲法史 

第３回       日本国憲法の基本的原理  

第４回       象徴天皇制と国民主権主義 

第５回       平和主義 

第６回       基本的人権（１）人権総論、包括的人権、法の下の平等 

第７回       基本的人権（２）自由権１ 表現の自由、思想・良心の自由、信教の自由 

第８回       基本的人権（３）自由権２ 精神的自由、人身の自由、経済的自由 

第９回       基本的人権（４）社会権、参政権、新しい人権、義務規定 

第 10回       国会・選挙・政党 国会の組織と機能について 

第 11回       内閣、議院内閣制度について 

第 12回       司法 司法の独立の意味 裁判所の組織と機能について 

第 13回       地方自治 地方分権制度について 

第 14回       憲法改正 日本国憲法改正の手続き 国民投票制度 

第 15回       最高法規 最高法規の意味 憲法尊重遵守義務について 

定期試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

この講義は、日本国憲法の全体像を理解することを目的とする。具体的には、立憲主義、日

本国憲法史、国民主権、平和主義、基本的人権に関する基本原理、人権の制約、包括的基本

権、平等、表現の自由、思想・良心の自由、信教の自由、社会権、教育、人身の自由、経済

的自由、参政権、家族、国会、内閣、裁判所、地方自治の取り扱い、憲法総論、人権、統治

機構を一通り学習させる。 

テキスト 

テキスト名：『憲法入門 6訂』 

ISBN：9784326451098 

出版社：勁草書房 

著者：樋口陽一  

価格：1,944 円（本体 1,800円＋税） 

参考文献 初宿正典他編著『目で見る 憲法 第 4版』有斐閣 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

成績評価基準：①基本的な事実（授業の内容）を正しく理解できているか、 

        ②それに基づいて自ら考えることができているのか、の総合的評価 

 成績評価方法：期末試験（60%）＋小テスト（40％） 

質問・相談の受付方法 授業の前後、またはメールにて応じる。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ ニュースなどを手掛かりに､私たちの日常の出来事に関心を持って講義に臨んでほしい｡ 

準備学習について 受講に際しては、教科書の該当する部分(1回わずか数ページ！)を一読しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本史 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 私たちの日常の食生活はどう伝わってきたか 

授業計画 

第１回       田の神と桜の花見伝来の道 

             田の神と桜の花見伝来についてプリントを解きながら学びます。 

第２回       海と山をつなぐ「塩の道」 

             海と山をつなぐ「塩の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第３回       献上品を運んだ「鮎鯖街道」 

             献上品を運んだ鮎鯖街道についてプリントを解きながら学びます。 

第４回       南蛮菓子を伝えた「砂糖の道」 

             南蛮菓子を伝えた「砂糖の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第５回       平泉の栄華を支えた「黄金の道」 

             平泉の栄華を支えた「黄金の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第６回       カツオ節が北上した海の道 

             カツオ節が北上した海の道についてプリントを解きながら学びます。 

第７回       アジサイが咲いた海の道 

             アジサイが咲いた海の道についてプリントを解きながら学びます。 

第８回       夢追いかけた「香料の道」 

             「香料の道」についてプリントを解きながら学びます。 

第９回       ピラフとたどったイネの道 

             ピラフとたどったイネの道についてプリントを解きながら学びます。 

第 10回       コメと匙、麺と箸伝来の道 

             コメと匙、麺と箸伝来の道についてプリントを解きながら学びます。 

第 11回       平安と明治、2度の納豆伝来 

             平安と明治、2度の納豆伝来についてプリントを解きながら学びます。 

第 12回       三輪から延びた素麺作りの技 

             素麺作りの技についてプリントを解きながら学びます。 

第 13回       緋色の輝きイクラ南下の道 

             イクラ南下の道についてプリントを解きながら学びます。 

第 14回       音楽を運んだ「シルクロード」 

             音楽を運んだ「シルクロード」についてプリントを解きながら学びます。 

第 15回       花火のハナシ 

             花火の歴史と伝来についてについてプリントを解きながら学びます。 

第 16回       試験 

             半期で学んだことの筆記試験をします。 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

私たちにとって日常の生活は基本です。人間の歴史はある意味、日常の生活を積み重ねなが

ら発展してきたともいえるでしょう。本講義では、そうした人間の歩みを、現在の日常生活

との関わりの中で考えていこうと思います。その場合、日本の歴史のみならず、世界の歴史

も意識し、長くて奥深い人類の歩みが、現在の私たちの生活にどのように反映されているか

を考えてみたいと思います。とくに私たちの平凡な日常、なかでも食生活や各種行事が、ど

のようなルートでどこからどのように伝わってきたのか、考えていきたいと思います 

テキスト 毎回、プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、まとめプリントをします。満点は 4点になりますので、4点×15回＝60点です。残り

の 40点は試験です。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 日常生活の歴史に興味や関心を持っていること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 人数が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎時間の最後に次回のテーマをお伝えしますので、事前に準備してください。 



 

講義科目名称： 外国史 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 吉田 浤一 

テーマ 現代中国を理解するための東アジア現代史 

授業計画 

第１回       現代中国の特徴（１）世界第２位の GDP、21世紀はアジアの時代 

第２回       同上（２）現代中国の直面する内外の課題 

第３回       ウェスタン・インパクトへの対応における徳川幕府と清朝と李朝（１） 

第４回       同上（２） 

第５回       日清戦争、19世紀末の日本と中国の運命の分岐と中国人の屈辱 

第６回       20世紀前半の帝国主義国日本と「半植民地半封建主義国」中国と植民地朝鮮 

第７回       日中戦争における蒋介石と毛沢東 

第８回       アジアにおける第二次世界大戦の終結、サンフランシスコ講和条約と台湾・

中国 

第９回       東西冷戦下の東アジア、日本の復興と毛沢東の社会主義 

第 10回       田中角栄と周恩来、日中間の戦後処理、国交回復と残された課題 

第 11回       東アジア NIESと鄧小平の改革・開放、社会主義から国家資本主義へ 

第 12回       天安門事件と江沢民の愛国主義教育 

第 13回       胡錦濤の和諧政策と格差の拡大 

第 14回       東アジアにおける日中二大国の共存と対立する諸問題 

第 15回       東アジアの歴史から何を学ぶか 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

中国の驚異的な経済的発展と脅威的な大国的発展とがなぜ引き起こされ、それがどのような

特徴をもっているのかを考察するために、本講義では中国社会独自の特質に由来する歴史的

な理由と、20世紀以降の世界史とりわけ日中両国関係を中心とする東アジア現代史の特質と

いう二つの視点から歴史的に概論する。 

テキスト 指定しない（授業時に資料配布） 

参考文献 『シリーズ中国近現代史』①～⑤ 岩波新書、毛里和子著『日中関係』岩波新書 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、適宜行う小レポート、試験時の大レポート 

質問・相談の受付方法 講義終了後の教室又は講師控え室で。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 特になし 

準備学習について 当日配布した資料を全部読んで復習しておいてください。 



 

講義科目名称： 日本現代社会論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 
日々生起する数々の現代社会の出来事を知り、その社会的背景や歴史的意味などを 

考えます。 

授業計画 

毎週、日々の社会的出来事をもとに受講生が制作した時事川柳をプリントして、 

それを素材にして講義を行います。講義の終了時に、主にその日の講義で学んだ時事川柳の

解釈、時事問題に関する漢字のチェック、自らが最も関心のある時事ニュース、その週に自

らが作成した時事川柳を、まとめとして提出してもらいます。また、適宜、本学図書館の新

聞データベースを利用してもらいます。毎回のパターンは同じですが、日々生起する社会的

出来事は、毎週変わりますので、そうした変化する事象を毎回追っていきます。半期で大き

く変化したことや、あまり変化しなかったことなどを意識しながら、現代社会の動向とその

歴史的意味について考えていきます。 

 

 

第１回       時事問題の解説 

             最新の時事川柳をもとに、時事問題の解説をします。講義の最後にホット 

             な話題となっている時事問題を自分でまとめ、さらに関心のあるテーマで 

             自分の川柳を作ります。 

第２回       前回作成した川柳の解説① 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第３回       前回作成した川柳の解説② 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第４回       前回作成した川柳の解説③ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第５回       前回作成した川柳の解説④ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第６回       前回作成した川柳の解説⑤ 



             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第７回       前回作成した川柳の解説⑥ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第８回       前回作成した川柳の解説⑦ 

             前回の講義の復習をして、前回作成した川柳の解説をし、まとめる。さら 

             に今週の川柳を作成する。 

第９回       前回作成した川柳の解説⑧ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第 10回       前回作成した川柳の解説⑨ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 11回       前回作成した川柳の解説⑩ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 12回       前回作成した川柳の解説⑪ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 13回       前回作成した川柳の解説⑫ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 



             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 14回       前回作成した川柳の解説⑬ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 15回       前回作成した川柳の解説⑭ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第 16回       試験 

             半期で学んだ時事用語や漢字の読み書きなどの筆記試験をします。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

毎時間、その週内にあった出来事を確認しながら、その出来事の社会的背景などを学んでい

きます。受講生が自ら時事川柳を作ることで、自ら現代社会へ関心を向け、さらにその内容

の共有を促進し、周囲の友人たちが、どのような問題を重視しているかを考えます。そのこ

とで、現代社会にいる自らの置かれた位置を確認していきます。 

テキスト 毎回プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 講義内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。復習プリントは 2点満点、まとめプリント

は 3点満点です。復習プリントは 2点×14回＝28点、まとめプリントは 3点×15回＝45点、

合計で 73点になります。あとの 27点は 16回目の試験の点数とします。なお、適宜、優秀

な答案には毎回 1点以上の加算をしますので、100点以上になる場合もありますが、その時

は 100点とします。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要 

以上に長く中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 受講生が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎回、前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 日本現代文化論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 
日々生起する数々の現代社会の出来事を知り、その文化的背景や歴史的意味などを考えま

す。 

授業計画 

授業の進め方、川柳の作成 

             毎週、日々の文化的出来事をもとに受講生が制作した時事川柳をプリント 

             して、それを素材にして講義を行います。講義の終了時に、主にその日の 

             講義で学んだ時事川柳の解釈、時事問題に関する漢字のチェック、自らが 

             最も関心のある時事ニュース、その週に自らが作成した時事川柳を、まと 

             めとして提出してもらいます。また、適宜、新聞データベースなども利用 

             してもらいます。15回のパターンは同じですが、日々生起する社会的出来 

             事は、毎週変わりますので、そうした変化する事象を毎回追っていきます。 

             半期で大きく変化したことや、あまり変化しなかったことなどを意識しな 

             がら、現代文化の動向とその歴史的意味について考えていきます。 

第１回       講義の概要説明 

             半期の講義の概要を説明します。時事川柳などをもとに現代文化の動向と 

             その歴史的意味について整理します。 

第２回       前回作成した川柳の解説① 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

第３回       前回作成した川柳の解説② 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第４回       前回作成した川柳の解説③ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第５回       前回作成した川柳の解説④ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 



 

第６回       前回作成した川柳の解説⑤ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第７回       前回作成した川柳の解説⑥ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第８回       前回作成した川柳の解説⑦ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第９回       前回作成した川柳の解説⑧ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 10回       前回作成した川柳の解説⑨ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 11回       前回作成した川柳の解説⑩ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              



 

第 12回       前回作成した川柳の解説⑪ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 13回       前回作成した川柳の解説⑫ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

              

 

第 14回       前回作成した川柳の解説⑬ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第 15回       前回作成した川柳の解説⑭ 

             前回の講義でとりあげた時事問題や重要用語などの復習をします。漢字の 

             読みや書き取り、言葉の意味などを整理します。その後、前回の講義で受 

             講生が作成した川柳の解説をし、まとめます。最後に重要な時事問題のま 

             とめをし、最近の話題をテーマとした自分の川柳を作ります。 

 

第 16回       試験 

             半期で学んだ時事用語、漢字の読み書きなどの筆記試験をします。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

毎時間、その週内にあった出来事を確認しながら、その出来事の文化的背景などを学んでい

きます。受講生が自ら時事川柳を作ることで、自ら現代社会へ関心を向け、さらにその内容

の共有を促進し、周囲の友人たちが、どのような問題を重視しているかを考えます。そのこ

とで、現代社会にいる自らの置かれた位置を確認していきます。 

テキスト 毎回プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 講義内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。復習プリントは 2点満点、まとめプリント

は 3点満点です。復習プリントは 2点×14回＝28点、まとめプリントは 3点×15回＝45点、

合計で 73点になります。あとの 27点は 16回目の試験の点数とします。なお、適宜、優秀

な答案には毎回 1点以上の加算をしますので、100点以上になる場合もありますが、その時

は 100点とします。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 受講生が多い場合は座席指定にしますので、ご承知おきください。 

準備学習について 毎時間のはじめに前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 日本語Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語の音声の性質を理解する。 

授業計画 

第１回       人間の声と動物の声の違い 

第２回       音声器官と呼吸器官・消化器官 

第３回       言語音の獲得 

第４回       子音の種類 

第５回       母音の種類 

第６回       「音韻」とは何か 

第７回       音声と文字の対応 

第８回       平仮名・片仮名の字体      

第９回       奈良時代の音声 

第 10回       万葉仮名について 

第 11回       平安時代の音声 

第 12回       いろは歌と五音  

第 13回       源氏物語を当時の発音で読む 

第 14回       中世末期の音声 

第 15回       音声の歴史的変遷 

定期試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

音は言語の素材であり、基本を成すので、最初に学ぶ必要がある。具体的に音を聞き、発音

をすることで理解を深める。以上の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業時の発言（10％）、課題提出（10％）、試験（80％）を、総合的に評価。 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問・相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習（1時間）しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語の文法と意味を様々な側面から理解する。 

授業計画 

第１回       単語の意味とは 

第２回       反義語とは 

第３回       上位語と下位後 

第４回        類義語の意味分析 

第５回       基礎語の意味分析 

第６回       意味の変遷 

第７回       敬語の新分類 

第８回       敬語の使い方 

第９回       敬語の誤用 

第 10回       「は」と「が」の用法 

第 11回       「に」と「で」 

第 12回       ラ抜き、サ入れ 

第 13回       受身文、使役文 

第 14回       アスペクト、テンス 

第 15回       まとめ 

定期試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

日本語の文の規則・単語の意味を理解し、正しく書き表す方法を学ぶ。注意すべき誤用につ

いても触れる。 

以上の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

テキスト 野田尚史・野田春美著『日本語を分析するレッスン』大修館書店 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業時の発言（10％）、課題提出（10％）、試験（80％）を、総合的に評価。 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習（1時間）しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語表現法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 日本語で正しく分かりやすく表現する方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       正確な表現とは 

第２回       文法的な誤りを含む文 

第３回       語彙的な誤りを含む文 

第４回       表記の誤りを含む文 

第５回       理解しにくい文 

第６回       誤解されやすい文 

第７回       無駄の多い文 

第８回       ポイントをつかんだ文 

第９回       複雑な内容を表現する練習（1）（時の流れ） 

第 10回       複雑な内容を表現する練習（2）（関連付け） 

第 11回       介護体験報告文（１）（観点の新しさ） 

第 12回       介護体験報告文（２）（平板さをやぶる） 

第 13回       現代的テーマ（脳死）の文章 

第 14回       現代的テーマ（介護・ケア）の文章 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

論理的で分かりやすい文章を書くための基礎知識を身に付ける。社会的に決められている書

式の決まりについても学ぶ。以上の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業時の発言（10％）、課題提出（10％）、試験（80％）を、総合的に評価。 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習（1時間）しておくこと。 



 

講義科目名称： 日本語表現法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 久島 茂 

テーマ 心の思いが伝わる文章とはどういうものか学ぶ 

授業計画 

第１回       文章は何を伝え、何を伝えないか 

第２回       東田直樹の自己を語る文章 

第３回       鈴木大介「脳が壊れた」の文章 

第４回       体験を語る、登場人物の設定と役割 

第５回       大江健三郎「吟味した言葉」 

第６回       向田邦子の文章（子ども） 

第７回       向田邦子の文章（犬、葉書） 

第８回       物語の読解（三浦哲郎） 

第９回       物語の読解（川端康成） 

第 10回       人物を語るコラムの比較 

第 11回       散文と詩の表現の違い 

第 12回       議論・反論の文章（デマ） 

第 13回       議論・反論の文章（褒める・叱る） 

第 14回       議論・反論の文章（頑張る） 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

さまざまな優れた文章を多数味わい、理解することによって、表現する方法を身に付ける。

自分ひとりで表現の練習をするだけでなく、それを他人がどう読み感じ取るかが重要である

ことを学ぶ。以上の基礎的な知識を習得することを目的とする。 

テキスト プリントを配布 

参考文献 授業時に指示 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業時の発言（10％）、課題提出（10％）、試験（80％）を、総合的に評価。 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、質問、相談に応じる。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ - 

準備学習について 前回の授業内容を復習しておくこと（1時間）。 



 

講義科目名称： 生活と健康 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 
健康の意義を理解し、その維持・増進のための効果的な運動・スポーツ実践について理解す

る。 

授業計画 

第１回       ガイダンス  今後の授業内容について 

第２回       健康の概念について  グループワークを行う。 

第３回       健康と体力の関係   体力を理解し、健康との関連性について議論する。 

第４回       運動と生活習慣病１ 生活習慣病の現状と課題について理解する。 

第５回       運動と生活習慣病２ 肥満を解消するための運動条件について理解する。 

第６回       運動と生活習慣病３ 糖尿病の予防・改善につながる運動について理解する。 

第７回       運動と生活習慣病４ 高血圧症と運動の関係について理解する。 

第８回       トレーニングと健康   トレーニングが健康にどのように貢献するか理解す

る。 

第９回       運動とストレス１          運動はストレスを改善するのか考察する。 

第 10回       運動と熱中症      運動時の熱中症予防について理解する。 

第 11回       運動とメンタルヘルス１  日本のうつ病などの精神疾患の状況を理解する。 

第 12回       運動とメンタルヘルス２  運動とメンタルヘルスの関係を理解する。 

第 13回       運動と認知機能          運動と認知機能の関係を理解する。 

第14回       健康とスポーツ１    現代社会におけるスポーツの意義について理解す

る。 

第 15回       健康とスポーツ２    運動・スポーツと健康との関係についての多角的

な理解 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

私たちは運動やスポーツが、心身の健康の維持・増進に貢献することを良く知っている。一

方で、運動やスポーツが、どのようなメカニズムで心身に良い影響を及ぼすのかについては

あまり知られていない。本講義では、まず健康の概念について考察した後で、様々な観点か

ら運動が健康に与える影響について科学的知見をもとに議論する。また、現代社会における

スポーツの意義についても理解を深め、生涯にわたって運動・スポーツ実践ができるような

素養を身につける。 

（到達目標） 

生涯にわたって健康で質の高い生活を営むための運動、スポーツの意義について理解する。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の小テストの結果とまとめの学習到達度から判断します（配点 40：60）。 

小テストおよびいただいたコメントに対する返答を授業前に行う予定です。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305 研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jp までメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 
授業終了後に次回の授業内容について提示するので、しっかりと 1時間以上確認してくださ

い。 



 

講義科目名称： 家政学 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 
家庭生活に必要な知識・技術を生活経営、食生活、被服生活、住生活の各分野にわたって学

習し、実践力を身につける。 

授業計画 

第１回       ガイダンス ： 福祉と家政学      

第２回       生活経営と家族１： 夫婦・親子関係 

第３回       生活経営と家族２： 家族の法律 

第４回       生活経営と生活時間 

第５回       生活経営と家計１： ライフコースの選択と家計 

第６回       生活経営と家計２： 消費支出と家計管理 

第７回       食生活と栄養１：栄養素の種類と機能  炭水化物・たんぱく質 

第８回       食生活と栄養２：栄養素の種類と機能  脂質・無機質・ビタミン  

第９回       食生活と栄養３：栄養素の消化吸収・代謝 

第 10回       食品の分類と選択 

第 11回       食生活と献立作成 

第 12回       被服生活１： 被服の機能 

第 13回       被服生活２： 被服の選択と管理（洗濯、保管等）  

第 14回       住生活１：  住居の機能 

第 15回       住生活２： 住居の選択と管理 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

家政学では、現代の家庭生活について、生活経営や食生活、被服生活、住生活など各分野の

視点から、個人・家族が人的資源や物的資源をどのようにマネジメント（経営・管理）すべ

きかを科学的に明らかにする。その過程を通じて、、自己実現に向けた、健康で幸せな家庭

生活を創造する実践力を習得することを目標とする。この科目の履修を通じて、社会福祉学

部の学位授与方針である「福祉課題を解決に導くための知識・技術」の基礎を身に着けるこ

とができる。 

テキスト 

テキスト名：「新版 福祉のための家政学」 

ISBN：978-4-7679-3379-5 

出版社：建帛社 

著者名：中川英子 編・田崎裕美 他 

価格（税抜）：2,300 円 

参考文献 講義中に適時紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業時の課題（20点）・小テスト（40点）・レポート（40点）から総合的に評価します。 

課題、小テスト、レポートは授業内で総評を口頭で伝えて、返却する。 

質問・相談の受付方法 

授業後に、口頭やリアクションペーパー、メール（tazaki_11@suw.ac.jp）での質問・相談

に随時対応します。オフィスアワーを積極的に活用してください。（介護福祉棟 305研究室

で対応） 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業への積極的な参加を奨励します。  

日常生活の課題を明らかにし、科学的論拠を基に改善へと取り組むことで、健康で豊かな家

庭生活を送りましょう。 

準備学習について 
毎回の授業について、１時間以上の予習や復習を積極的に行い、課題レポートをまとめる事

で、知識や技術の理解・習得に努める。 



 

講義科目名称： 生涯スポーツⅠ① 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 健康や運動、体力について知り、スポーツを一生涯楽しもう。 

授業計画 

第１回       全体ガイダンス 

第２回       体力測定 

第３回       ウォーミングアップとクーリングダウン （原理原則について）① 

第４回       ウォーミングアップとクーリングダウン（実践）② 

第５回       卓球の基本（ルール・ラケットの種類・握り方・打ち方）と感覚練習（その

場球打ち・自由球打ち） 

第６回       フォアハンドテクニック①（ドライブ） 

第７回       フォアハンドテクニック②（ブロック） 

第８回       フォアハンドテクニック③（スマッシュ） 

第９回       バックハンドテクニック①（ドライブ） 

第 10回       バックハンドテクニック②（ブロック） 

第 11回       バックハンドテクニック③（スマッシュ） 

第 12回       サービス 

第 13回       ダブルスのルールとゲームの審判 

第 14回       ゲーム（シングルス） 

第 15回       ゲーム（ダブルス） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

 この授業では生涯スポーツとして卓球を取り上げ、グループで協力して互いに教え合いな

がら学修を進めます。 

（目的） 

 ・健康や運動への認識を深め、生涯にわたりスポーツを楽しめる技術や体力を身につける。 

 ・種目の特性や戦術を理解して基本的な指導ができる能力を身につける。 

 ・グループワークを通して、現代社会の多様な問題に対処するために必要とされるライフ

スキルを獲得する。 

 ・第３，４回目は齋藤が担当する。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 授業中に適宜指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性（40％）、実技課題の達成度（30％）、レポート（30％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 履修に関しては、教職課程の履修者、健康運動実践指導者の取得希望者を優先します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す  

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

本科目は教職課程（福祉）の必修科目、健康運動実践指導者の養成科目です。実技科目です

ので授業への積極的な参加を望みます。履修人数の都合上、生涯スポーツⅠ②と調整を図る

ことがあります。 



準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生涯スポーツⅠ② 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 健康や運動、体力について知り、スポーツを一生涯楽しもう。 

授業計画 

第１回       全体ガイダンス 

第２回       体力測定 

第３回       ウォーミングアップとクーリングダウン① （原理原則） 

第４回       ウォーミングアップとクーリングダウン② （実践） 

第５回       卓球の基本（ルール・ラケットの種類・握り方・打ち方）と感覚練習（その

場球打ち・自由球打ち） 

第６回       フォアハンドテクニック①（ドライブ） 

第７回       フォアハンドテクニック②（ブロック） 

第８回       フォアハンドテクニック③（スマッシュ） 

第９回       バックハンドテクニック①（ドライブ） 

第 10回       バックハンドテクニック②（ブロック） 

第 11回       バックハンドテクニック③（スマッシュ） 

第 12回       サービス 

第 13回       ダブルスのルールとゲームの審判 

第 14回       ゲーム（シングルス） 

第 15回       ゲーム（ダブルス） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

 この授業では生涯スポーツとして卓球を取り上げ、グループで協力して互いに教え合いな

がら学修を進めます。 

（目的） 

 ・健康や運動への認識を深め、生涯にわたりスポーツを楽しめる技術や体力を身につける。 

 ・種目の特性や戦術を理解して基本的な指導ができる能力を身につける。 

 ・グループワークを通して、現代社会の多様な問題に対処するために必要とされるライフ

スキルを獲得する。 

 ・第３，４回目は齋藤が担当する。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 授業中に適宜指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性（40％）、実技課題の達成度（30％）、レポート（30％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 履修に関しては、教職課程の履修者、健康運動実践指導者の取得希望者を優先します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す  

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

本科目は教職課程（福祉）の必修科目、健康運動実践指導者の養成科目です。実技科目です

ので授業への積極的な参加を望みます。履修人数の都合上、生涯スポーツⅠ①と調整を図る

ことがあります。 



準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生涯スポーツⅡ① 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 健康や運動、体力について知り、スポーツを一生涯楽しもう。 

授業計画 

第１回       全体ガイダンス 

第２回       ウォーキング① 基本的な歩き方と安全に関する留意点 

第３回       ウォーキング② 様々な速度でのウォーキングとその際の心拍数 

第４回       ジョギング① ジョギングの特徴の理解と指導上の留意点 

第５回       ジョギング② 様々な速度でのジョギングと心拍数・エネルギー消費量 

第６回       フライングディスクガイダンス 

第７回       フライングディスクの基本（ディスクの種類・握り方・投げ方） 

第８回       ディスクドッヂ 

第９回       ゴールドッヂ①（ゲームのルールと審判） 

第 10回       ゴールドッヂ②（ゲーム） 

第 11回       アルティメット①（ゲームのルールと審判） 

第 12回       アルティメット②（ソフトディスクを用いたゲーム） 

第 13回       アルティメット③（ハードディスクを用いたゲーム） 

第 14回       ガッツのルールとゲーム 

第 15回       フライングディスク競技のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

 この授業ではウォーキング、ジョギング、フライングディスクを取り上げ、グループで協

力して互いに教え合いながら学修を進めます。 

（目的） 

 ・健康や運動への認識を深め、生涯にわたりスポーツを楽しめる技術や体力を身につける。 

 ・種目の特性や戦術を理解して基本的な指導ができる能力を身につける。 

 ・グループワークを通して、現代社会の多様な問題に対処するために必要とされるライフ

スキルを獲得する。 

 ・第２～５回目は齋藤が担当する。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 授業中に適宜指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性（40％）、実技課題の達成度（30％）、レポート（30％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 履修に関しては、教職課程の履修者、健康運動実践指導者の取得希望者を優先します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す  

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

本科目は教職課程（福祉）の必修科目、健康運動実践指導者の養成科目です。実技科目です

ので授業への積極的な参加を望みます。履修人数の都合上、生涯スポーツⅡ②と調整を図る

ことがあります。 

準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生涯スポーツⅡ② 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 健康や運動、体力について知り、スポーツを一生涯楽しもう。 

授業計画 

第１回       全体ガイダンス 

第２回       ウォーキング① 基本的な歩き方と安全に関する留意点 

第３回       ウォーキング② 様々な速度でのウォーキングとその際の心拍数 

第４回       ジョギング① ジョギングの特徴の理解と指導上の留意点 

第５回       ジョギング②  様々な速度でのジョギングと心拍数・エネルギー消費量 

第６回       球技スポーツガイダンス 

第７回       テニス①（基本技術とルール） 

第８回       テニス②（サービス） 

第９回       テニス③（ラリー） 

第 10回       テニス④（ゲーム） 

第 11回       卓球①（基本技術とルール） 

第 12回       卓球②（サービス） 

第 13回       卓球③（ラリー） 

第 14回       卓球④（ゲーム） 

第 15回       球技スポーツまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

 この授業ではウォーキング、ジョギング、および生涯スポーツに適した球技を取り上げ、

グループで協力して互いに教え合いながら学修を進めます。 

（目的） 

 ・健康や運動への認識を深め、生涯にわたりスポーツを楽しめる技術や体力を身につける。 

 ・種目の特性や戦術を理解して基本的な指導ができる能力を身につける。 

 ・グループワークを通して、現代社会の多様な問題に対処するために必要とされるライフ

スキルを獲得する。 

 ・第２～５回目は齋藤が担当する。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 授業中に適宜指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性（40％）、実技課題の達成度（30％）、レポート（30％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 履修に関しては、教職課程の履修者、健康運動実践指導者の取得希望者を優先します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す 

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

本科目は教職課程（福祉）の必修科目、健康運動実践指導者の養成科目です。実技科目です

ので授業への積極的な参加を望みます。履修人数の都合上、生涯スポーツⅡ①と調整を図る

ことがあります。 

準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： レクリエーション概論 

開講期間： 前期 配当年： 2(2018 は 1) 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田井中 正志 

テーマ 福祉・保育現場でのレクリエーション活動の必要性と在り方 

授業計画 

第１回       レクリエーション基礎理論① ガイダンス 

第 2回        レクリエーション基礎理論② 

             レクリエーションとは何か 

第 3回        レクリエーション基礎理論③ 

             レクリエーション運動の歴史とその背景 

第 4回        レクリエーション基礎理論④ 

             レクリエーション運動を支える制度 

第 5回        レクリエーション基礎理論⑤ 

             レクリエーション・インストラクターの役割 

第 6回        レクリエーション支援論① 

             ライフスタイルとレクリエーション 

第 7回        レクリエーション支援論② 

             家族とレクリエーション 

第 8回        レクリエーション支援論③ 

             超高齢社会の課題とレクリエーション 

第 9回        レクリエーション支援論④ 

             超高齢社会・少子化の課題とレクリエーション 

第１0回      レクリエーション支援論⑤ 

             少子化の課題とレクリエーション 

第１1回      レクリエーション支援論⑥ 

             地域とレクリエーション 

第１2回      レクリエーション事業論① 

             レクリエーション事業とは 

第１3回      レクリエーション事業論② 

             レクリエーション事業の展開法 

第１4回      レクリエーション事業論③ 

             事業計画 

第１5回      レクリエーション事業論④ 

             レクリエーション活動の安全管理 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

レクリエーションは、健康づくりや高齢者・障害者福祉、保育・子育て支援、教育、地域づ

くり、環境教育など、幅広い領域で用いられている。そして、介護福祉士、スポーツ指導者、

保育士など、そこに関わる人々がレクリエーションの学習に取り組んでいる。本科目では、

（公財）日本レクリエーション協会の公認資格レクリエーション・インストラクター養成カ

リキュラムに基づき、レクリエーション支援の概要を理解し、福祉・保育の現場で支援する

活動・事業のあり方について学ぶ。 

本科目は「レクリエーション・インストラクター」の資格取得のための、必修科目となって

いる。（本校は日本レクリエーション協会より課程認定校として認定） 



テキスト 

テキスト名：レクリエーション支援の基礎 

ISBN：978-4-931180-81-9 

出版社：日本レクリエーション協会 

著者名：日本レクリエーション協会 

価格（税抜）：2,000 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験 

講義内容の理解度を把握するために「授業レポート」 

授業態度 

質問・相談の受付方法 授業の中で受け付ける。（「授業レポート」でも可） 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 授業の中での積極的な質問歓迎します。 

準備学習について 事前に教科書熟読しておくこと。 



 

講義科目名称： レクリエーション・ワーク 

開講期間： 後期 配当年： 3(2018 は 1) 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 田井中 正志 

テーマ 福祉・保育の現場でのレクリエーション・ワークの展開法 

授業計画 

第１回       コミュニケーション・ワーク（アイスブレーキング） 

第２回       コミュニケーション・ワーク（子育て支援） 

第３回       コミュニケーション・ワーク（介護予防Ⅱ） 

第４回       コミュニケーション・ワーク（集団の支援） 

第５回       グループワーク・トレーニング 

第６回       スポーツ・レクリエーション（ラダーゲッター） 

第７回       スポーツ・レクリエーション（ペタンク） 

第８回       スポーツ・レクリエーション（クッブ） 

第９回       用具を使ったコミュニケーション・ワークの展開法（タオルを使って） 

第 10回       用具を使ったコミュニケーション・ワークの展開法（ボールを使って） 

第 11回       用具を使ったコミュニケーション・ワークの展開法（新聞紙を使って） 

第 12回       用具を使ったコミュニケーション・ワークの展開法（ペットボトルを使って） 

第 13回       ものづくりの楽しさ（牛乳パック） 

第 14回       ホスピタリティ・トレーニング（レクリエーション活動におけるホスピタリ

ティとは） 

第 15回       ホスピタリティ・トレーニング（ホスピタリティの示し方） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

特に、福祉・保育の現場ではレクリエーション活動の必要性は言うまでもありません。 

この授業は、レクリエーションの楽しさを実際体験し、学ぶ授業です。実習を中心とした授

業で、レクリエーション支援の在り方・技法等レクリエーション・ワークの技術を身につけ

ていきます。 

本科目は「レクリエーション・インストラクター」資格取得のための、必修科目となってい

ます。 

テキスト 

テキスト名：レクリエーション支援の基礎 

ISBN：978-4-931180-81-9 

出版社：日本レクリエーション協会 

著者名：日本レクリエーション協会 

価格（税抜）：2,000 円 

参考文献 授業中適宜紹介していきます 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験及びレポートで評価 

質問・相談の受付方法 授業中気軽に質問・ご相談ください 

履修条件 特に設定しない 

特別学生の履修可否 特に設定しない 

メッセージ 

レクリエーション＝遊び！・・・とは一言で決めてしまうのは少し危険です！ 

レクリエーション活動は、特に福祉・保育の現場では、楽しさ・生きる力・生きる喜びも感

じ取ってもらうことも大切です。 

準備学習について 特になし 



 

講義科目名称： レクリエーション実習 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ レクリエーションの意義を理解する。 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       レクリエーションについてグループワーク 

第３回       ネイチャーゲーム① 

              (ネイチャーゲーム理論、初めましてカード、コウモリとガ、まとめ) 

第４回       ネイチャーゲーム② 

              (フィールドビンゴ、音いくつ、居眠りおじさん、まとめ) 

第５回       ネイチャーゲーム③ 

              (木の鼓動、カメラゲーム、私の木の事前演習) 

第６回       ネイチャーゲーム④ 

              (動物交差点、私の木、ミクロハイク) 

第７回       ネイチャーゲーム⑤ 

              (木の葉カルタとり、サウンドマップ、フォールドポエム） 

第８回       ボードゲーム 

第９回       楽しみながらコミュニケーション能力を鍛えるゲーム 

第 10回       ニュースポーツ（運動遊び） 

第 11回       ニュースポーツ（ペタボード、ユニカーリング） 

第 12回       ニュースポーツ（インディアカ、ソフトバレーボール） 

第 13回       学生によるレクリエーション① 

第 14回       学生によるレクリエーション② 

第 15回       まとめ これまでのレクリエーション活動の振り返り 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

レクリエーションとは、多くの場合、仕事や、勉学の疲れを癒すための休養や娯楽という意

味で使われている。しかし、レクリエーションをよりよい遊びと捉えると、娯楽や休養とい

うことだけでなく、生きがい、生活の質と大きく関わってくる。我々が、大きな達成感や満

足感が得られる経験とはどのようなものなのか、考え、実践していくなかで、自分にとって

のレクリエーションを見つけてもらいたい。授業では、前半は自然体験プログラムであるネ

イチャーゲームを、後半は、カルチャー、スポーツレクリエーションを行う。さらに、グル

ープを作ってもらい、グループごとにレクリエーションを企画・運営してもらう予定である。 

（到達目標） 

多様なレクリエーションアクティビティについて理解を深め、積極的に実践する態度を身に

つける。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度とレポート （単位取得に当たってレポート提出は必須）  

授業態度：レポート＝８０：２０ 

レポートは希望者には評価後にお返しします。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305 研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jp までメールを送ってくださ

い。 



履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。 

準備学習について 

事前に授業に行うレクリエーションアクティビティの資料を渡しますので、

https://manabi.suw.ac.jp/aa_web/syllabus/image/btn/btn_big_input_ok3.gifを事前に

確認してください。 



 

講義科目名称： 統計学の基礎 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 統計的なものの考え方や統計手法の基礎を学ぶ 

授業計画 

第１回       統計学の考え方 

第２回       統計学の分析概念 

第３回       標本分布の特性値 

第４回       確率と確率分布 

第５回       二項分布とポアソン分布 

第６回       一様分布と正規分布 

第７回       標準正規分布 

第８回       統計的有意性 ― 信頼係数・有意水準 

第９回       標本平均の分布と母平均の推定 

第 10回       ｔ分布と母平均の推定 

第 11回       分布と母標準偏差の推定 

第 12回       仮説検定 

第 13回       相関分布 

第 14回       回帰分析 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）統計学の初心者を対象として、統計的なものの考え方とその手法を解説する。 

（到達目標）統計学に関する体系的な知識を習得する。 

（特記事項）毎回の講義において、理解を深めるための演習問題を行い、小レポートとして

提出する。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与方

針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：はじめての統計学 

ISBN：978-4532130749 

出版社：日本経済新聞社 

著者名：鳥居泰彦 

価格（税抜）：2,233 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業中に実施する課題と学期末のレポートで評価します。（配点 ５０：５０） 

授業で実施・回収したレポート課題は、次の回の授業内で総評と解説を行います。学期末の

レポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行います。 

質問・相談の受付方法 
毎回提出する出席用紙に質問欄を設けますので、そこで記入してください。その他、オフィ

スアワー（後日掲示）を積極的に利用してください。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 身近なデータを数学的に捉え、数値から見えてくる世界を楽しみましょう。 



準備学習について 
毎回の授業で課す課題と授業の復習を行い（2時間）、内容を理解して次回の授業に臨むこ

と。 



 

講義科目名称： 自然科学の基礎 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 宇宙・物質・生命 

授業計画 

第１回       目で見る世界 

第２回       ものを見るということ、電磁波 

第３回       時間と空間の広がり 

第４回       小さな物質の世界 

第５回       宇宙像の変遷① 

             中世までの宇宙像について学ぶ 

第６回       宇宙像の変遷② 

             近代から現代の宇宙像について学ぶ 

第７回       宇宙の誕生と進化① 

             ハッブルの法則からビッグバン宇宙論へ 

第８回       宇宙の誕生と進化② 

             物質の誕生から星・銀河の誕生 

第９回       星の一生 

第 10回       地球の誕生と進化 

第 11回       地球の環境① 

             水の惑星・地球 

第 12回       地球の環境② 

             温暖化と地球の気温 

第 13回       物質と生命 

第 14回       自然理解へのアプローチ 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）宇宙や地球の成り立ち、宇宙における生命、また身の回りの自然と環境について自

然科学の観点から学ぶ。また、自然科学の歴史を通じて私たちがこれまで自然をどのように

認識してきたのかを学び、自然科学がどのような学問であるのかを知る。 

（到達目標）社会の一員として自然・環境と調和して生きていくための基礎となる知識を身

につける。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト テキストは指定しません。 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業中に実施する課題と学期末のレポートで評価します。（配点 ４０：６０） 

授業で実施・回収したレポート課題は、次の回の授業内で総評と解説を行います。学期末の

レポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行います。 

質問・相談の受付方法 

出席用紙に質問欄を設けるので、記入してください。質問事項に関しては次回の授業で解

説・補足します。 

その他、オフィスアワー（後日掲示）もご利用ください。 

履修条件 特に設けません。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 自然の不思議さ、面白さ、美しさを楽しみましょう。 

準備学習について 
毎回の授業で課す課題と授業の復習を行い（2時間）、内容を理解して次回の授業に臨むこ

と。 



 

講義科目名称： 生命と倫理 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山下 秀智 

テーマ 現代における生と死 

授業計画 

第１回       生命倫理の展開 

第２回       インフォームド・コンセント 

第３回       遺伝子解読 

第４回       西洋医学の伝統 

第５回       死の隠蔽・タブー化 

第６回       中絶と出生前診断 

第７回       生殖技術 

第８回       脳死と臓器移植 

第９回       安楽死・尊厳死 

第 10回       エイズ・薬害 

第 11回       高齢化社会 

第 12回       パーソン論 

第 13回       仏教の生命観 

第 14回       キリスト教の生命観 

第 15回       生命の諸次元 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

21世紀は生命科学の時代といわれる。生命の自然な誕生と自然な死のあり方の中に、生命操

作技術が大きく介入し始めている。それと共に新たな倫理的諸問題が生起してきた。この講

義では、いわゆる生命倫理の基本テーマをスライドやビデオを使いながら、分かりやすく学

んでいきたい。この科目の履修を通じて、社会福祉学部、子ども学部の教育目的を達成する

ことができる。 

テキスト 

テキスト名：テーマで読み解く生命倫理 

ISBN：９７８-４-３１６-８０４３１-６ 

出版社：教育出版株式会社 

著者名：生命倫理教育研究協議会 

価格（税抜）：1,200 円 

参考文献 
今井道夫・香川智晶編『バイオエシックス入門』(東信堂)2001 年 

その他多数あるので、講義の初回に詳しく紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への参加状況(レスポンスカードの記入内容)、学期末のレポートで評価する。評価につ

いては、成績問い合わせ制度があるので、個別にフィードバックする。 

質問・相談の受付方法 レスポンスカードに積極的に記入してほしい。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 現代における死生観確立のために、共に学びましょう！ 

準備学習について 次回テーマについて、テキスト、Webなどによって基礎知識を習得しておくこと。３０分。 



 

講義科目名称： 障害者福祉論 

開講期間： 前期 配当年： １年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 障がい者の実態とそれを支える福祉的支援の理念、歴史、制度、実際を学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、日本における障がい者の実態 

第２回       わが国の法律における「障がい」「障がい者」の定義 

第３回       「ノーマライゼーション」という考え方と「リハビリテーション」 

第４回       「自立(自律)」の概念 

第５回       「ICF(国際生活機能分類)」における「障がい」の捉え方 

第６回       障がい者福祉施策の変遷 ① (第二次世界大戦後) 

第７回       障がい者福祉施策の変遷 ② (高度経済成長期) 

第８回       障がい者福祉施策の変遷 ③ (社会福祉基礎構造改革以降) 

第９回       障がい者を取り巻く社会情勢の変化 (「障害者総合支援法」の概要など) 

第 10回       「障がい者の権利に関する条約」と人権に関する思想 

第 11回       障がい者福祉の関連施策 ① (教育、バリアフリー法) 

第 12回       障がい者福祉の関連施策 ② (雇用、年金) 

第 13回       障がいを持っている人たちの現状 ① (高次能機能障がい) 

第 14回       障がいを持っている人たちの現状 ② (知的障がい) 

第 15回       障がいを持っている人たちの現状 ③ (筋萎縮性側索硬化症〔ALS〕) 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)障がいを持っている人たちが社会の中でどのように扱われてきたかを学び、体験して

きた大変さの実態を学ぶ。また、障がいを持っている人たちに関する人権思想や制度、援助

の実際を学ぶ。 

(到達目標)障がいを持っている人たちの実態を理解し、障害者福祉に関する基礎的な知識を

習得することができる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方

針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる 

テキスト 

テキスト名：『よくわかる障害者福祉 第 6版』 

ISBN:978-4-623-07644-4 

出版社名:ミネルヴァ書房 

著者名：小澤 温・編 

価格(税抜):2,200円 

参考文献 障がいを持っている人たちに関する文献などは、講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：レポート等提出物=80：20 

学期末試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じ

て行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】  

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 
「『障がい』とは何か」ということについて考え、障がいを持っている人たちが切り拓いて

きた歴史を知ることによって、いままで見慣れた景色が違ったものに見えてくると思います 



準備学習について 授業終了時に指示した復習(1時間)と予習(1時間)を行う 



 

講義科目名称： 簿記会計の基礎 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 会計システムと帳簿記入を楽しく学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       簿記の基礎 

第３回       仕訳編（商品売買） 

第４回       仕訳編（現金、当座預金） 

第５回       仕訳編（小口現金、手形） 

第６回       仕訳編（貸付金、借入金） 

第７回       仕訳編（有価証券、債権債務） 

第８回       仕訳編（消耗品、引当金） 

第９回       仕訳編（固定資産と減価償却） 

第 10回       仕訳編（租税公課と資本金） 

第 11回       帳簿編（帳簿記入） 

第 12回       演習（試算表） 

第 13回       演習（精算表） 

第 14回       演習（財務諸表） 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

今日の経済活動においては、企業がどれほどの利益を獲得しているか、または現在どのよう

な資産を持っているのか、といった経営情報を利害関係者に公開することが求められてい

る。これらの情報は法律に則った会計ルールに従って、反復的継続的に帳簿に記帳され、定

期的に決算書として外部に報告される。これら記帳や決算書の作成を簿記会計と呼んでい

る。 

さて本講義は、複式簿記の基礎的な学力を身に付けることを目的として、演習を取り入れな

がら簿記会計の基礎を学んでいく。本年度は、複式簿記の全体構造から具体的な仕訳まで、

最もわかりやすく技術を身につける授業を目標とする。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 

テキスト名：『スッキリわかる日商簿記 3級』第 9版   

ISBN：9784813274889   

出版社：TAC出版   

著者名：滝澤ななみ   

価格（税抜）：1,000 円 

参考文献 金児 昭 編著 『会計がよくわかる講座』かんき出版 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】   

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。日本商工会議所の簿記検定（3級、2級）を目指す学生に

は、特別講義を用意します。 

準備学習について 
授業の復習として、練習問題をこなすことで実力が身に付きます。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 会計学の基礎 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 決算書を使った経営分析の技術を楽しく学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       経営分析 

第３回       財務諸表の基礎知識 

第４回       収益性分析 

第５回       効率性分析 

第６回       安全性分析 

第７回       損益分岐点分析 

第８回       生産性分析 

第９回       成長性分析 

第 10回       キャッシュフロー分析 

第 11回       社会福祉法人会計 

第 12回       競合事業体の比較分析（企業） 

第 13回       競合事業体の比較分析（施設） 

第 14回       競合事業体の比較分析（病院） 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

企業は、毎期財務諸表を作成し、利害関係者に公表する。利害関係者はこの財務諸表を分析

して、当該企業を評価する。この分析法を経営分析と呼んでいる。 

さて本講義は、財務諸表の数字をもとにした経営分析法を身に付け、企業経営の評価方法を

学ぶ。さらに社会福祉法人等、非営利法人の会計法についてその特徴を学び、経営分析を行

う。本年度は、演習を交えながら経営分析の基礎理論を最もわかりやすく伝授する授業を目

標とする。 

よって本授業の履修後は、公開されている財務諸表（貸借対照表や損益計算書など）を分析

し、福祉施設や病院経営、一般企業経営に関して、客観的な経営分析能力を身につけること

が出来る。  

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 

テキスト名：『Yahoo!ファイナンスで速攻決算書分析』 

ISBN-10: 4502122416 

ISBN-13: 978-4502122415 

出版社： 中央経済社 (2014/10/18) 

価格：1,836 円 

著 者：  坂本 剛 

参考文献 永野良佑 著 『わかる！つかえる！経営分析の基本』PHP研究所 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 



履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】   

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
必要に応じて適宜、学習課題を提示します。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 経営管理の基礎 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 経営のテクニックを楽しく学ぶ（マーケティング戦略論） 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       プロダクト 

第３回       プレイス 

第４回       プロモーション 

第５回       プライス 

第６回       マーケティング・ミックス 

第７回       セグメンテーション 

第８回       ターゲッティング 

第９回       製品ライフサイクル 

第 10回       市場地位のマーケティング 

第 11回       業界構造分析 

第 12回       全体戦略 

第 13回       事業とドメイン 

第 14回       事例 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

経営は、リスクに対し果敢にチャレンジすることが必要である。企業家の知恵と知恵が競争

のなかでぶつかり合い、消費者のニーズ(欲求)に応えるために臨機応変に対応することで、

結果として世の中がよくなっていくのが自由競争の本質である。それでは企業はどのような

視点で競争力を高めたらよいのだろうか。本授業では、企業組織全体が一体となって行う企

業間競争技法を体系的に捉えたマーケティング戦略論を中心に、その戦略立案プロセスと各

論の理解に努める。また、現在取り組まれている様々な企業戦略の事例を取り上げ、企業家

の視点で経営学を論理的且つ実践的に解説する。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 

テキスト名：『わかりやすいマーケティング戦略』 

ISBN：978-4641123557 

出版社：有斐閣アルマ 

著者名：沼上 幹 

価格（税抜）：1,995 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 

授業の復習は、普段の生活の中で、マーケティング理論の活用事例を発見するよう努力しま

しょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 経営管理の応用 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 社会のシステムを楽しく学ぶ（流通論） 

授業計画 

第１回       ガイダンス、商業の発生 

第２回       流通の機能 

第３回       流通の歴史 

第４回       流通機構 

第５回       流通革新のはじまり 

第６回       革新的小売業 

第７回       商業集積 

第８回       ケーススタディ 

第９回       卸売構造 

第 10回       卸売再編成 

第 11回       流通経営 

第 12回       物流の構造 

第 13回       物流管理とロジスティクス 

第 14回       流通の社会適合 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

本授業では、金銭との交換によって得る財、サービス全ての行為に対する経営体を構造的に

明らかにする流通論を教授する。流通は、生産と消費の間の経済的隔離を除去、調整するこ

とによって、豊かで質の高い消費生活を支える役割を果たし、生産者から消費者へ財または

サービスが移転（社会的・経済的）する社会的構造体全般が研究対象である。従って、製造

業、卸売業、小売業、物流業、サービス業をはじめ、病院、行政など社会的機関まで含めた

しくみを解き明かす。本授業は学術的理論と並行しながらケーススタディを数多く取り入

れ、現代社会の実態を捉えていく。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 第 1回目の授業で紹介する。 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】   

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
普段の生活の中で、流通理論の応用事例を発見しましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 経営学総論 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ ビデオを見ながら実践的な経営学を楽しく学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス、経営学とは 

第２回       日本型経営とその問題 

第３回       ビデオ（PB商品とデフレ経済） 

第４回       流通主導の変化と業態 

第５回       チェーンオペレーション 

第６回       ビデオ（コンビニエンスストア） 

第７回       プロダクトライフサイクル 

第８回       ドミナント戦略と物流 

第９回       ビデオ（急成長カクヤス） 

第 10回       ビデオ（SPAユニクロ） 

第 11回       福祉施設経営事例 

第 12回       病院施設経営事例 

第 13回       保育施設経営事例 

第 14回       民間企業経営事例 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

本授業では、経営学を体系的に学ぶと共に、ビデオによる事例を見ながら、生きた経営学を

実例で学ぶことを目的としている。 

将来学生の皆さんは、組織のリーダーとして活躍することが期待されている。リーダーとし

て学ぶべき経営理論を分かりやすく教授し、さらに事例研究通じて問題解決能力を養う。事

例研究とは、民間企業はもとより、福祉施設、病院施設、保育施設から代表的な事例を選択

し、経営方法の共通点や業界独自の特殊性などを解説する。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト テキストは使用しません。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】   

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 



準備学習について 
普段の生活の中で、経営学の応用事例を見つけましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 教養講読Ａ（小田部） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 
絵本で学ぶ世界の歴史 その１「今の私たちの文化を作った人びとに会おう」 

各分野で活躍した偉人たちの生涯をふりかえり、その偉業の意味を考えよう。 

授業計画 

15回の講義のテーマは以下の通り（適宜、変更や移動がある場合もあるかもしれません）。

出典は a ＝講談社『はじめての伝記』、b＝ナツメ社『たいせつな伝記』。数字はテキスト

の枚数です。 

第１回       はじめに 偉人認識度チェック アルキメデス a2 

              現代の物理学の原点となったアルキメデスについて学びます。 

第２回       ノーベル a6  

              ノーベル賞のノーベルの生涯について学び、ノーベル賞を設置した背景 

             などを考えます。 

第３回       フランクリン a2 ＋ レントゲン a2  ＋フレミング a2 

              現代の科学や医療の原点となった、フランクリン、レントゲン、フレミ 

             ングについて学びます。 

第４回       ファーブル a8 

              昆虫記で有名なファーブルついて学びます。 

第５回       ハワード・カーターb8 

              ツタンカーメンを発掘したカーターについて学びます。 

第６回       ダビンチ a6 

              現代の科学や芸術の原点でもあるダビンチについて学びます。 

第７回       ピカソ a6  

              現代絵画の巨匠であるピカソについて学びます。 

第８回       ナイチンゲール a8  

              近代看護法を確立したナイチンゲールについて学びます。 

第９回       シュバイツァー a6 

              黒人医療について生涯を捧げたシュバイツァーについて学びます。 

第 10回       エジソン b6  

              現代文明の基礎を築いたエジソンについて学びます。 

第 11回       ヘレン・ケラーa8   

              三重苦を克服し、現代の福祉に大きな貢献をしたヘレン・ケラーについ 

             て学びます。 

第 12回       アン・サリバン b6  

              ヘレンケラーを支えたアン・サリバンについて学びます。 

第 13回       チャップリン b3 ＋ ベル b3 

              ヘレン・ケラーやアン・サリバンを支えたチャップリンやベルについて 

             学びます。 

第 14回       マザー・テレサ a8 

              インドで福祉活動に生涯を捧げたマザー・テレサについて学びます。 



第 15回       ガンジー 

              インド独立を非暴力で実現したガンジーについて学びます。 

第 16回       試験 

             半期で学んだ人々について筆記試験をします。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

今の現代社会を形づくるのに大きな貢献をした人びとについて学びなおしませんか。これか

ら接していくであろう人たち、たとえばあなたの家族、仲間たちに、今の私たちの文化が、

どんな人びとのどんな努力によって築かれてきたのか、少しでも話せるようにしてみましょ

う。 

テキスト 毎回、プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 
出典は a ＝講談社『はじめての伝記』、b＝ナツメ社『たいせつな伝記』。そのほか、チャ

イルド本社『伝記ものがたり 101話』や、各伝記類を参照し、講義にて適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。満点はそれぞれ 1点と 3点で、1点×14＝

14点と 3点×15＝45 点で合計 59点になります。残りの 41点は試験です。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ テキスト原本はカラーですが、モノクロ印刷になるのでご了承ください。 

準備学習について 毎時間のはじめに前回の復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 教養講読Ａ（向山） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 村上春樹と出会う 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       輪読＋ディスカッション① 

               

 

第３回       輪読＋ディスカッション② 

第４回       輪読＋ディスカッション③ 

第５回       輪読＋ディスカッション④ 

第６回       輪読＋ディスカッション⑤ 

第７回       輪読＋ディスカッション⑥ 

第８回       輪読＋ディスカッション⑦ 

第９回       輪読＋ディスカッション⑧ 

第 10回       輪読＋ディスカッション⑨ 

第 11回       輪読＋ディスカッション⑩ 

第 12回       輪読＋ディスカッション⑪ 

第 13回       輪読＋ディスカッション⑫ 

第 14回       輪読＋ディスカッション⑬ 

第 15回       輪読＋ディスカッション⑭ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

村上春樹の作品は、たぶん、日本文学という枠組みからはみ出してしまっている。日本では

ない国で、むしろ、熱心に読まれているように思える。 

そんな村上作品と、まずは出会ってみよう。最新自選短編集の短い作品（10ページ程度の長

さ）からはじめ、より長い作品へと読み進んでいく。 

村上作品は「不思議な」作品が多い。その「不思議さ」とうまくつきあえるコツを身につけ

ることを目標とする。課題を発見し、解決する知識・技術を身につけることができる。 

 

テキスト 初回の授業で提示します。 

参考文献 特になし。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート１００％で評価。毎回小レポートを書いてもらい、次の授業にコメントをつけて返

却する。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを積極的に利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 村上春樹の世界へようこそ！ 

準備学習について 
該当作品をあらかじめよんで感想を考えておいてください。予習に４５分以上、復習・振り

返りに２０分以上。 



 

講義科目名称： 教養講読Ａ（岩本） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 楽しく業界を研究する 

授業計画 

第１回       ガイダンスとディスカッション 

第２回       文献研究の進め方 

第３回       研究主題（テーマ）の検討① 

第４回       研究主題（テーマ）の検討② 

第５回       業界研究① 

第６回       業界研究② 

第７回       業界研究の発表と検討 

第８回       経営課題の研究① 

第９回       経営課題の研究② 

第 10回       経営課題の研究③ 

第 11回       経営課題研究の発表と検討① 

第 12回       経営課題研究の発表と検討② 

第 13回       経営課題研究の発表と検討③ 

第 14回       プレゼンテーション 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

これから社会人になるにあたって、学生が興味を持つ業界や企業経営を分析する能力を身に

つけます。そのためにその業界または企業について、①業界構造、②直面する課題、③将来

の業界動向、④求められる経営方針といった道筋で、インターネットや文献研究を通じて研

究レポートを作成します。 

今まで例を挙げると、「日本の農業を考える」「焼津の商店街研究」「マイナーなボードゲ

ーム業界」「ディズニーランドの経営」など、学生は自由に研究テーマを設定しています。 

なお本授業の特徴は、常に教員や他の学生との討論を通じて、研究方法、レポート作成方法、

プレゼンテーション方法の能力を高めていきます。そのほか学生一人ひとりの考え方を尊重

し、自由度を高めながら能動的な演習活動につなげていきます。 

難解な授業は行わず、分かりやすく面白い授業になることを大切にしています。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 1回目の授業で指示する。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（2回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のアド

レスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい。 

履修条件 特に設けない 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
自分の興味をもつ分野を掘り下げて学びましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 教養講読Ｂ（小田部） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 

絵本で学ぶ世界の歴史 その２ 「一時代前の世界を旅する」 

週に一度タイムスリップして、一時代前の世界を旅してみませんか？『ガリレオ』『コロン

ブス』『ダーウィン』などの人生と時代を絵本で旅しながら、そこに生きた人びとの心や美

意識を学んでみよう。そして、時代の限界性のなかで真実を知ろうとする勇気と、新しい時

代を築いていこうとする力を感じてみよう。 

授業計画 

15回の講義のテーマは以下の通りです。それぞれの人物の生涯と時代を学びます。 

第１回       ジョン万次郎、小泉八雲 

              幕末に遭難してアメリカで育ったジョン万次郎と、明治に日本文化を世 

             界に紹介した小泉八雲について学びます。 

第２回       ガリレオ・ガリレイ 

              地動説を唱えたガリレオについて学びます。 

第３回       マルコ・ポーロ 

              ヨーロッパに日本を「黄金の国」と紹介したマルコ・ポーロについて学 

             びます。 

第４回       コロンブス 

              アメリカ大陸を「発見」したコロンブスについて学びます。 

第５回       マゼラン 

              世界一周をなしとげたマゼランについて学びます。 

第６回       ダーウィン 

              進化論を発表したダーウィンについて学びます。 

第７回       シュリーマン 

              トロイ遺跡を発掘したシュリーマンについて学びます。 

第８回       スチーブンソン 

              機関車の実用化に貢献したスチーブンソンについて学びます。 

第９回       豊田佐吉、フォード 

              自動車の実用化に貢献した豊田佐吉とフォードについて学びます。 

第 10回       本田宗一郎 

              モーターエンジンの発展に貢献した本田宗一郎について学びます。 

第 11回       ライト兄弟 

              飛行機の実用化に貢献したライト兄弟について学びます。 

第 12回       アンネ・フランク 

              ナチス・ドイツの迫害を受けた少女アンネ・フランクについて学びます。 

第 13回       杉原千畝 

              ナチス・ドイツの迫害からユダヤ人を救済した日本人外交官・杉原千畝 

             について学びます。 

第 14回       手塚治虫 

              戦争体験から戦後に夢を育てた漫画家・手塚治虫について学びます。 



第 15回       オードリー・ヘプバーン 

              戦争体験から戦後に夢を育てた女優・オードリー・ヘプバーンについて 

             学びます。 

第 16回       試験 

             半期で学んだ人々について筆記試験をします。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

人は常に時代の限界性のなかで生きています。ときにその限界性によって、真理がねじまげ

られたりすることもあります。真理とは、ある意味、時代を越えて存在するものですが、時

代の限界性のなかで、その価値がみいだされないで終わることもありますし、価値を認めて

もらうために多大な努力をしなければならないこともあります。そうした人間の「悲しくも

愚かな」営みを、ガリレオ、コロンブス、ダーウィンをはじめとする多くの偉人の生涯から

考えてみましょう。 

テキスト 毎回、プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 適宜、紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。それぞれ満点は 1点と 3点で、1点×14＝

14点と 3点×15＝45 点で合計 59点となります。残りの 41点は試験です。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ テキスト原本はカラーですが、モノクロ印刷になるのでご了承ください。 

準備学習について 毎時間のはじめに復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 教養講読Ｂ（向山） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 村上春樹とからむ 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       輪読＋ディスカッション① 

              

 

第３回       輪読＋ディスカッション② 

第４回       輪読＋ディスカッション③ 

第５回       輪読＋ディスカッション④ 

第６回       輪読＋ディスカッション⑤ 

第７回       輪読＋ディスカッション⑥ 

第８回       輪読＋ディスカッション⑦ 

第９回       輪読＋ディスカッション⑧ 

第 10回       輪読＋ディスカッション⑨ 

第 11回       輪読＋ディスカッション⑩ 

第 12回       輪読＋ディスカッション⑪ 

第 13回       輪読＋ディスカッション⑫ 

第 14回       輪読＋ディスカッション⑬ 

第 15回       輪読＋ディスカッション⑭ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

村上作品を複数読んでみると、そこにいろいろな特徴があることに気づく。その特徴はおそ

らく村上作品の尋常でない人気（そして、不人気）と関係がある。 

この講座では、その特徴をまずは、取り出してみたい。（それはすでに確定されているもの

ではなく、この講座の受講生のみなさんが、自分（たち）自身ではじめてとりだすものとな

るはずである） 

そして、その「特徴」の現代的な「意味」を考察することを目標とする。 

課題を発見し、解決する知識・技術を身につけることができる。 

テキスト 初回の授業で提示します。 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート１００％で評価。毎回小レポートを提出してもらい、次の回にコメントをつけて返

却する。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを活用してください。 

履修条件 特になし。（教養購読Ａを受講していない人でもかまわない） 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
教養購読Ａ（向山）と同じテキストを使うので、この講座で読む作品は、多少長めの短篇に

なることに注意してもらいたい。 



準備学習について 

該当作品をあらかじめ読んで感想を考えておいてください。あらかじめ作品をよんで意見を

まとめておいてください。 

予習に４５分以上、復習・振り返りに２０以上。 



 

講義科目名称： 教養講読Ｂ（岩本） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 興味のある業界や企業の経営を分析する 

授業計画 

第１回       ガイダンスとディスカッション 

第２回       文献研究の進め方 

第３回       研究主題（テーマ）の検討 

第４回       事例研究の対象事業体を選定 

第５回       事業体研究① 

第６回       事業体研究② 

第７回       直面する経営課題① 

第８回       直面する経営課題② 

第９回       課題克服のための方策① 

第 10回       課題克服のための方策② 

第 11回       課題克服のための方策③ 

第 12回       求められる人材① 

第 13回       求められる人材② 

第 14回       プレゼンテーション 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

前期｢教養講読Ａ｣同様、業界や企業の事例研究を扱います。さらに３年生の後期にあたる学

生に対しては、自身の進路に対応した業界研究を行い、進路が不明確な学生にいついては、

進路選択のための業界研究を行います。 

本授業の特徴は、一般企業はもとより、福祉施設、病院、保育施設、公共機関など、本学の

学生の出口となる様々な事業体の理解を深める点です。さらに希望者には、学生一人ひとり

の就職活動計画を立て、内定獲得までの就職活動を支援します。 

一般に経営理論は企業経営に限定されると思われていますが、現実は福祉施設、病院施設、

保育施設、公的機関などの社会資本に応用されています。それらの考え方を学生時代に身に

付けることは有益です。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト １回目の授業で指示する。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（2回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のアド

レスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい。 

履修条件 
【希望的要件】同じ教員の｢教養講読Ａ｣を単位取得済みであることが望ましいが、自由に選

択・履修して構わない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
自分の進路に合わせて、興味を持つ分野を掘り下げて学びましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 教養研究Ａ（小田部） 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 

日本史を物語の名場面で学びなおそう その１「飛鳥時代～安土桃山時代」。 

就職試験や卒業を前に、日本の歴史について改めて学びなおしてみませんか？知っているこ

とも数多くありますが、知っていたようで知らないことも数多くあります。まずは、物語の

名場面を思い描くことで出来事や人物などについておさらいしてみましょう。（日本史得意

じゃなかった人のほうが勉強になるかもしれません） 

授業計画 

15回の講義のテーマは古代から安土桃山時代まで。 

第１回       卑弥呼 

             「神秘の女王誕生」を読んで、まとめる。 

第２回       聖徳太子と遣隋使 

             「日出ずるところの天子」を読んで、まとめる。 

 

第３回       大化改新 

             「政権は、われらの手に」を読んで、まとめる。 

第４回       東大寺の大仏 

             「世界一の巨大な仏像」を読んで、まとめる。 

第５回       光明皇后 

             「みほとけの心のままに」を読んで、まとめる。 

第６回       菅原道真 

             「天神さま、大いに怒る」を読んで、まとめる。 

第７回       安倍晴明 

             「都の怨霊をしずめよ」を読んで、まとめる。 

第８回       清少納言と紫式部 

             「平安の女流文学対決」を読んで、まとめる。 

第９回       義経と弁慶 

             「弁慶の仁王立ち」を読んで、まとめる。 

第 10回       元寇 

             「鎌倉武士、神風をよぶ」を読んで、まとめる。 

第 11回       楠木正成親子 

             「『悪党』正成、最後の出陣」を読んで、まとめる 

第 12回       織田信長 

             「敵は、本能寺にあり」を読んで、まとめる。 

第 13回       豊臣秀吉 

             「秀吉、天下人への道」を読んで、まとめる。 

第 14回       天正少年使節 

             「ローマ教皇に会った少年たち」を読んで、まとめる。 

第 15回       大谷吉継と石田三成 

             「三成、あの世で会おう」を読んで、まとめる。 



第 16回       試験 

             半期の講義で学んだ人々について筆記試験をします。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

日本史を物語の名場面で再現しながら、時代を追っていくことで、たんなる知識の暗記では

ない歴史の流れをつかんでみようと思います。高校まで日本史が好きだった人も、苦手だっ

た人も、学ぶ機会がなかった人も、楽しみながら歴史の深さやおもしろさにふれてもらうこ

とが大きな目的です。 

テキスト 毎回、テキストを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 講義にて適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。満点はそれぞれ 1点と 3点で、1点×14点

＝14点と 3点×15＝45点の合計 59点となります。残りの 41点は試験です。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 特にありません。 

準備学習について 毎時間のはじめに復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 教養研究Ａ（向山） 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 村上春樹とともに読む 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       輪読＋ディスカッション① 

第３回       輪読＋ディスカッション② 

第４回       輪読＋ディスカッション③ 

第５回       輪読＋ディスカッション④ 

第６回       輪読＋ディスカッション⑤ 

第７回       輪読＋ディスカッション⑥ 

第８回       輪読＋ディスカッション⑦ 

第９回       輪読＋ディスカッション⑧ 

第 10回       輪読＋ディスカッション⑨ 

第 11回       輪読＋ディスカッション⑩ 

第 12回       輪読＋ディスカッション⑪ 

第 13回       輪読＋ディスカッション⑫ 

第 14回       輪読＋ディスカッション⑬ 

第 15回       輪読＋ディスカッション⑭ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

村上春樹の作品は、たぶん、日本文学という枠組みからはみ出してしまっている。日本では

ない国で、むしろ、熱心に読まれているように思える。 

そんな村上春樹は、あまり人前にはでないし、インタヴューも受けないが（作者が作品につ

いて語ることによって、読者に干渉しないためだ）、作家としてのキャリアを数十年もつめ

ば、インタヴューもたまり、簡単に入手できるようになっている。 

このインタヴュー等を読みながら、実際の文学作品を読み、これから文学がどのようになっ

ていくのか、考えることを目標とする。課題を発見し、解決する知識・技術を身につけるこ

とができる。 

テキスト 初回の授業で提示します。 

参考文献 随時紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート１００％で評価。毎回小レポートを書いてもらい、次の授業にコメントをつけて返

却する。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを積極的に利用してください。 

履修条件 
とくにないが、作品と批評（のようなもの）の両方を読むので、それなりの読書量が要求さ

れる。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ いろいろな村上春樹作品をお楽しみに！ 

準備学習について 
該当作品・批評などあらかじめ読んでコメントを考えておいてください。予習に４５分以上、

復習・振り返りに２０分以上。 



 

講義科目名称： 教養研究Ａ（岩本） 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ マーケティング視点によるコンサルティング演習 

授業計画 

第１回       ガイダンスとディスカッション 

第２回       オリエンテーション 

第３回       一般システム思考 

第４回       マーケティング思考 

第５回       事例研究の対象事業体を選定 

第６回       研究活動主題（テーマ）の検討 

第７回       経営課題克服のため戦略立案① 

第８回       経営課題克服のため戦略立案② 

第９回       実態把握のための研究計画と実行① 

第 10回       実態把握のための研究計画と実行② 

第 11回       実態把握のための研究計画と実行③ 

第 12回       レポート作成① 

第 13回       レポート作成② 

第 14回       プレゼンテーション 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

ある程度経営学の知識を学んだら、現実の社会を対象とした経営改善の演習に繋げていきま

す。学生ならではの視点で、マーケティング思考に則ったコンサルティング事業を演習で学

びます。今までの実績では、「企業の新商品開発事業」「焼津の商店街活性化事業」「地域

イベントの企画開発事業」などの実績を持っています。 

そのほか希望する学生には、就職活動に活きる研究課題を設定し、学生一人ひとりの就職活

動計画を立て、内定獲得までの就職活動をフォローします。 

民間企業はもとより、福祉業界、医療業界においては、より一層のマーケティング知識が求

められています。これらの知識を学生時代に身につけることは、業界貢献への有効な道筋と

なるでしょう。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 1回目の授業で指示する。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（2回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のアド

レスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
自分の興味を持つ分野を掘り下げて学びましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 教養研究Ｂ（小田部） 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 

日本史を物語の名場面で学びなおそう その２「江戸時代」 

就職試験や卒業を前に、日本の歴史について改めて学びなおしてみませんか？知っているこ

とも数多くありますが、知っていたようで知らないことも数多くあります。まずは、物語の

名場面を思い描くことで出来事や人物などについておさらいしてみましょう。（日本史得意

じゃなかった人のほうが勉強になるかもしれません） 

授業計画 

15回の講義のテーマは江戸時代を中心に学びます。 

第１回       宮本武蔵 

             「決闘、巌流島」を読んで、まとめる。 

第２回       真田幸村 

             「家康をおいつめた男」を読んで、まとめる。 

第３回       天草四郎 

             「一揆を導いた美少年」を読んで、まとめる。 

第４回       山田長政 

             「外国の貴族になった日本人」を読んで、まとめる。 

第５回       赤穂浪士 

             「とののかたき、忠臣蔵」を読んで、まとめる。 

第６回       小石川養生所 

             「一通の投書がたてた病院」を読んで、まとめる。 

第７回       解体新書 

             「医学の未来のために」を読んで、まとめる。 

第８回       シーボルト 

             「ひきさかれた国際結婚」を読んで、まとめる。 

第９回       開国 

             「黒船がやってきた」を読んで、まとめる。 

第 10回       遣米使節団 

             「さむらい、アメリカを行く」を読んで、まとめる。 

第 11回       高杉晋作 

             「町民部隊、武士をやぶる」を読んで、まとめる。 

第 12回       新選組 

             「新選組、ただいま参上」を読んで、まとめる。 

第 13回       坂本龍馬 

             「幕末をかけぬけた青春」を読んで、まとめる。 

第 14回       会津白虎隊 

             「ぼくらの城が燃えている」を読んで、まとめる。 

第 15回       中浜万次郎 

             「無人島でサバイバル」を読んで、まとめる。 

第 16回       試験 



             半期の講義で学んだ人々についての筆記試験。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

日本史を物語の名場面で再現しながら、時代を追っていくことで、たんなる知識の暗記では

ない歴史の流れをつかんでみようと思います。高校まで日本史が好きだった人も、苦手だっ

た人も、学ぶ機会がなかった人も、楽しみながら歴史の深さやおもしろさにふれてもらうこ

とが大きな目的です。 

テキスト 毎回、テキストを用意しますので、特に必要ありません。 

参考文献 講義内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、復習プリントとまとめプリントをします。満点はそれぞれ 1点と 3点で、1点×14＝

14点と 3点×15＝45 点の合計 59点になります。残りの 41点は試験です。 

質問・相談の受付方法 
講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ プリントはモノクロ印刷になるのでご了承ください。 

準備学習について 毎回復習プリントをしますので、事前に整理しておいてください。 



 

講義科目名称： 教養研究Ｂ（向山） 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 向山 守 

テーマ 村上春樹とともに批評する 

授業計画 

第１回       イントロダクション 

第２回       輪読＋ディスカッション① 

第３回       輪読＋ディスカッション② 

第４回       輪読＋ディスカッション③ 

第５回       輪読＋ディスカッション④ 

第６回       輪読＋ディスカッション⑤ 

第７回       輪読＋ディスカッション⑥ 

第８回       輪読＋ディスカッション⑦ 

第９回       輪読＋ディスカッション⑧ 

第 10回       輪読＋ディスカッション⑨ 

第 11回       輪読＋ディスカッション⑩ 

第 12回       輪読＋ディスカッション⑪ 

第 13回       輪読＋ディスカッション⑫ 

第 14回       輪読＋ディスカッション⑬ 

第 15回       輪読＋ディスカッション⑭ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

教養研究Ｂをうけて、より議論を深めて行きたい。基本的には、村上春樹のインタヴュー等

を読みながら授業を進めていくが、他の文学理論書なども随時参考にしていくつもりであ

る。 

最終的には、それなりの質と量を備えたエッセイを書くことを目的とする。 

課題を発見し、解決する知識・技術を身につけることができる。 

テキスト 初回の授業で提示します。 

参考文献 随時紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート１００％で評価。毎回小レポートを書いてもらい、次の授業にコメントをつけて返

却する。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 301 向山研究室まで。オフィスアワーを積極的に利用してください。 

履修条件 

とくにないが、作品と批評（のようなもの）の両方を読むので、それなりの読書量が要求さ

れる。 

また、教養研究Ａ（向山）を受講していない人でもかまわない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ いろいろな村上春樹作品をお楽しみに！ 

準備学習について 
該当作品・批評をあらかじめ読んでコメントを考えておいてください。予習に４５分以上、

復習・振り返りに２０分以上。 



 

講義科目名称： 教養研究Ｂ（岩本） 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 卒業後に求められるビジネス・スキルの習得やネットワークの構築 

授業計画 

第１回       ガイダンスとディスカッション 

第２回       研究活動主題（テーマ）の検討 

第３回       個別の課題研究① 

第４回       個別の課題研究② 

第５回       個別の課題研究③ 

第６回       個別の課題研究④ 

第７回       中間発表と検討 

第８回       フィールドワーク① 

第９回       フィールドワーク② 

第 10回       フィールドワーク③ 

第 11回       中間発表と検討 

第 12回       レポート作成① 

第 13回       レポート作成② 

第 14回       プレゼンテーション 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

前期｢教養研究Ａ｣同様、卒業年次に達した 4年生に対して、就職前に身につけておきたいビ

ジネス・スキルを学ぶ演習です。 

前期と引き続き、学生ならではの視点で、マーケティング思考に則ったコンサルティング事

業を演習で学びます。 

そのほか受講生同士の情報交換や発表を通じて、卒業後のネットワーク構築のための準備や

その応用に努めます。学生が卒業した後も、ここで作られた信頼関係は続くものと考えてい

ます。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト １回目の授業で指示する。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（2回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のアド

レスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

事例を豊富に用意し、学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めま

す。そのために学生の皆さんとの情報交換を大切にしていきます。緊張せず、リラックスし

て、積極的に参加してください。 

準備学習について 
自分の興味を持つ分野を掘り下げて学びましょう。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅰ－Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 岡澤裕子、渡邉明廣、太田洋一、木下寿恵、山城厚生 

テーマ 大学生活の心構え、方法を学び、大学生活をデザインする。 

授業計画 

第１回       大学基礎学① 大学での履修と生活の特徴を知ろう 

第２回       大学基礎学② 大学内の施設を確かめよう 

第３回       大学基礎学③ 図書館ガイダンス 

第４回       大学基礎学④ 大学周辺を知ろう 

第５回       コミュニケーション① コミュニケーションの始まり・自己紹介 

第６回       コミュニケーション② 自分を知ろう、友達を知ろう 

第７回       コミュニケーション③ 人生でやりたいこと、人生の夢を語ろう 

第８回       社会展望① 夢を実現するために大学でできること 

第９回       社会展望② 仕事を知ろう 

第 10回       社会展望③ 社会で役立つ知識や資格を知ろう 

第 11回       社会展望④ 社会の一員としての自分、世界の中の自分を知ろう 

第 12回       グループワーク① 自分の夢をかなえるために 

第 13回       グループワーク② 社会生活とマナーについて考えよう 

第 14回       グループワーク③ ボランティアについて考えよう 

第 15回       グループワーク④ 人生を、大学生活をいかに生きたいかまとめよう 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）学生時代を有意義に送るために動機付けし、心構えを学ぶ。高校時代を振り返る。

健康、栄養、時間管理を学ぶ。大学生活をデザインする。働くことの意味、人生設計を考え

る。適宜、グループワーク、意見発表などを行う。基本的なマナーも学ぶ。 

（到達目標）学生時代を有意義に送る。大学卒業後の自分の姿、人生を考え、自己を知り、

他者を理解する。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 
指定しません。 

適宜プリント等を配布します。 

参考文献 講義中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度   ５０％ 

ミニレポート ５０％ 

ミニレポートを回収した次の回の授業内で総評をします。また期末レポートに関するフィー

ドバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行います。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室等で受けつけます。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
授業は、柔軟に、緩やかに進めます。 

これからの大学生活を有意義に送るために休まずに出席してください。 

準備学習について 前回に指示された予習（1時間）をしっかりしてきてください。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅰ－Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 増田樹郎、太田晴康 

テーマ コミュニカントのためのレッスン事始め 

授業計画 

第１回       はじめに～自己内対話のために～ 

第２回       「私」とは誰か①～「自己」を知るのためのレッスン～ 

第３回       「私」とは誰か②～「私たちには自分で思っているより〈能力〉がある」ス

ウェーデン版～ 

第４回       「他者」とは誰のことか ～愛すること・自由であること～ 

第５回        コミュニケーション・レッスン①～わかり合うということ～ 

第６回       コミュニケーション・レッスン②～〈声〉を聴くということ～ 

第７回       コミュニケーション・レッスン③～〈対話〉するということ～ 

第８回       〈いのち〉をみつめるレッスン①～「もしバナゲーム」をとおして～ 

第 9回        〈いのち〉をみつめるレッスン②～「もしバナゲーム」を語り合う～ 

第 10回        ビジョニング①～近未来の〈人生〉設計～ 

第 11回       ビジョニング②～近未来の〈家族〉設計～ 

第 12回       ビジョニング③～近未来の〈職業〉設計～ 

第 13回       キャリアデザインの試み①～〈ひと〉を支えること・癒やすこと～ 

第 14回       キャリアデザインの試み②～「最期のレッスン」をとおして～ 

第 15回       特別編「学長と話しあう会」 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

〔概要〕「コミュニカント」とは、「コミュニケーションする人」というラテン語です。人

間とはことばや行為をとおしてコミュニケーションに活きる存在であり、それなしには人間

たりえません。本科目は、中教審的には「望ましい職業観・勤労観、職業に関する知識・技

能」への準備教育という意味ですが、でもキャリア(career)が「人生の行程」という意味で

もあるとすれば、生きること、働くことのテーマを学び合う良き機会として、上記のシラバ

スを用意しました。豊かな「コミュニカント」になるためのレッスンを始めましょう。 

〔到達目標〕生まれくる〈いのち〉から老いて去りゆく〈いのち〉までを見通して、「いの

ちの営み」の意味を考え、その行程を豊かにデッサンしていくこと。 

〔卒業認定・学位授与方針との関連〕この科目の履修をとおして、社会福祉学部の学位授与

の方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのＳＷとしての知識・技術」の基礎力を身につ

けることができる。 

 

テキスト 講義の折々に資料を提示します。 

参考文献 講義の折々に紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

講義中に指示する小レポート、講義終了時の小論文試験によって総合的に評価します。レポ

ート提出等がない場合は、評価できませんので留意してください。 

質問・相談の受付方法 いつでも対応します（309研究室を訪ねてください）。 

履修条件 とくにありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリア・デザインカレッジ生【不可】 



メッセージ 受講生参加型の授業を行いますので、積極的に関わってください。 

準備学習について 
授業で学習・体験したことの振り返りとして小レポート（1時間程度）を課します。「振り

返り」を次の授業につなげてください。 



講義科目名称： キャリア支援Ⅱ－Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 掛井 史朗 

テーマ 学生生活のキャリアデザインを通して社会人としての基礎力を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、「キャリアデザイン」の意味を考える 

第２回       大学生活の意味や意義を考える  

第３回       これまでの「自分」の整理 

第４回       今の「自分」を知り、これからの学生生活を考える 

第５回       これからの学生生活で取り組むこと、目標設定 

第６回       自分の役割と責任について 

第７回       社会で働くということ、働き方について 

第８回       仕事を知る、仕事について考える 

第９回       社会人としてのエチケットやマナー 

第 10回       マナーの実践 

第 11回       社会で求められるもの 

第 12回       他者から見た自分 

第 13回       自分の強みや弱み、価値観を知る 

第 14回       一般常識問題を解く 

第 15回       基礎学力と自己課題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

学生生活のキャリアデザインを通して、社会人としての基礎力を身に付けることを目標とす

る。 

自分の将来を見据え、学生生活のキャリアデザインを行うとともに、新聞やニュースも引用

し、基礎学力問題（一般常識）にも適宜取り組み、コミュニケーションシート（ＣＳ）を提

出することで文章力も鍛える。 

テキスト 
テキスト名：ＭＹ ＣＡＲＥＥＲ ＮＯＴＥ Ⅰ （ＡＤＶＡＮＣＥ） 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・コミュニケーションシート評価、授業態度       ：６０％ 

・課題提出                      ：２０％ 

・定期試験（一般常識模試）の結果           ：２０％ 

質問・相談の受付方法 講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

履修条件 【必須要件】教科書を購入、持参すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・とにかく出席を重視します。欠席回数が多数の場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて対応して下さ

い。欠席した場合は直ぐに キャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 

・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・授業内で終了しなかったワークシートは必ず完成させて下さい。適宜コピーを提出してい

ただきます。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅱ－Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 掛井 史朗 

テーマ キャリアデザインを実践していく。社会人としての基礎力を身に付ける。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、価値観診断強み発見ツールＳＣＡＬＥの実施 

第２回       公務員セミナー 

第３回       集団討論演習①ＳＣＡＬＥ診断結果返却 

第４回       集団討論演習②強みを活かす（個人編） 

第５回       集団討論演習③強みを活かす（チームワーク編） 

第６回       「私のキャリアデザイン」の仕上げ 

第７回       キャリアデザインの発表① 

第８回       キャリアデザインの発表② 

第９回       キャリアデザインの発表③ 

第 10回       キャリアデザインの発表④ 

第 11回       キャリアデザインの発表⑤ 

第 12回       ＳＰＩ試験対策（言語） 

第 13回       ＳＰＩ試験対策（非言語） 

第 14回       ＳＰＩ試験模試の実施 

第 15回       資格と仕事、働き方を考える 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

1年を通して「キャリアデザインの基礎力を身につける」ことを目標とする。ペアワークや

グループワーク、発表なども取り入れ、プレゼンテーション力やディスカッション力も身に

つける。目標設定を行い、ＰＤＣＡサイクルを実践していく。社会を知るために時事問題を

知る習慣を身につける。 

テキスト 
テキスト名：ＭＹ ＣＡＲＥＥＲ ＮＯＴＥ Ⅰ （ＡＤＶＡＮＣＥ） 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・コミュニケーションシート評価、授業態度       ：６０％ 

・発表、課題提出                   ：２０％ 

・ＳＰＩ試験、定期試験の結果             ：２０％ 

質問・相談の受付方法 講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

履修条件 【必須要件】ＳＣＡＬＥ受検、ＳＰＩ受検は必ず行ってください。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・とにかく出席を重視します。欠席回数が多数の場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、定期試験も大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて対応して下さ

い。欠席した場合は直ぐに キャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 

・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・授業内で終了しなかったワークシートは必ず完成させて下さい。適宜コピーを提出してい

ただきます。 

・プレゼンテーションの準備や練習を必ず行ってください。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅲ－Ａ（社会福祉学部） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 工藤 佐紀子 

テーマ 「就活力」を高める・・・就職試験で内定を勝ち取るための基礎力をつくる。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（就職環境の解説、就活の流れ） 

第２回       就職活動を知る①（心構えや進め方について） 

第３回       就職活動を知る②（情報収集について） 

第４回       自己分析とやりたい仕事の方向性 

第５回       自己分析と強みの発見 

第６回       就活のマナー①大学生と社会人の違い、マナーや服装 

第７回       就活のマナー②電話・手紙・メール・敬語・コミュニケーションについて 

第８回       社会・職種研究について 

第９回       業界研究・会社研究について 

第 10回       業界研究 ：福祉医療業界編 

第 11回       業界講話：福祉医療業界編 

第 12回       業界研究：企業編 

第 13回       業界講話：企業編 

第 14回       内定者報告会① ４年生の体験談を聞く 

第 15回       筆記試験について 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

前期は就職活動準備編です。個人ワーク、ペアやグループワーク、発表、プレゼンテーショ

ンが中心となります。 

・ＰＣを使い、インターネットでの情報収集法を学びます。 

・社会を知るために、新聞記事を読み、ニュースを知る習慣を身につけます。 

・就職試験対策として、短時間で一般常識問題に取り組みます。 

・自己分析や志望動機を徹底的に考え、履歴書を仕上げていきます。 

 

この科目の履修により、本学の基本理念（教育理念）および教育目的である「関係者と連携

する力」および「課題や問題に取り組む力」を体現することができます。 

 

 

テキスト 
テキスト名：MY CAREER NOTEⅢ 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 ・適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・授業態度、課題提出           ：８０％  

・定期試験（一般常識模試）の結果     ：２０％ 

課題や試験結果はすべて返却し、授業内でフィードバックする。 

質問・相談の受付方法 
・講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

・別途、就職面談時間を設けます。 

履修条件 【必須要件】教科書を購入し、毎回持参のこと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】   

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 

・課題を重視します。欠席回数が多い場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、定期試験が大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて対応して下さ

い。欠席した場合は直ぐにキャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 
・授業終了後に次回の予習内容を指示します。 

・毎回課題を提出します。１時間をめどに仕上げて下さい。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅲ－Ｂ（社会福祉学部） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 必修 

担当教員： 工藤 佐紀子 

テーマ 「就活力」をつける・・・就職試験で内定を勝ち取るための実践力をつける。 

授業計画 

第１回       就職活動スタート講話 

第２回       ＳＰＩ試験模試の実施 

第３回       エントリーシートと自己ＰＲ 

第４回       エントリーシートと志望動機 

第５回       履歴書攻略トライアルの準備 

第６回       履歴書攻略トライアルの実践 

第７回       グループディスカッション演習 

第８回       集団面接演習 

第９回       身だしなみ研究セミナー 

第 10回       「学内施設企業合同研究セミナー」の参加準備 

第 11回       「学内施設企業合同研究セミナー」開催 

第 12回       求職表・履歴書の仕上げ、写真撮影① 

第 13回       自己紹介書仕上げ、就活の諸注意、写真撮影② 

第 14回       内定者報告会② 

第 15回       個人面接演習 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

後期は就職活動実践編です。 

・「学内施設企業合同研究セミナー」を開催します。 

・職種研究、業界研究を通して、仕事の理解を深めます。 

・履歴書の仕上げ、面接練習の仕上げを目標にします。 

・新聞記事を読み、時事問題について意見交換します。 

・筆記試験対策として、一般常識・SPIに取り組みます。 

 

この科目の履修により、本学の基本理念（教育理念）および教育目的である「関係者と連携

する力」および「課題や問題に取り組む力」を体現することができます。 

テキスト 
テキスト名：MY CAREER NOTEⅢ 

出版社：ベネッセコーポレーション 

参考文献 ・適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・全１５回の取り組み   ：６０％ 

・履歴書トライアル    ：１０％ 

・ＳＰＩ試験模試     ：２０％ 

・定期試験        ：１０％ 

 

課題や試験結果は全て返却し、授業内でフィードバックする。 

質問・相談の受付方法 
・講義前後に教室、またはキャリア支援課で受付けます。 

・別途、就職面談時間を設けます。 

履修条件 

【必須要件】前期で購入した教科書を持参すること。 

      履歴書、求職表の提出、面談は必須となります。 

      ＳＰＩ試験、履歴書トライアルは必ず受検のこと。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】   

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・毎回の取り組みを重視します。欠席回数が多い場合は面談いたします。 

・遅刻、私語、居眠り、飲食は厳禁。ビジネスマナーを身に付けていきます。 

・課題の提出、ＳＰＩ試験、定期試験も大きな評価点です。講義中の指示をしっかり聞いて

対応して下さい。欠席した場合は直ぐにキャリア支援課に来て対応して下さい。 

準備学習について 

・履歴書、エントリーシート、自己ＰＲの作成準備をしてください（１～３時間程度）。 

・就職先の情報収集、職場見学、インターンシップ等、授業外での活動も行ってください。

（半日～１日程度） 

・学外のセミナー、講演会、研究会、説明会等にも積極的に参加して下さい。（半日～１日

程度） 

 

 

 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅳ－Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 掛井 史朗 

テーマ 時事問題解説「日本の今、世界の今を読み解く」 

授業計画 

 時事問題は世の中の動きにつれて刻々と変わる。2016 年、イギリスの国民投票によるＥＵ

離脱の決定、アメリカ大統領選でのトランプ氏の当選は、大方の予想を覆すもので、世界に

激震が走った。内戦やテロ事件は尽きず、緊張が続く中で反グローバリズム、保護主義、ポ

ピュリズム（大衆迎合政治）が勢いをつけている。一方、わが国では安倍一強と言われる政

治体制の中で強引な国会運営が国民の批判を受け、景気は良くなったという実感がわく状況

にはなっていない。2017年の世界はどう動くのか。トランプ政権の本格稼働やイギリスのＥ

Ｕ離脱によりどんな影響が出てくるのか。安倍一強体制の中で日本の政治は、経済はどうな

るのか。日米、日露、日中、日韓関係の行方は。いずれも無関心ではいられない問題ばかり

である。 

 授業では政治の基礎的な問題解説に加え、その時点で最もホットで注目されている事項を

取り上げる。どんなテーマを取り上げるかは世の中の動きを見ながら決める。国内政治の動

きは常にウォッチしていく。 

 

 基本的項目としては 

第１回＝国会・内閣、三権の分立 

第２回＝トランプ政権と日本、テロ対策、ＩＳ国 

第３回＝世論調査、内閣支持率 

第４回＝国際為替と円高・円安、景気対策・アベノミクス 

第５回＝１８歳以上選挙権など選挙制度、被選挙権年齢 

第６回＝世界の貿易、ＴＰＰ・ＦＴＡ・ＥＰＡ 

第７回＝１票の格差、１票の重み 

第８回＝日銀短観と景気、インフレ・デフレ、ＧＤＰ 

第９回＝憲法改正、集団的自衛権 

第 10回＝原発再稼働と再生可能エネルギーなどエネルギー問題 

第 11回＝Ｇ7、Ｇ20 などサミット、ＢＲＩＣＳ 

第 12回＝日中・日韓・北朝鮮問題、尖閣諸島など領土問題 

第 13回＝政党、政治家（地盤、看板、カバン）、国会議員の待遇 

第 14回＝世界の核兵器、核軍縮 

第 15回＝前期のまとめ 

などを取り上げる。 

 これらに加え、その時々の重要なニュースを取り上げ、背景、影響などを考える。 

 

 

 世の中の動きを知るためには新聞を読み、テレビやラジオ、ネットでニュースをチェック

することが大切。中でも新聞は情報の宝庫。新聞の読み方も取り上げる。 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

社会の一員として自立するためには世の中の動きをしっかり見詰め、それに対して自分なり

の考えを持ち、行動することが重要だ。今、日本で、世界で、どんなことが起き、どんな問

題になっているのか。それが私たちの生活に、仕事に、どのような影響をもたらすのか。時

事問題を解説し、一緒に考えながら日本の今、世界の今を読み解いていく。また、社会人と

して知っておきたい基礎的時事問題、時事用語の習得を目指す。 

テキスト 使用しない。適宜、プリントを配布する。 

参考文献 必要ならば講義の中で紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

適宜提出してもらうレポート、関心を持ったニュースの発表、授業中の積極的な発言など受

講態度で評価する。 

レポート５０、ニュース発表３０、受講態度２０ 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究棟１階）で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・どんなことを取り上げてほしいか、提案、要望を歓迎する。 

・教員からの一方通行の授業ではつまらない。学生諸君からの積極的発言によるコラボレー

ションによって充実した授業を目指す。 

・新聞を読む習慣をつけたい。日本語や漢字、文章力をつける勉強にもなる。新聞は大学の

図書館にそろっている。 

準備学習について 常にニュースをチェックし、その問題について自分はどう考えるかまとめて授業に臨む。 



 

講義科目名称： キャリア支援Ⅳ－Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 掛井 史朗 

テーマ 時事問題解説「日本の今・世界の今を読み解く」 

授業計画 

 時事問題は世の中の動きにつれて刻々と変わる。2016 年、イギリスの国民投票によるＥＵ

離脱の決定、アメリカ大統領選でのトランプ氏の当選は、大方の予想を覆すもので、世界に

激震が走った。内戦やテロ事件は尽きず、緊張が続く中で反グローバリズム、保護主義、ポ

ピュリズム（大衆迎合政治）が勢いをつけている。一方、わが国では安倍一強と言われる政

治体制の中で強引な国会運営が国民の批判を受け、景気は良くなったという実感がわく状況

にはなっていない。2017年の世界はどう動くのか。トランプ政権の本格稼働やイギリスのＥ

Ｕ離脱によりどんな影響が出てくるのか。安倍一強体制の中で日本の政治は、経済はどうな

るのか。日米、日露、日中、日韓関係の行方は。いずれも無関心ではいられない問題ばかり

である。 

 授業では政治の基礎的な問題解説に加え、その時点で最もホットで注目されている事項を

取り上げる。どんなテーマを取り上げるかは世の中の動きを見ながら決める。国内政治の動

きは常にウォッチしていく。 

 

 基本的項目としては 

第１回＝内閣不信任決議、国会解散、内閣総辞職 

第２回＝地球温暖化とパリ協定 

第３回＝閣僚の靖国参拝など靖国神社問題 

第４回＝政治とカネ、政治資金規正法 

第５回＝少子高齢化と人口減少問題 

第６回＝イギリスのＥＵ離脱後のヨーロッパ、難民問題 

第７回＝女性議員とクオータ制 

第８回＝地方公共団体と地方自治 

第９回＝脳死移植、臓器移植、ＬＧＢＴ 

第 10回＝日米安保条約、沖縄の基地問題、日米地位協定 

第 11回＝消費税と税金、国・地方自治体の予算、国の借金 

第 12回＝企業の決算、四半期制 

第 13回＝ノーベル賞、カジノ法と公営ギャンブル 

第 14回＝事件発生から容疑者逮捕、裁判までの流れ、裁判員裁判 

第 15回＝後期のまとめ 

などを取り上げる。 

 これらに加え、その時々の重要なニュースを取り上げ、背景、影響などを考える。 

 

 世の中の動きを知るためには新聞を読み、テレビやラジオ、ネットでニュースをチェック

することが大切。中でも新聞は情報の宝庫。新聞の読み方も取り上げる。 

 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

社会の一員として自立するためには世の中の動きをしっかり見詰め、それに対して自分なり

の考えを持ち、行動することが重要だ。今、日本で、世界で、どんなことが起き、どんな問

題になっているのか。それが私たちの生活に、仕事に、どのような影響をもたらすのか。時

事問題を解説し、一緒に考えながら日本の今、世界の今を読み解いていく。また、社会人と

して知っておきたい基礎的時事問題、時事用語の習得を目指す。 

テキスト 使用しない。適宜、プリントを配布する。 

参考文献 必要ならば講義の中で紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

適宜提出してもらうレポート、関心を持ったニュースの発表、授業中の積極的な発言など受

講態度で評価する。 

レポート５０、ニュース発表３０、受講態度２０ 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究棟１階）で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・どんなことを取り上げてほしいか、提案、要望を歓迎する。 

・教員からの一方通行の授業ではつまらない。学生諸君からの積極的発言によるコラボレー

ションによって充実した授業を目指す。 

・新聞を読む習慣をつけたい。日本語や漢字、文章力をつける勉強にもなる。新聞は大学の

図書館にそろっている。 

準備学習について 常にニュースをチェックし、その問題について自分はどう考えるかまとめて授業に臨む。 



 

講義科目名称： 情報リテラシー 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤裕子、松川麻美 

テーマ コンピュータおよびネットワークの利用スキルの基礎の習得 

授業計画 

第１回       PCの基本操作① 

              Windowsの基本操作と入力の基礎 

第２回       PCの基本操作② 

              PCの環境設定、タッチタイピング 

第３回       PCの基本操作③ 

              インターネットの利用と情報モラル 

第４回       日本語ワードプロセッサ入門① 

              ・文字の入力と変換，装飾 

              ・文書の作成・編集と保存 

              ・図表の作成と編集 

              ・テンプレートの活用 

第５回       日本語ワードプロセッサ入門② 

              ・文字入力の基礎 

              ・文書の作成と保存 

第６回       日本語ワードプロセッサ入門③ 

              ・文書の読み込みと編集 

第７回       日本語ワードプロセッサ入門④ 

              ・文字の編集（フォントの変更、倍角、均等割り付け） 

              ・図の挿入と編集 

第８回       日本語ワードプロセッサ入門⑤ 

              表の作成と編集 

              ・表の挿入 

              ・列幅、行の高さの変更 

              ・網掛け 

              ・均等割り付け 

第９回       日本語ワードプロセッサ入門⑥ 

              ・表の編集（行・列の挿入と削除、文字の配置） 

              ・ページ設定 

              ・文書の印刷 

第 10回       日本語ワードプロセッサ演習① 

              社外文書の作成① 

第 11回       日本語ワードプロセッサ演習② 

              社外文書の作成② 

第 12回       日本語ワードプロセッサ演習③ 

              社外文書の作成③ 



第 13回       総合演習① 

              授業時間内に日本語ワードプロセッサ検定試験を受験します 

              （日程によっては第 14回に変更する場合があります） 

第 14回       総合演習② 

              表計算ソフトウェア入門 

              ・表の作成と編集 

              ・グラフの作成 

              ・データの処理 

第 15回       総合演習③ 

              ワードプロセッサと表計算ソフトウェアの活用 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）コンピュータに関する基本的な知識と操作法、インターネットの利活用と情報モラ

ル、ワードプロセッサによる文書作成、表計算入門について、演習を通して学ぶ。 

（到達目標）在学時の学習や卒業後に必要とされるコンピュータおよびネットワークの利用

の基本的な知識とスキルを習得する。 

（特記事項）講義時間内に日本語ワードプロセッサ検定試験を受験する。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：『30時間でマスター Word&Excel 2016』 

ISBN：978-4-407-34019-8  

出版社：実教出版 

著者名：実教出版編修部  

価格（税抜）：950円 

 

テキスト名：日本語ワープロ検定試験 模擬問題集３・４級編 

ISBN： 

出版社：日本情報処理検定協会 

著者名： 

価格（税抜）：610円 

参考文献 講義中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義後に提出する課題と日本語ワープロ検定試験の結果で評価します。（配点 ４０：

６０） 

授業で実施した課題は、次の回の授業内で総評と解説、または適宜個別指導を行います。学

期末のレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行い

ます。 

質問・相談の受付方法 授業の開始時に各担当教員から伝えます。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 授業を欠席した場合には、次回の講義までに授業内容を確認しておくこと。 

準備学習について 授業終了後に次回の予習内容を指示します。 



 

講義科目名称： 表計算演習（岩井クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ 表計算ソフトウェアを利用したデータの処理 

授業計画 

第１回       表計算とは 

第２回       ワークシートの基礎知識、計算式について 

第３回       複写と絶対参照、関数について、ＳＵＭ、ＡＶＥＲＡＧＥ等 

第４回       ＩＦ関数、ＶＬＯＯＫＵＰ関数について 

第５回       Ｅｘｃｅｌでの確認（計算式） 

第６回       Ｅｘｃｅｌでの確認（関数） 

第７回       グラフの作成、並べ替え 

第８回       Ｅｘｃｅｌで検定問題を解く① 問題集 問 1、2 

第９回       Ｅｘｃｅｌで検定問題を解く② 問題集 問 3、4 

第 10回       Ｅｘｃｅｌで検定問題を解く③ 問題集 問 5、6 

第 11回       総合演習 

             講義時間内で情報処理技能検定試験を受験します。 

             （検定試験の日程によっては第 14回に受験することもあります） 

第 12回       グラフの加工（グレースケール化） 

第 13回       表のワープロソフトへの貼付 

第 14回       グラフのワープロソフトへの貼付 

第 15回       授業の総括（総合問題） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】表計算ソフトウェアの仕組みを理解し、操作実習をしながら、データの数値化、分

析、加工する方法を習得する。 

【到達目標】日本情報処理協会 情報処理技能検定試験 2級合格レベルの知識・技術を身に

つけることを目的とする。 

【学位授与方針との関連】 

社会福祉学部・子供学部共通の科目であり、社会で一番利用されているソフトウェアである

表計算の基礎知識を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：『30時間でマスター Word&Excel 2016』 

ISBN：978-4-407-34019-8  

出版社：実教出版 

著者名：実教出版編修部  

価格（税抜）：950円 

 

テキスト名：情報処理技能検定試験（表計算）模擬問題集 2・準 2級編 

ISBN： 

出版社：日本情報処理検定協会 

著者名： 

価格（税抜）：700円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義後に提出する課題と情報処理検定試験の結果で評価する。 

（配分 ４０：６０） 

課題の評価はその場でコメントする。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 



質問・相談の受付方法 授業の開始時に各担当教員から伝える。 

履修条件 【必須要件】情報リテラシーの単位を修得済み、あるいは同等の能力を有すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、欠席した授業の内容を確認

し、自習してから授業に出席して下さい。 

準備学習について 

・毎回授業内容を復習し、必ず次の授業までに理解しておく。 

・各自でコンピュータを利用し、実際に表計算ソフトを利用して復習する。 

・シラバスを確認し、次の範囲を一読してくること。 

復習と予習を合わせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： 表計算演習（松川クラス） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 松川麻美 

テーマ 表計算ソフトウェアを利用したデータの処理 

授業計画 

第１回       データ入力の基礎 

             数値データ、文字列の入力、消去、修正 

             ワークシートの操作 

             オートフィル機能 

第２回       表の作成と編集 

             行の挿入と削除 

第３回       計算の基礎 

             合計の計算 

             平均の計算 

             相対参照、絶対参照 

第４回       書式設定 

             セルの幅と高さの変更 

             罫線・網掛け 

第５回       グラフの作成と編集① 

             グラフの用途と基本構成 

             棒グラフの作成 

第６回       グラフの作成と編集② 

             様々なグラフの作成 

第７回       グラフの作成と編集③ 

             グラフの種類の変更 

             グラフの体裁を整える 

             ・軸ラベルの配置 

             ・凡例、フォントの変更 

             ・数値軸目盛の変更 

             ・データラベルの設定 

第８回       関数の活用① 

             合計（SUM関数） 

             最大値、最小値（MAX関数、MIN関数） 

             データ件数（COUNT 関数） 

第９回       関数の活用② 

             判定（IF関数） 

             順位づけ（RANK関数） 

第 10回       関数の活用③ 

             表の検索（VLOOKUP関数） 

第 11回       データベース 



             データの抽出と並べ替え 

第 12回       総合演習① 

             ワークシートの体裁を整える 

             文書の印刷 

第 13回       総合演習② 

             講義時間内で情報処理技能検定試験を受験します。 

             （検定試験の日程によっては第 14回に受験することもあります） 

第 14回       総合演習③ 

             日本語ワードプロセッサと表計算ソフトウェアの活用 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

表計算ソフトウェアの操作実習をしながら、データを数値化、分析、加工する方法を習得す

る。また、総括として、講義時間内に日本情報処理検定協会 情報処理技能検定試験２級を

受験する。 

テキスト 

テキスト名：『30時間でマスター Word&Excel 2016』 

ISBN：978-4-407-34019-8  

出版社：実教出版 

著者名：実教出版編修部  

価格（税抜）：950円 

 

テキスト名：情報処理技能検定試験（表計算）模擬問題集 2・準 2級編 

ISBN： 

出版社：日本情報処理検定協会 

著者名： 

価格（税抜）：700円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義後に提出する課題と情報処理検定試験の結果で評価する。 

（配分 ４０：６０） 

質問・相談の受付方法 授業の開始時に各担当教員から伝える。 

履修条件 【必須要件】情報リテラシーの単位を修得済み、あるいは同等の能力を有すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、欠席した授業の内容を確認

し、自習してから授業に出席して下さい。 

準備学習について 
授業は積み重ねて進んでいきますので、毎回、授業の内容を復習し、理解した上で、次の授

業に臨んでください。 



 

講義科目名称： コンピュータシステムＡ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ コンピュータや周辺機器の種類・特徴を理解する。 

授業計画 

第１回       コンピュータ利用上の注意とセキュリティついて 

第２回       コンピュータにおける情報の表現 

第３回       補助単位について 

第４回       コンピュータの種類と機能 

第５回       入力装置の種類と特徴１（キーボード、ポインティングデバイス） 

第６回       入力装置の種類と特徴２（ポインティングデバイス、スキャナ） 

第７回       出力装置の種類と特徴 

第８回       補助記憶装置の種類と特徴 

第９回       インタフェースの種類と特徴 

第 10回       ハードウェア総合 

第 11回       オペレーティングシステムの役割と機能 

第 12回       ソフトウェアの設定 

第 13回       ソフトウェアの種類と特徴１（オフィス系ソフト） 

第 14回       ソフトウェアの種類と特徴２（画像処理系ソフト） 

第 15回       基数変換、論理演算 

各項目により分量が違いますので、進み方は若干前後します。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】コンピュータ内の仕組みや、周辺装置の特徴や仕組み、コンピュータで使われてい

る処理システムなどを学習する。確認テストを内容ごとに区切り２～３回実施する。 

【到達目標】これからコンピュータを使う上での土台となる基礎知識を理解することを目的

とする。 

【学位授与方針との関連】 

社会福祉学部・子供学部共通の科目であり、コンピュータの基礎知識を身につけることがで

きる。 

 

テキスト 

テキスト名：情報処理活用試験２級テキスト 2018年度版 

ISBN： 

出版社：実教出版 

著者名：岩井 宏、太田信宏、齋藤裕美、中島寛和、洪 邦夫 

価格（税抜）：1,500 円 

参考文献 日経パソコン用語辞典 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験  ７０％、確認テスト ３０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。 

不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入して下さい。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 

・コンピュータの用語を授業ごとに覚えるようにして下さい。 

・前回の用語を必ず復習してくること。 

・テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： コンピュータシステムＢ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ ネットワークなどの基礎知識、データベースの基礎知識の習得。 

授業計画 

第１回       インターネットについて、インターネットへの接続 

第２回       ＩＰアドレス、サーバーについて 

第３回       WWW、電子メールの仕組みについて 

第４回       セキュリティとサービス 

第５回       LANのアーキテクチャ 

第６回       論理演算と真理値表 

第７回       IPv4仕組みについて 

第８回       LANの運用形態 

第９回       LANの構成要素 

第 10回       情報社会とコンピュータ 

第 11回       個人情報保護法と知的財産権 

第 12回       情報モラルと法制度について 

第 13回       コンピュータセキュリティについて 

第 14回       ＳＱＬ言語１（単表） 

第 15回       ＳＱＬ言語２（複表） 

各項目により分量が違いますので、進み方は若干前後します。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】コンピュータシステムＡの続きとして、ネットワークの基礎知識、データベースソ

フトウェアで使用されているＳＱＬ言語を学習する。確認テストを内容ごとに区切り２～３

回実施する。 

【到達目標】これからコンピュータを使う上での土台となるネットワークの知識を理解する

ことを目的とする。 

【学位授与方針との関連】 

社会福祉学部・子供学部共通の科目であり、コンピュータネットワークの基礎知識を身につ

けることができる。 

テキスト 

テキスト名：情報処理活用試験２級テキスト 2018年度版 （コンピュータシステムＡと同

じ） 

ISBN： 

出版社：実教出版 

著者名：岩井 宏、太田信宏、齋藤裕美、中島寛和、洪 邦夫 

価格（税抜）：1,500 円    

配布プリント 

参考文献 日経パソコン用語辞典 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験、確認テストで評価する。 

学期末試験  ７０％、確認テスト ３０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 【必須要件】コンピュータシステムＡを受講していること。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
・コンピュータシステム Aと同年に続けて履修した方がよいと思います。 

・確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 

・コンピュータの用語を授業ごとに覚えるようにして下さい。 

・前回の用語を必ず復習してくること。 

・テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： 情報社会と倫理 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 情報社会における倫理の問題を情報技術や社会基盤から考える 

授業計画 

第１回       情報社会と倫理の授業概要 

             情報倫理とは 

              

 

第２回       情報社会の構造 

             光影と影 

             情報の集積と付加価値 

             情報倫理の意義 

第３回       情報社会における法と倫理 

             問題の所在 

             情報に対する規範 

             情報社会への対応 

             情報社会における倫理 

第４回       知的財産と情報 

             知的財産 

             知的財産の保護 

             知的財産と情報 

第５回       知的財産に関する法令 

             著作物の保護 

             知的財産権と紛争事例 

             工業所有権法と著作権法 

第６回       プライバシー権利と個人情報保護 

             プライバシー侵害の問題 

             プライバシー権の誕生 

             個人情報保護 

第７回       情報社会の個人情報保護の光と影 

             情報社会の個人情報保護の光と影 

             現代的プライバシー権の提唱 

第８回       プライバシー権と自己コントロール権 

             プライバシー権と自己コントロール権 

             個人情報保護 

 

第９回       個人情報保護と国際的動向 

             プライバシー権の国際的な流れ 

             情報のボーダレス化とＯＥＣＤ８原則 



第 10回       個人情報保護の意義 

             日本における個人情報保護制度概要 

             ＥＵ個人情報保護指令の意義 

第 11回       コンピュータ社会における情報倫理 

             有害情報に対する規制 

             情報社会の情報倫理の役割 

第 12回       コンピュータ社会とディジタルデバイド 

             高度状社会 

             ディジタルデバイド 

第 13回       情報倫理とコンピュータセキュリティ 

             セキュリティの技術 

             ネットワーク社会におけるセキュリティ 

第 14回       情報倫理とコンピュータ犯罪① 

             情報の刑法的保護 

             情報保護の限界 

第 15回       情報倫理とコンピュータ犯罪② 

             犯罪類型と立法 

             情報刑法保護の必要性 

第 16回       まとめ 

             授業のまとめとしての試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）情報技術が進歩し普及する今日の情報社会では、情報に関わるさまざまな問題が同

時多発的に生じている。このような現状を踏まえて、情報の取り扱いを理解した上で、情報

社会の歴史的背景、特徴および問題点を把握し、情報と情報技術を消費する立場からの倫理

および生産する立場からの倫理を考察し、情報社会に参画する態度を正しく認識する。 

（到達目標）情報社会と情報社会における倫理と法制度を理解する。 

（卒業認定・学位授与方針） 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与方針のうち「福祉社会における福祉課題

を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：情報社会と情報倫理 

ISBN：978-4621081242 

出版社：丸善 

著者名：梅本吉彦 

価格（税抜）：2,835 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（90％）、授業での積極性（10％）によって評価する。 

 

質問・相談の受付方法 

出席カード（振り返りシート）に記載のこと、出席カードに記載した質問事項は、授業中に

回答する。 

また講義終了後も受け付ける。 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠席し

た授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席して下さい。 

 

準備学習について 
授業レジュメを配布します。配布レジュメと授業ノートをもとに６０分程度の復習をし、内

容を理解した上で、次の授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： マルチメディア表現演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ さまざまなソフトを利用・活用して、ソフト習得を通して、マルチメディア表現技法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       授業の位置付けと授業内容の説明 

             授業概要の説明 

             事前ソフトウェア操作力試験 

第２回       マルチメディア表現演習基礎① 

             ＷＯＲＤ等のソフトウェアを使用して、チラシ、ポスタ作成等の文書表現 

             の基礎を学習する。 

第３回       マルチメディア表現演習基礎② 

             ＷＯＲＤ等のソフトウェアを使用して、チラシ、ポスタ作成等の文書表現 

             の基礎を学習する。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第４回       マルチメディア表現演習基礎③ 

             ＷＯＲＤ等のソフトウェアを使用して、チラシ、ポスタ作成等の文書表現 

             の基礎を学習する。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

 

第５回       マルチメディア表現演習基礎④ 

             ＷＯＲＤ等のソフトウェアを使用して、チラシ、ポスタ作成等の文書表現 

             の基礎を学習する。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第６回       マルチメディア表現演習基礎⑤ 

             ＷＯＲＤ等のソフトウェアを使用して、チラシ、ポスタ作成等の文書表現 

             の基礎を学習する。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

              

 

第７回       マルチメディア表現演習応用① 

             さまざまなソフトウェアを使用して表現力を身に着ける。 

第８回       マルチメディア表現演習応用② 

             さまざまなソフトウェアを使用して表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

              

 

第９回       マルチメディア表現演習応用③ 

             さまざまなソフトウェアを使用して表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 



第 10回       マルチメディア表現演習応用④ 

             さまざまなソフトウェアを使用して表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第 11回       マルチメディア表現演習応用⑤ 

             プレゼンテーションソフトを基本に、さまざまなソフトウェアを使用して 

             表現力を身に着ける。 

第 12回       マルチメディア表現演習応用⑥ 

             プレゼンテーションソフトの機能と、さまざまなソフトウェアを使用して 

             表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第 13回       マルチメディア表現演習応用⑦ 

             プレゼンテーションソフトの機能と、さまざまなソフトウェアを使用して 

             表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第 14回       マルチメディア表現演習応用⑧ 

             プレゼンテーションソフトの機能と、さまざまなソフトウェアを使用して 

             表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

第 15回       マルチメディア表現演習応用⑨ 

             プレゼンテーションソフトの機能と、さまざまなソフトウェアを使用して 

             表現力を身に着ける。 

             前回学習内容より使用機能レベルが上がります。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）ＷＯＲＤ、ＥＸＣＥＬ、ペイントソフト、プレゼンテーションソフトを活用して、

効果的な文書表現やプレゼンテーション資料の作成方法を学習する。 

（到達目標）さまざまなソフトを利用・活用し、マルチメディア表現ができる。 

（学位授与方針）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与方針のうち「福祉課題

を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 適宜、プリントを配布 

参考文献 竹島愼一郎著「見える企画書＆プレゼンの極意」ASCII 他 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

提出課題の完成度（90％）と授業での積極性（10％）によって評価する。 

毎時間課題が提示されます。課題を必ず消化すること。時間内にできなかった場合には、自

宅学習や次回授業に早めにきて課題消化してください。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】「情報リテラシー」および「表計算演習」を履修、またはそれと同等の知識を

有すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

１．履修者は 30 名以内とし、履修希望者が多い場合は選抜としますので、1回目の授業に必

ず出席してください。 

２．遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠

席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席して下さい。 

 



準備学習について 

授業は積み重ねて進んでいきますので、毎回、授業の内容を復習し、理解した上で、次の授

業に臨んでください。自宅等のパソコンを使用して毎回の課題が確実に解決できるよう６０

分以上の予習や復習をしてください。 



 

講義科目名称： マルチメディア表現演習Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 
プレゼンテーションソフトによるマルチメディア表現を活用した効果的なプレゼンテーシ

ョン技法を習得する。 

授業計画 

第１回       効果的なスライド作成① 

             カウントダウンのスライド作成 

第２回       効果的なスライド作成② 

             カウントダウンのスライド作成 

第３回       効果的なスライドの作成③ 

             課題にしたがってスライド作成 

第４回       効果的なスライドの作成④ 

             課題にしたがってスライド作成 

第５回       効果的なスライドの作成⑤ 

             課題にしたがってスライド作成 

第６回       効果的なスライドの作成⑥ 

             課題にしたがってスライド作成 

第７回       効果的なスライドの作成⑦ 

             課題にしたがってスライド作成 

第８回       効果的なスライドの作成⑧ 

             課題にしたがってスライド作成 

第９回       効果的なスライドの作成⑨ 

             課題にしたがってスライド作成 

第 10回       効果的なスライドの作成⑩ 

             課題にしたがってスライド作成 

第 11回       効果的なスライドの作成⑪ 

             課題にしたがってスライド作成 

第 12回       効果的なスライドの作成⑫ 

             課題にしたがってスライド作成 

第 13回       効果的なスライドの作成⑬ 

             課題にしたがってスライド作成 

第 14回       課題のプレゼンテーション① 

第 15回       課題のプレゼンテーション② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）前期で学修したことをもとに、プレゼンテーションソフトを使用して課題を制作す

る。 

（到達目標）プレゼンテーションソフトを使いこなせること。 

（学位授与方針）この科目の履修を通じて。社会福祉学部の学位授与方針のうち、「福祉課

題を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 適宜、プリントを配布 

参考文献 適宜、授業中に紹介 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

提出課題の完成度とプレゼンテーション（90％）および授業での積極性（10％）によって評

価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】「マルチメディア表現演習Ａ」を履修していること。またはそれと同等の知識

を有すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

１．履修者は 30 名以内とし、履修希望者が多い場合は選抜としますので、1回目の授業に必

ず出席してください。 

２．遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠

席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席してください。 

 

準備学習について 

授業は積み重ねて進んでいきますので、毎回、授業の内容を復習して疑問点等を確認し、疑

問点等がある場合は、次の授業で問題解決に向けて質問できるように準備して授業に臨んで

ください。 

毎授業後、課題の進捗具合を見て、次回授業開始前までに少なくとも 30分以上、課題に取

り組むこと。 



 

講義科目名称： 情報と職業 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 情報社会と情報技術の動向を認識し、その中での人材と職業観について学修する。 

授業計画 

第１回       授業の位置付けと授業内容の説明 

             情報と職業の授業について 

             日本の雇用情勢と課題 

第２回       社会を取り巻くＩＴ環境① 

             社会を取り巻くＩＴ環境 

             日本の成長戦略とＩＴ 

第３回       社会を取り巻くＩＴ環境② 

             第４次産業革命 

             ＡＩ（人工知能）と私たちの社会 

             ディジタルトランスフォーメイション 

第４回       ＡＩにおける主要な職業的論点と職業 

             ＡＩの技術と労働補完 

             ＡＩによる産業構造の変化 

第５回       ＩＯＴ社会と職業 

             ＩＯＴとは 

             ＩＯＴ社会と私たち 

             ＩＯＴ社会における雇用と職業 

第６回       ＩＯＴ、ビッグデータ、ＡＩ 

             ＩＯＴの構成要素 

             ＩＯＴとビッグデータ 

             ＩＯＴとビッグデータとＡＩ 

第７回       ディジタルフォーメイション社会 

             ディジタルトランスフォーメイションとは 

             ディジタルトランスフォーメイション社会と私たち 

第８回       第４次産業革命時代に求められる人材 

             第４次産業革命時代の政府戦略 

             第４次産業革命時代における人材育成 

第９回       労働力減少時代のＩＴ人材動向 

             情報技術と私たち 

             ＩＴ人材不足の要因と課題 

第 10回       データ駆動型社会と私たち 

             データ駆動社会とは 

             データ駆動社会における人材 

 

第 11回       クラウドコンピューティング 



 

             クラウドとは 

             クラウドコンピューティングと私たちの社会 

第 12回       ＩＣＴと社会 

             ＩＣＴ活用社会の現状と未来 

             ＩＣＴを取り巻く人材環境 

             ＩＣＴ社会に必要な技術・知識と人材 

第 13回       セキュリティと社会 

             セキュリティとは 

             セキュリティ対策 

             セキュリティー人材の必要性 

第 14回       インターネットを取り巻く産業と人材 

             インターネットと職業 

             インターネットと人材 

第 15回       ＳＮＳ産業と人材 

             ＳＮＳ産業 

             ＳＮＳ産業と人材 

第１６回     まとめ 

             情報と職業についてのまとめと試験を行う。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）情報化は、産業、労働、政治、地域、生活、文化など、あらゆる分野に波及してい

る。このような情報化の現状を社会情勢の推移および科学技術の発展から検討し、職業観・

勤労観の変遷と変容について学修する。 

（到達目標）日本および世界における情報社会とその動向、情報社会を支える人材について

理解する。 

（卒業認定・学位授与方針）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のう

ち、「福祉課題を解決に導くための知識･技術」を身につけることができる。 

テキスト 指定しない。授業レジュメ（プリント）を配布 

参考文献 適宜、授業中に紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（90％）および授業での積極性（10％）によって評価する。 

質問・相談の受付方法 
講義終了後受け付ける。授業出席カードに質問事項を記載しても良い。この場合授業中に回

答する。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
遅刻、欠席のないようにして下さい。やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠席し

た授業の内容を確認し、自習してから次の授業に出席して下さい。 

準備学習について 
適宜、プリントを配布しますので、配布プリントを含めて６０分程度復習し、内容を理解し

た上で、次回の授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 現代社会と福祉Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾 敦史 

テーマ 人間社会の諸相との関連から、福祉の理念や福祉政策の基本的枠組みを理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、現代社会における福祉制度と福祉政策  

第２回       福祉の原理をめぐる理論と哲学（「人間」の多面的理解、人間の尊厳、自立・

自律） 

第３回       福祉の原理をめぐる理論と哲学（権利擁護・アドボカシー、人権尊重） 

第４回       福祉の原理をめぐる理論と哲学（身体的・精神的・社会的な自立支援等概念

と意義） 

第５回       福祉制度の発達過程（１）イギリス 救貧法から貧困調査 

第６回       福祉制度の発達過程（２） アメリカ ニューディール政策 そして日本の

戦後 

第７回       福祉政策におけるニーズと資源（１） ニーズとは何か  

第８回       福祉政策におけるニーズと資源（２） 官僚制と専門主義 

第９回       福祉政策の課題（１） 選別主義と普遍主義 

第 10回       福祉政策の課題（２） 福祉多元主義（福祉ミックス） 

第 11回       福祉政策の構成要素（１） 社会福祉の法体系 

第 12回       福祉政策の構成要素（２） 国と地方の関係 福祉の地方分権 

第 13回       福祉政策と関連政策（１） 住宅と福祉 

第 14回       福祉政策と関連政策（２） 労働・雇用と福祉 

第 15回       福祉政策と関連政策（３） 経済政策と福祉 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会環境の変化に伴い、福祉専門職が関わる範囲は広がりつつあり、他分野

との連携も必要となる。それだけに、専門職が自らの寄って立つ基盤となる福祉の基本的枠

組みに関する学習は欠かせない。現代社会の問題、福祉制度の発展過程、理念と意義等につ

いて、日常的な生活の営みの中から考え、原理的に理解することを目的とする。 

【到達目標】人間社会の諸相との関連から、福祉の理念や福祉政策の基本的枠組みを理解す

ることができる。 

【卒業認定方針との関係】福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・

技術を身につけている。 

テキスト 

『横浜発 助けあいの心がつむぐまちづくり 地域福祉を拓いてきた 5人の女性の物語』（横

浜市社会福祉協議会企画監修、西尾敦史著、2017年 10月、ISBN：9784623078523、ミネルヴ

ァ書房、1,800円税別）および 

ワークブック『現代社会と福祉Ａ』（西尾作成・授業で配布）を使用します。 

参考文献 
「現代社会と福祉[第 2版] (MINERVA社会福祉士養成テキストブック)」ミネルヴァ書房、「厚

生労働白書」、「あなた自身の社会―スウェーデンの中学教科書」等、その都度紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

ワークシートの記述内容・授業に臨む態度を加味しつつ、レポート（50%）と期末試験（50%）

により評価する。 

毎回の授業におけるワークの取り組み発表へのコメントを行い、また授業終了時に疑問・質

問等を受けつける。 

 



質問・相談の受付方法 

毎回の授業で配布するワークシート（レスポンスカード）などを積極的に記入してほしい。

また、オフィスアワーを利用してほしい。授業終了後の教室で、もしくはメール（後日連絡）

でも受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】社会福祉士国家試験受験資格を得るための必須科目であり、相談援助実習（実

習指導を含む）履修の前提科目でもあるので、その点も考慮して履修登録を確実に行うこと。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】  キャリアデザインカレッジ【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

通常の講義形態を基本としながら、参加型・対話型の授業をとりいれて行う。 

主体的な参加、積極的な発言・質問を期待する。 

 

準備学習について 

日常の生活と社会の制度に関心をもち、意識化しつつ、その相互の関係について考察をする

こと。毎回の授業のテーマ領域に関して、ミクロからマクロに至る視点を幅広くもち、私領

域と公領域における問題や可能性について問題意識をもつように心がけること。授業で指示

した内容について、予習 2時間、復習 2時間。 



 

講義科目名称： 現代社会と福祉Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾 敦史 

テーマ 前期の学習成果を踏まえ、福祉を構成する諸要素の理解を深める。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、相談援助活動と福祉政策の関係 

第２回       社会福祉対象の把握方法 

第３回       社会福祉援助の具体的な形態と方法（１） グループ・小集団実践 

第４回       社会福祉援助の具体的な形態と方法（２） マクロ・プラクティス 

第５回       社会福祉援助活動における専門性と倫理（専門性と専門職の内容） 

第６回       社会福祉援助活動における専門性と倫理（保健・医療等関連分野の専門職と

の連携） 

第７回       社会福祉援助活動における専門性と倫理（社会福祉援助活動と倫理） 

第８回       社会福祉士及び介護福祉士法の意義と内容 

第９回       社会福祉関係法制と実施体制及び財政の概要（社会福祉事業法） 

第 10回       社会福祉関係法制と実施体制及び財政の概要（福祉法及び関連法規の相互関

係） 

第 11回       社会福祉関係法制と実施体制及び財政の概要（社会福祉の実施体体制） 

第 12回       社会福祉関係法制と実施体制及び財政の概要（社会福祉の財政と費用負担） 

第 13回       社会福祉をめぐる我が国及び諸外国の動向（１）社会的排除とインクルージ

ョン 

第 14回       社会福祉をめぐる我が国及び諸外国の動向（２）福祉レジームの３類型 

第 15回       社会福祉をめぐる我が国及び諸外国の動向（３）日本の社会福祉の展望 

期末試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会環境の変化に伴い、福祉専門職が関わる範囲は広がりつつあり、他分野

との連携も必要となる。それだけに、専門職が自らの寄って立つ基盤となる福祉の基本的枠

組みに関する学習は欠かせない。現代社会の問題、福祉制度の発展過程、理念と意義等につ

いて、日常的な生活の営みの中から考え、原理的に理解することを目的とする。 

【到達目標】人間社会の諸相との関連から、福祉の理念や福祉政策の基本的枠組みを理解す

ることができる。 

【卒業認定方針との関係】福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・

技術を身につけている。 

テキスト 

『横浜発 助けあいの心がつむぐまちづくり 地域福祉を拓いてきた 5人の女性の物語』（横

浜市社会福祉協議会企画監修、西尾敦史著、2017年 10月、ISBN：9784623078523、ミネルヴ

ァ書房、1,800円税別 前期 Aで購入済）および 

ワークブック『現代社会と福祉 B』（西尾作成・授業で配布）を使用します。 

参考文献 

「現代社会と福祉[第 2版] (MINERVA社会福祉士養成テキストブック)」ミネルヴァ書房 

「厚生労働白書」、「あなた自身の社会―スウェーデンの中学教科書」等、その都度紹介す

る。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

ワークシートの記述内容・授業に臨む態度を加味しつつ、レポート（50%）と期末試験（50%）

により評価する。 

毎回の授業におけるワークの取り組み発表へのコメントを行い、また授業終了時に疑問・質

問等を受けつける。 



質問・相談の受付方法 

毎回の授業で配布するワークシート（レスポンスカード）などを積極的に記入してほしい。

また、オフィスアワーを利用してほしい。授業終了後の教室で、もしくはメール（後日連絡）

でも受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】社会福祉士国家試験受験資格を得るための必須科目であり、相談援助実習（実

習指導を含む）履修の前提科目でもあるので、その点も考慮して履修登録をすること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

通常の講義形態を基本としながら、参加型・対話型の授業をとりいれて行う。 

主体的な参加、積極的な発言・質問を期待する。 

 

準備学習について 

日常の生活と社会の制度に関心をもち、意識化しつつ、その相互の関係について考察をする

こと。毎回の授業のテーマ領域に関して、ミクロからマクロに至る視点を幅広くもち、私領

域と公領域における問題や可能性について問題意識をもつように心がけること。授業で指示

した内容について、予習 2時間、復習 2時間。 



 

講義科目名称： 社会理論と社会システム 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 社会システムの視点に立って現代社会を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       現代社会の理解(1) 社会システム 

第３回       現代社会の理解(2) 法と社会システム 

第４回       現代社会の理解(3) 経済と社会システム 

第５回       現代社会の理解(4) 社会変動と社会構造の変容 

第６回       現代社会の理解(5) 人口 

第７回       現代社会の理解(6) 地域 

第８回       生活支援と福祉 

第９回       現代社会の理解(7) 社会集団及び組織（社会、組織） 

第 10回       家庭生活の基本機能 

第 11回       生活の理解(1) 家族 

第 12回       生活の理解(2) 生活の捉え方 

第 13回       ライフスタイルの変化 

第 14回       人と社会の関係 

第 15回       社会問題の理解 社会問題の捉え方と具体的な社会問題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

社会システムの視点から、法や経済と社会システムの関係や、その社会変動、人口問題、各

種集団、組織を取り上げる。また家族や生活のとらえ方から今日の生活の理解や人と社会の

関係、社会問題の理解についても考察する。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 1 『社会理論と社会システム』 

ISBN-10: 4805839309 

ISBN-13: 978-4805839300 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,625 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めます。そのために学生の

皆さんとの情報交換を大切にしていきます。 

準備学習について 
国家試験対策のため、過去問や練習問題に馴染んでください。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 心理学理論と心理的支援 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川 翔大 

テーマ 人間の心の仕組みや心理学に関する基本的知識を学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       心理学の特徴と歴史 

第３回       心と脳 

第４回       知覚と認知 

第５回       学習、条件づけ 

第６回       動機づけ、欲求 

第７回       記憶、感情 

第８回       自己概念、性格、知能 

第９回       対人心理、集団 

第 10回       発達と心理 

第 11回       ストレスと適応 

第 12回       心理アセスメント① 

第 13回       心理アセスメント② 

第 14回       カウンセリング・心理療法① 

第 15回       カウンセリング・心理療法② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の国家試験に出題範囲の心理学の

知識を学ぶ。主なテーマは、①人間の心の仕組みについての心理学的理解、②人の成長・発

達と心理、③日常生活と心の健康、④心理的支援の方法と実際、などである。原則として教

科書に沿って授業を進めていく。 

【到達目標】心理学に関する①～⑤のテーマについて理解し、専門用語について説明できる。

日常生活や対人援助場面の事柄について、心理学の観点から考えることができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「ソーシャルワーカーとしての知識・技能」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：社会福祉学習双書 11心理学 2018 心理学理論と心理的支援 

ISBN：978-4-7935-1256-8 

出版社：全国社会福祉協議会 

著者名：『社会福祉学習双書』編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（80％）、授業毎の感想レポート（20％）によって評価する。感想レポートに対す

る総評は、次回の授業で口頭で伝える。期末試験に関するフィードバックは学内制度（成績

問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

この授業は精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士の国家試験科目です。授業中に迷惑行

為（私語など）を行う場合は、厳重に注意をすると共に、場合によっては退室を命じること

もあります（その場合は欠席扱い）。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、復習と

してテキストの学習した内容を読む（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 人体の構造と機能及び疾病 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 高橋 伸江 

テーマ 人体の基本的な構造と仕組み、および関連した疾患について理解を深める。 

授業計画 

第１回       身体の成長・発達 

第２回       精神の成長・発達 

第３回       老化 

第４回       からだのしくみの基礎①―人体部位の名称、各器官等の構造と機能 

第５回       からだのしくみの基礎②―生命の維持・恒常のしくみ 

第６回       からだのしくみの基礎③―ボディメカニクス、関節の可動域 

第７回       国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）から国際生活機能分類（ＩＣＦ）への変遷 

第８回       心身機能と身体構造、活動、参加の概念 

第９回       環境因子と個人因子の概念 

第 10回       健康状態と生活機能低下の概念 

第 11回       健康の概念 

第 12回       疾病の概要 

第 13回       障害の概要 

第 14回       精神疾患の診断・統計マニュアル（DSM-Ⅳ）の概要 

第 15回       リハビリテーションの概念と範囲 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

高齢者や障害者の生活を支援していくためには、人体の構造と機能、関連した疾患を理解す

ることは重要である。本授業では人間の成長と発達過程、人体の基本的な構造と仕組み、代

表的な疾患、およびリハビリテーションについて学ぶ。本授業の目的は、心身の成長・発達・

老化、身体の構造・機能、ICF、健康・疾病・障害・リハビリテーションの概念について理

解を深めることである。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 人体の構造と機能及び疾病 第３版 

ISBN：978-4-8058-5100-5 

出版社：中央法規  

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税込）：2,376 円 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験での評価：５０％ 

授業での態度等：５０％ 

 

質問・相談の受付方法 教室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 覚えることが多くて大変ですが、頑張ってください。 

準備学習について 予習・復習を十分にすることが望まれます。 



 

講義科目名称： 社会調査の基礎 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 社会調査法の基礎知識 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       社会福祉と社会調査 

第３回       社会調査の概要 

第４回       量的調査の方法① 量的調査の特徴と種類 

第５回       量的調査の方法② 調査票の作成方法と留意点 

第６回       量的調査の方法③ 調査票の配布と回収 

第７回       量的調査の方法④ 量的調査におけるデータ解析 

第８回       質的調査の方法① 質的調査の特徴と種類 

第９回       質的調査の方法② 調査設計と手続き 

第 10回       質的調査の方法③ 調査手法と実施 

第 11回       質的調査の方法④ 質的調査におけるデータ分析 

第 12回       社会調査における倫理と個人情報保護 

第 13回       社会調査の実施にあたっての ITの活用方法 

第 14回       社会科学としての社会福祉 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

社会調査とは、社会あるいは社会事象に関して、客観的な知識を得るための技法である。本

講義では福祉領域、いわゆる社会福祉調査法について教授する。わが国では社会福祉領域の

発展に伴い、その重要性がますます高まっている。社会福祉の実践者となる者は、社会の諸

問題を発見するための調査技法を身に付け、社会調査法を用いた様々な情報を正しく理解す

る技術が必要である。 

本講義は、社会調査の意義と目的及び方法を概説し、統計法の概要、社会調査における倫理

や個人情報保護、量的、質的調査方法の理解を目的とする。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 1 『社会調査の基礎』 

ISBN： 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,625 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末の筆記試験で評価する（100％） 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 

・小テスト票の質問欄に記載があれば、次回の講義内で回答。 

・月曜を除く時間帯に研究室（研究室棟 203号）にて、不在の場合は携帯電話、又は次のア

ドレスでも受け付ける（iwamoto@suw.ac.jp） 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
学生の皆さんが楽しく、そして解りやすい授業を展開するよう努めます。そのために学生の

皆さんとの情報交換を大切にしていきます。 

準備学習について 
国家試験対策のため、過去問や練習問題に馴染んでください。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 相談援助の基盤と専門職Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ 相談援助の基礎を学ぶ 

授業計画 

第１回       社会福祉士の役割と意義 (第 1章 第 1節の 1、2) 

第２回       現代社会と地域生活 (第 1章 第 1節の 3、4と第 2節の 1、2) 

第３回       相談援助の定義と構成要素 (第 1章 第 2節の 4、5、6、7と第 2章の 1、2) 

第４回       相談援助の定義と構成要素(第 2章 第 2節の 1、2) 

第５回       ソーシャルワーカー (第 2章 第 2節の 3) 

第６回       社会資源(第 2章 第 2節の 4) 

第７回       相談援助の形成過程、ソーシャルワーク前史(第 3章 第 1節の 1) 

第８回       慈善組織協会（COS）、セツルメント(第 3章 第 1節の 2、3、4) 

第９回       ソーシャルワークの基礎確立期、ケースワークの確立(第 2章 第 2節の 1) 

第 10回       専門化するソーシャルワーク、世界恐慌とソーシャルワーク(第 2節の 1,2) 

第 11回       ソーシャルワークの発展期(第 4章 第 1節の 1、2、3、4) 

第 12回       ソーシャルワークの展開(1950 年代なかば～1960 年代) (第 2節の 1、2) 

第 13回       ソーシャルワークのモデルの乱立(第 4章 第 2節の 3) 

第 14回       ソーシャルワークの統合化とジェネラリスト・ソーシャルワーク(第 4章 第

3節の 1) 

第 15回       ジェネラリスト・ソーシャルワーク(第 3節の 2)、前期のまとめと質疑応答 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）1. 社会福祉士の役割と意義について理解する。 

    2. ソーシャルワークの形成過程について理解する。 

    3. 総合的かつ包括的な援助・地域を基盤としたソーシャルワーク(ジェネラリス

ト・ソーシャルワーク)につ  

     いて理解する。 

（到達目標）ソーシャルワーカーの役割、ソーシャルワークの構成要素や形成過程（歴史）

などについて理解する。 

 

（特記事項）毎回小テストを実施し、次回授業開始時に小テストの解説を実施する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、ソーシャルワーカーとしての価値、倫理、役割を身に着けることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新社会福祉士養成講座『相談援助の基盤と専門職 第 3版』 

ISBN：978-4-8058-5102-9 

出版社：中法法規 2015年 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

小テストと学期末試験 80％(配点 40％：40％) 

授業での積極性（20％） 

 

 



質問・相談の受付方法 講義終了後あるいはオフィスアワーを利用する。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 
毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、提示された予習・復習を行うこと（1時

間ずつ） 



 

講義科目名称： 相談援助の基盤と専門職Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ 
社会福祉士の基本的性格、相談援助の価値基盤、ソーシャルワーク倫理綱領、地域を基盤と

したソーシャルワークを学ぶ。 

授業計画 

第１回       相談援助の理念、ソーシャルワーカーと価値（第 5章 第 1節の 1、2） 

第２回       ソーシャルワーク実践と価値(第 5章 第 2節の 1、2） 

第３回       ソーシャルワーク専門職として身につける価値 (第 5章 第 2節の 3) 

第４回       ソーシャルワーク実践と権利擁護(第 5章 第 3節の 1～6) 

第５回       クライエントの尊厳と自己決定(第 6章 第 1節の 1、2、3) 

第６回       ノーマライゼーションと社会的包摂 (第 6章 第 2節の 1、2、3) 

第７回       専門職の概念、倫理綱領の意義と内容（第 7章 第 1節、第 2節の 1～3） 

第８回       ソーシャルワーク実践における倫理綱領の活用、実践における倫理的ジレン

マ（第 1節の 1、2、第 3節の 1、2） 

第９回       総合的かつ包括的な相談援助の全体像（第 8章 第 1節の 1、2） 

第 10回       地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座、八つの機能（第 8章 第

2節、第 3節） 

第 11回       総合的かつ包括的な相談援助を支える理論（第 9章 第 1節、第 2節） 

第 12回       相談援助専門職の概念（第 10章 第 1節の 1、2） 

第 13回       ソーシャルワークの職能団体の役割（第 10章 第 1節の 3、第 2節の 1、2） 

第 14回       民間施設・組織における専門職、総合的かつ包括的な相談援助における専門

的機能（第 10章 2節の 3、4、第 11章） 

第 15回       関連事例、後期のまとめと質疑応答 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）1. 専門性について理解する。2. 相談援助の対象と担い手について理解する。 

    3. 総合的かつ包括的な相談援助について理解する。 

（到達目標）ソーシャルワーカーとして、専門性や専門性の倫理、総合的かつ包括的な相談

援助の必要性や内容について 

      理解する。 

（特記事項）毎回小テストを実施しし、次回授業開始時に小テストの解説を実施する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連） 

 この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、ソーシャルワーカーの

専門性や倫理綱領などについ  

 て身に着ける。 

 

テキスト 

テキスト名：新社会福祉士養成講座『相談援助の基盤と専門職 第 3版』 

ISBN：978-4-8058-5102-9 

出版社：中法法規 2015年 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

小テストと学期末試験 80％(配点 40％：40％) 

授業での積極性（20％） 

 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後あるいはオフィスアワーを利用する。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 
毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、示された予習・復習内容を行うこと（1

時間ずつ） 



 

講義科目名称： 相談援助の理論と方法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ ソーシャルワークの構成要素、相談援助の構造、機能、援助関係、援助過程を学ぶ。 

授業計画 

第１回       相談援助の定義と枠組みと具体的な事例を通じてソーシャルワーカーの役割

(第 1章 1節、2節) 

第２回       ソーシャルワークを構成する要素-「価値」「知識」「方法」-(第 1章 3節) 

第３回       ソーシャルワークの職場、ソーシャルワーカーが所属する組織 (第 1章 4

節、5節) 

第４回       ソーシャルワークの構造 (第 2章 1節) 

第５回       ソーシャルワークにおけるニーズ (第 2章 2節) 

第６回       ソーシャルワークの機能、人と環境 (第 2章 3節、第 3章） 

第７回       援助関係の意義、援助関係の形成に影響する要因 (第 4章 1節、2節) 

第８回       援助構造と援助関係、援助関係の質、実践領域(第 4章 3節、4節、5節) 

第９回       相談援助の展開過程の流れ、ケース発見 (第 5章 1節、2節) 

第 10回       インテーク、問題把握、ニーズ確定(第 5章 3節、4節) 

第 11回       アセスメントと支援目標の設定 (第 5章 5節、6節) 

第 12回       支援計画の作成、支援計画の実施 (第 5章 7節、8節) 

第 13回       モニタリング、再アセスメント (第 6章 1節、2節) 

第 14回       支援の終結、効果測定、アフターケア、サービス開発(第 6章 3節、4節) 

第 15回       アウトリーチ、前期のまとめと質疑応答 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）1. 相談援助の構造と機能、相談援助における援助関係について理解する。 

    2. 相談援助の過程とそれに係る知識と技術について理解する。 

（到達目標）ソーシャルワーカーとして、相談援助の機能、援助関係、展開過程などを身に

着ける。 

  

（特記事項）毎回小テストを実施し、次回授業開始の時に解説を実施する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連） 

 この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、相談援助の構造や機能、

援助過程などを身に着け  

 る。 

 

テキスト 

テキスト名：相談援助の理論と方法Ⅰ 

ISBN：978-4-8058-5103-6 

出版社：中央法規 3版 2015 年 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

小テストと学期末試験 80％(配点 40％：40％) 

授業での積極性（20％） 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後あるいはオフィスアワーを利用する。 



履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 多くの質問や学生の意見を求めます。 

準備学習について 
毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、提示された予習・復習を行うこと（1時

間ずつ） 



 

講義科目名称： 相談援助の理論と方法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ 相談援助の契約、介入、評価、モニタリング、面接、記録の技術の学習 

授業計画 

第１回       相談援助のための契約の意義と目的、方法と留意点 (第 8章 1節、2節) 

第２回       ソーシャルワークにおけるアセスメントの特徴、面接 (第 9章 1節) 

第３回       アセスメントで得るべき情報、情報の使い方 (第 9章 2節、3節) 

第４回       介入の意義、目的、方法、留意点 (第 10章 1節、2節) 

第５回       モニタリング、再アセスメントの手順・事例 (第 11章 1節、2節) 

第６回       効果測定、評価、サービス開発 (第 11章 3節、4節) 

第７回       相談援助における面接の目的と特性展開 (第 12章 1節) 

第８回       相談援助における面接の基本姿勢と展開 (第 12章 2節) 

第９回       相談援助における面接において用いる技術と面接の形態(第 12章 3節、4節) 

第 10回       相談援助のための記録の意義と活用目的(第 13章 1節) 

第 11回       相談援助のための記録の種類と活用 (第 13章 2節) 

第 12回       記録の方法と IT化、記録の実際例 (第 13章 3節、4節) 

第 13回       交渉意義と目的 (第 14章 1節) 

第 14回       交渉の方法と留意点(第 14章 2節) 

第 15回       後期のまとめと質疑応答 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）1. 相談援助のための契約、アセスメントの技術について理解する。 

        2. 相談援助のための介入、モニタリング、評価の技術について理解する。 

        3. 相談援助のための面接、記録、交渉の技術について理解する。 

（到達目標）ソーシャルワーカーとして、相談援助のための契約、アセスメント、介入、モ

ニタリング、評価、面接、 

      記録、交渉の技術を身に着ける。 

（特記事項）毎回小テストを実施し、次回授業開始の時に小テストの解説を実施する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連） 

 この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、ソーシャルワーカーと

しての契約、アセスメン   

 ト、介入、モニタリング、評価、面接などの理論や技術について身に着ける。 

 

 

テキスト 

テキスト名：相談援助の理論と方法Ⅰ 

ISBN：978-4-8058-5103-6 

出版社：中央法規 3版 2015 年 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

小テストと学期末試験 80％(配点 40％：40％) 

授業での積極性（20％） 

 

 



質問・相談の受付方法 講義終了後あるいはオフィスアワーを利用する。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 多くの質問や学生の意見を求めます。 

準備学習について 
毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、提示された予習・復習を行うこと（1時

間ずつ） 



 

講義科目名称： 相談援助の理論と方法Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡邊 英勝 

テーマ 相談援助実習・演習科目に連動した「実践能力」を身につけるための理論と方法を学ぶ 

授業計画 

第１回       相談援助における対象の理解 

              社会福祉援助活動の概念と定義 

第２回       相談援助の対象をどうとらえるか 

第３回       ケースマネジメント（ケアマネジメント）の基本・過程 

第４回       ケースマネジメントにおけるアセスメントの特徴  

第５回       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 

               

 

第６回       グループワークを活用した相談援助① グループを活用した相談援助 

第７回       グループワークを活用した相談援助② 自助グループを活用した相談援助 

第８回       コンサルテーションとは（中間テスト） 

第９回       コーディネーションの目的と意義・方法・技術・留意点 

第 10回       ネットワーキングの意義と目的・方法  地域福祉を推進する総合的なネッ

トワークの形成とシステム 

第 11回       相談援助における社会資源の活用・調整・開発の意義と目的・方法と留意点  

第 12回       ソーシャルアクションによるシステムづくり 

第 13回       さまざまな実践モデルとアプローチとその意味  治療モデル・生活モデ

ル・ストレングスモデル 

第 14回       ジェネラリスト・ソーシャルワークの展開と実践モデル 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）相談援助の実際場面において応用できる理論と方法の基本的事項を理解する。特に

相談援助における対象者への支援と実践理論との接点を知ることにより、相談援助の概念及

び実践理論がいかに現場実践に結びついているのかを体系的に学ぶ。 

（到達目標）ソーシャルワーカーとしての相談援助に関する知識を身につける。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとし

ての知識・技術を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 相談援助の理論と方法Ⅱ 第３版 

ISBN：978-4-8058-5104-3 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

（成績評価の基準・方法）①毎回のリアクションペーパー（小テスト含む）（５０％） 

            ②課題レポート（５０％） 

（フィードバックの方法）リアクションペーパーを回収した次の授業内で総評を口頭で伝え

及び質問に対し回答をする。 

 



質問・相談の受付方法 

①授業内で適宜、質問相談に応じる 

②レスポンスカード、リアクションペーパー 

③オフィスアワー 

履修条件 【希望的要件】相談援助の理論と方法Ａ～Ｂを単位取得済であることが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 本教科書での不足分は、適宜レジメ等のプリントを使用する。 

準備学習について 授業毎にテキストを読み、２時間以上予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 相談援助の理論と方法Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡邊 英勝 

テーマ 相談援助実習・演習科目に連動した「実践能力」を身につけるための理論と方法を学ぶ 

授業計画 

第１回       相談援助の理論と方法Ｃ（前期）のふりかえり 

第２回       心理的アプローチ、機能的アプローチ 

第３回       問題解決アプローチ 

第４回       課題解決アプローチ 

第５回       危機介入アプローチ 

第６回       行動変容アプローチ 

第７回       エンパワメントアプローチ、ナラティブアプローチ、その他の実践アプロー

チ 

第８回       スーパービジョンの意義と目的・方法と留意点 

第９回       コンサルテーションとは(目的と意義)・中間テスト 

第 10回       ケースカンファレンスの技術 

第 11回       ケースカンファレンスの実際 

第 12回       相談援助における個人情報の保護、通信技術の活用 

第 13回       事例研究の意義・方法と留意点 

第 14回       事例分析の目的と意義・方法と留意点 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）相談援助の実際場面において応用できる理論と方法の基本的事項を理解する。特に

相談援助における対象者への支援と実践理論との接点を知ることにより、相談援助の概念及

び実践理論がいかに現場実践に結びついているのかを体系的に学ぶ。 

（到達目標）ソーシャルワーカーとしての相談援助に関する知識を身につける。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとし

ての知識・技術を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 相談援助の理論と方法Ⅱ 第３版 

ISBN：978-4-8058-5104-3 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

（成績評価の基準・方法）①毎回のリアクションペーパー（小テスト含む）（５０％） 

            ②課題レポート（５０％） 

（フィードバックの方法）リアクションペーパーを回収した次の授業内で、総評を口頭で伝

え及び質問に対し回答をする。 

質問・相談の受付方法 

①授業内で適宜、質問相談に応じる 

②リアクションペーパー 

③オフィスアワー 

履修条件 【必須要件】前期に相談援助の理論と方法Ｃを履修中または単位取得済であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 本教科書での不足分は、適宜レジメ等のプリントを使用する。 

準備学習について 授業毎にテキストを読み、２時間以上予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 地域福祉の理論と方法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 青山 登志夫 

テーマ 

地域住民の生活の変容をふまえた社会福祉制度の変化、地域社会のニーズ、地域福祉を形成

した思想・理念、地域福祉を推進する政策・制度、要支援者の地域自立生活を支援する実践

の現状の理解をする。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業の目的と進め方、地域福祉推進の政策動向 

第２回       行政と住民の協働による新しい福祉としての地域福祉の形成 

第３回       福祉コミュニティ・地域共生社会の考え方と地域福祉の主体の形成 

第４回       地域福祉理論の発展 

第５回       地域のとらえ方と福祉圏域 

第６回       地域福祉の推進と福祉教育の概念と内容 

第７回       福祉教育の視点と方法 

第８回       地域福祉推進と社会福祉協議会の歩み 

第９回       地域福祉推進と社会福祉協議会の役割と実際 

第 10回       社会福祉法人・特定非営利活動法人の役割と実際 

第 11回       民生委員・児童委員の役割と活動 

第 12回       コミュニティソーシャルワークの特徴と機能 

第 13回       コミュニティソーシャルワークの展開方法 

第 14回       コミュニティソーシャルワークとチームアプローチ 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

地域福祉は、２０００年の社会福祉法制定で「地域福祉の推進」が法律の中に位置づけられ、

社会福祉制度の中では比較的新しい研究分野である。さらに、２０１７年には社会福祉法改

正において地域共生社会づくりが喫緊の課題となっている。 

地域社会を基盤にした「住民参加」「ともに生きる社会づくり」など地域福祉の理念・考え

方をふまえ、要支援者の自立地域生活を支える福祉コミュニティ形成のあり方を学ぶ。 

地域社会を基盤とした生活課題の把握及び解決に取り組むソーシャルワークの知識・支援ス

キルの習得が図られる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座９巻「地域福祉の理論と方法―地域福祉論」第３版 

ISBN：978-4-8058-5105-0 

出版社：中央法規出版 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 

１）「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告」 厚生労働省 ２００８年３月 

２）「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会報告」 

厚生労働省 ２０１７年  ９月 

３）「コミュ二ティソーシャルワークの理論と方法」 特定非営利活動法人 日本地域福祉

研究所 ２０１４年１２月 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①学習態度 ２５％ 

②３回程度の小テスト ２５％ 

③期末テスト ５０％ 

質問・相談の受付方法 水曜日の午後１時～２時を利用してください。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

社会福祉士等の福祉専門職は、社会福祉システムのメインストリームである「地域福祉」の

理論と方法を習得することは必須であり、地域福祉を創造する一員としての学びをしてほし

い。 

準備学習について 

授業計画によって事前に提示されている各回のテーマについて、教科書、参考文献や新聞記

事等を調べ、わからない用語をチェックしておくなど、事前学習することと同時に、授業該

当テーマを教科書と授業時配布レジュメをもとに振り返りを行うこと。 



 

講義科目名称： 地域福祉の理論と方法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 青山 登志夫 

テーマ 

地域住民の生活の変容をふまえた社会福祉制度の変化、地域社会のニーズ、地域福祉を形成

した思想・理念、地域福祉を推進する政策や制度、地域の要支援者を支援する実践活動の現

状を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業の目的、進め方 

第２回       ソーシャルサポートネットワークの考え方と展開方法 

第３回       社会資源の活用法とコーディネート 

第４回       社会資源・福祉サービスの開発 

第５回       住民主体の小地域福祉活動の意義と機能 

第６回       地域福祉推進と住民参加 

第７回       福祉サービス利用者の生活課題の特徴と把握方法 

第８回       福祉サービス利用者の生活課題の支援方法と実際 

第９回       地域トータルケアシステムの必要性と考え方 

第 10回       地域福祉実践と福祉情報 

第 11回       福祉サービスの第三者評価事業の目的と評価方法 

第 12回       大規模災害と福祉的対応 

第 13回       全世代型・全対象型地域包括支援体制の考え方 

第 14回       生活困窮者の自立生活支援と新たな相談支援 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

地域福祉は、２０００年の社会福祉法制定で「地域福祉の推進」が法律の中に位置づけられ、

社会福祉制度の中では比較的新しい研究分野である。さらに、２０１７年には社会福祉法改

正において地域共生社会づくりが喫緊の課題となっている。 

地域社会を基盤にした「住民参加」「ともに生きる社会づくり」など地域福祉の理念・考え

方をふまえ、地域の要支援者の地域自立生活を支える福祉コミュニティ形成のあり方を学

ぶ。 

地域社会を基盤とした生活課題の把握及び解決に取り組むソーシャルワークの知識・支援ス

キルの習得が図られる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座９巻「地域福祉の理論と方法―地域福祉論」第３版 

ISBN：978-4-8058-5105-0 

出版社：中央法規出版 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 

１）「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告」 厚生労働省 ２００８年３月 

２）「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会報告」 

厚生労働省 ２０１７年 

   ９月 

３）「コミュ二ティソーシャルワークの理論と方法」 特定非営利活動法人 日本地域福祉

研究所 ２０１４年１２月 

 

 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①学習態度 ２５％ 

②３回程度の小テスト ２５％ 

③期末テスト ５０％ 



質問・相談の受付方法 水曜日の午後１時～２時を利用してください。 

履修条件 【必須要件】地域福祉の理論と方法Ａの単位取得済であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

社会福祉士等の福祉専門職は、社会福祉システムのメインストリームである「地域福祉」の

理論と方法を習得することは必須であり、地域福祉を創造する一員としての学びをしてほし

い。 

準備学習について 

授業計画によって事前に提示されている各回のテーマについて、教科書、参考文献や新聞記

事等を調べわからない用語をチェックしておくなど、事前学習することと同時に、授業該当

テーマを教科書と授業時配布レジュメをもとに振り返りを行うこと。 



 

講義科目名称： 福祉行財政と福祉計画 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 青山 登志夫 

テーマ 

地域共生社会の構築が必須となる国及び地方自治体における社会福祉行政及び財政（民生

費）のしくみと福祉計画の実際を理解し、併せて国と地方の役割の変化・地方分権・計画行

政・住民参加を学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業の概要、目的、進め方 

第２回       社会福祉行政の骨格と社会福祉の法制度 

第３回       国・地方自治体の社会福祉行政の組織 

第４回       財政と社会福祉、国の予算と社会保障関係費 

第５回       地方自治体の財政と民生費（社会福祉予算） 

第６回       社会福祉基礎構造改革 

第７回       社会福祉行政における専門諸機関の相談体制と相談過程 

第８回       社会福祉行政における専門諸機関及び専門職の役割 

第９回       社会福祉計画の法的位置づけ・目的と意義 

第 10回       福祉計画の種類、福祉計画の主体と作成方法 

第 11回       高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の視点と策定の実際 

第 12回       障がい者福祉計画・障がい福祉計画の視点と策定の実際 

第 13回       子ども子育て支援計画の視点と策定の実際 

第 14回       地域福祉計画策定の視点と策定の実際 

第 15回       まとめ これからの社会福祉行政のありかた 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

全世帯型・全対象型地域包括支援体制を展開する社会福祉行政の実施体制（国、都道府県、

市町村）の役割と主に福祉・介護に関す財政・財源の仕組みを国と地方自治体との関係も踏

まえて理解する。また、地域社会における福祉事業等を展開するための各種福祉計画の目的

や法的位置づけ、住民参加の意義を踏まえ、具体的な各種計画策定（地域福祉、子ども子育

て、介護、障がい）の実際を理解する。 

社会福祉行政の仕組み及び財政構造の知識、政策推進のための多様な福祉計画の知識・策定

手法の基本的な修得が図られる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座１０「福祉行財政と福祉計画」第５版 

ISBN：978-4-8058-5430-3 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①学習態度 ２５％ 

②３回程度の小テスト ２５％ 

③期末テスト ５０％ 

質問・相談の受付方法 水曜日の午後 1時～2時に研究室で対応する。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

この授業で社会保障や狭義の福祉にかかる行政、財政、計画に関する理論、内容、組織など

をしっかり学んでほしい。将来の福祉職場におけるリーダーを目指す人には必須の理解と知

識である。 

準備学習について 

授業計画によって事前に提示されている各回のテーマについて、教科書、参考文献や新聞記

事等を調べわからない用語をチェックしておくなど、事前学習することと同時に、授業該当

テーマを教科書と授業時配布レジュメをもとに振り返りを行うこと。 



 

講義科目名称： 福祉サービスの組織と経営 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 清水 将一 

テーマ 福祉サービスの組織と経営の基礎を学び、組織の主体者となる資質を養う 

授業計画 

第１回       福祉サービスにおける組織と経営、福祉サービスと制度 

第２回       法人 

第３回       社会福祉法人 

第４回       特定非営利活動法人 

第５回       その他の組織や団体 

第６回       戦略、事業計画 

第７回       組織、管理運営の基礎理論 

第８回       集団の力学に関する基礎理論、リーダーシップに関する基礎理論 

第９回       サービスマネジメント 

第 10回       サービスの質の評価 

第 11回       苦情対応とリスクマネジメント、サービス提供のあり方の方向性 

第 12回       人事・労務管理 

第 13回       人材育成 

第 14回       会計管理と財務管理 

第 15回       情報管理と戦略的広報 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

福祉サービスの組織についての概要および組織を管理運営していくうえでのサービスマネ

ジメント・人材マネジメント・財務マネジメントなどについて実践的経験もまじえながら講

義します。 

将来、組織に入った時に役立つことと、社会福祉士国家試験にも役立つことを目的とします。 

 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 11 「福祉サービスの組織と経営」第 5版 

ISBN：978-4-8058-5431-0 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・定期試験 100%で評価します。 

・他の学生の邪魔になる私語等が多い学生は授業からの退席を求めると共に成績としても反

映させます。 

 

質問・相談の受付方法 講義中、あるいは講義後、随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

より良い福祉サービスを提供するために、組織と経営はどうあるべきか？今後、ますますマ

ネジメントが必要になります。組織に入った時に、どうすべきかのヒントをつかんでいただ

ければと思っています。 

 

準備学習について 社会福祉士国家試験の過去問などで出題傾向を調べてください。 



 

講義科目名称： 社会保障Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林 哲也 

テーマ 社会保障の総論を学ぶ。 

授業計画 

第１回       人口動態の変化、少子高齢化 

第２回       労働環境の変化（男女共同参画、ワークライフバランス） 

第３回       社会保障の概念と範囲 

第４回       社会保障の役割と意義 

第５回       社会保障の理念 

第６回       社会保障の対象、社会保障の給付と負担、持続可能な社会保障制度 

第７回       社会保障の概念や対象及びその理念と社会保障制度の発達(1) 

             （日本の社会保障制度の基本的な考え方、憲法との関係、戦後の緊急援護 

             と社会保障の基盤整備、国民皆保険、国民皆年金） 

第８回       社会保障の概念や対象及びその理念と社会保障制度の発達(2) 

             （社会福祉法、福祉六法、社会保障費用の適正化・効率化） 

第９回       社会保障の概念や対象及びその理念と社会保障制度の発達(3) 

             （地方分権、地域福祉の充実、社会保障構造改革） 

第 10回       社会保障の財源と費用(1) 社会保障の財源 

第 11回       社会保障の財源と費用(2) 社会保障給付費 

第 12回       社会保障の財源と費用(3) 国民負担率 

第 13回       社会保険と社会扶助の関係(1) 社会保険の概念と範囲 

第 14回       社会保険と社会扶助の関係(2) 社会扶助の概念と範囲 

第 15回       公的保険制度と民間保険制度の関係、公的施策と民間保険の現状 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会保障制度が当面している課題を理解し、社会保障制度の理念、歴史、構

造、さらに財源や費用など社会保障制度の基礎となる仕組みを学ぶ。 

【授業の到達目標】社会保障制度について、理念、歴史、構造、財源、費用など基礎となる

仕組みを学び、日本の社会保障制度の全体像を理解する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 １２ 『社会保障』 第５版 

ISBN： 978-4-8058-5300-9 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】学期末筆記試験（70％）、課題提出（10％）、授業での質問、復

習への取組み（20％）を総合的に評価する。なお、出席回数の 2/3以上の出席がなければ成

績評価の対象としない。 

【フィードバック方法】授業内でおこなったワーク（小テスト）については、次の回の授業

内で総評・解説をおこなう。また、学期末試験に関するフィードバックについては、学内制

度（成績問い合わせ制度）を通じておこなう。 

 



質問・相談の受付方法 
授業終了後やオフィスアワーで質問・相談を受けつける。また、授業時に配布するリアクシ

ョンペーパーに質問・相談を書き込む欄を設けるので積極的に活用して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
新聞やテレビなどで頻繁に社会保障制度に関すことが取り上げられています。日頃から意識

して新聞やテレビに注目するようにしてください。授業への関心が高まります。 

準備学習について 

予習は、授業毎 2時間以上おこなう。授業ごとに教科書の該当ページを指定する。指定した

箇所を読んでおくこと。復習は、授業後 2時間以上とする。授業で学んだことを振り返りま

とめること。 



 

講義科目名称： 社会保障Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林 哲也 

テーマ 社会保障制度の各論を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       社会保障制度の体系(1) （年金保険制度の概要） 

第３回       社会保障制度の体系(2) （医療保険制度の概要） 

第４回       社会保障制度の体系(3) （介護保険制度の概要） 

第５回       社会保障制度の体系(4) （労災保険制度の概要） 

第６回       社会保障制度の体系(5) （雇用保険制度の概要） 

第７回       社会保障制度の体系(6) （社会福祉制度の概要） 

第８回       社会保障制度の体系(7)  （生活保護制度の概要） 

第９回       社会保障制度の体系(8) （家族手当制度の概要） 

第 10回       年金保険制度の具体的内容(1) （国民年金） 

第 11回       年金保険制度の具体的内容(2) （厚生年金） 

第 12回       年金保険制度の具体的内容(3) （各種共済組合の年金） 

第 13回       医療保険制度の具体的内容(1) （国民健康保険、健康保険） 

第 14回       医療保険制度の具体的内容(2) （各種共済組合の医療保険） 

第 15回       諸外国における社会保障制度の概要 （先進諸国における社会保障制度の

概要） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会保障制度における年金、医療、労災、雇用、介護の社会保険、児童、障

害、高齢などの社会福祉、生活保護などの公的扶助など各制度について詳細に説明していく。 

【授業の到達目標】社会保障制度を構成する各制度を深く学ぶことで、知識を習得するだけ

ではなく、社会保障制度を体系的に理解する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 １２ 『社会保障』 第５版 

ISBN： 978-4-8058-5300-9 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】学期末筆記試験（70％）、課題提出（10％）、授業での質問、復

習への取組み（20％）を総合的に評価する。なお、出席回数の 2/3以上の出席がなければ成

績評価の対象としない。 

【フィードバック方法】授業内でおこなったワーク（小テスト）については、次の回の授業

内で総評・解説をおこなう。また、学期末試験に関するフィードバックについては、学内制

度（成績問い合わせ制度）を通じておこなう。 

 

質問・相談の受付方法 
授業終了後やオフィスアワーで質問・相談を受けつける。また、授業時に配布するリアクシ

ョンペーパーに質問・相談を書き込む欄を設けるので積極的に活用して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

私たちの生活は社会保障制度によって支えられています。社会保障制度がどのような機能を

持ち、どのような役割を果たしているのか自分の生活と照らし合わせながら学習してくださ

い。 

準備学習について 

予習は、授業毎 2時間以上おこなう。授業ごとに教科書の該当ページを指定する。指定した

箇所を読んでおくこと。復習は、授業後 2時間以上とする。授業で学んだことを振り返りま

とめておくこと。 



 

講義科目名称： 高齢者福祉サービス 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林 哲也 

テーマ 高齢者福祉法制と介護保険制度について理解する 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       高齢者の特性と生活実態 

第３回       少子高齢社会と高齢者を取り巻く問題 

第４回       老人福祉法 

第５回       介護保険法 

第６回       介護保険サービスと介護報酬 

第７回       介護保険法における専門職の役割と実際 

第８回       介護保険法における組織及び団体の役割と実際 

第９回       地域包括支援センターの役割と実際 

第 10回       介護保険法におけるネットワーキングと実際 

第 11回       高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐

待防止法） 

第 12回       高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、および高齢者の居

住の安定確保に関する法律 

第 13回       高齢者を支えるその他の関係法規 

第 14回       総合的かつ包括的な高齢者支援の方法と実際 

第 15回       高齢者福祉制度の発展過程 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】高齢者の生活実態と社会情勢といった高齢者がおかれている現状を把握する

とともに、老人福祉法や介護保険法などの高齢者福祉に係る法律・制度を学ぶ。 

【授業の到達目標】高齢者の生活実態や置かれている現状を把握し、介護保険制度の概要や

提供される具体的な介護サービスの内容、高齢者に対する諸制度について理解する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 13 高齢者に対する支援と介護保険制度 第５版 

ISBN： 978-4-8058-5301-6 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税込）：2,808 円 

 

 

 

参考文献 授業中に適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】学期末筆記試験（70％）、課題提出（10％）、授業での質問、復

習への取組み（20％）を総合的に評価する。なお、出席回数の 2/3以上の出席がなければ成

績評価の対象としない。 

【フィードバック方法】授業内でおこなったワーク（小テスト）については、次の回の授業

内で総評・解説をおこなう。また、学期末試験に関するフィードバックについては、学内制

度（成績問い合わせ制度）を通じておこなう。 

 

質問・相談の受付方法 
授業終了後やオフィスアワーで質問・相談を受けつける。また、授業時に配布するリアクシ

ョンペーパーに質問・相談を書き込む欄を設けるので積極的に記入して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
日頃から高齢者福祉に関連する新聞記事を意識して新聞に目を通すようにして欲しい。ま

た、授業中の私語は慎むようにしてください。 

準備学習について 

予習は、授業毎 2時間以上おこなう。授業ごとに教科書の該当ページを指定する。指定した

箇所を読んでおくこと。復習は、授業後 2時間以上とする。授業で学んだことを振り返り、

まとめておくこと。 



 

講義科目名称： 介護福祉（心理クラス）（医療クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林哲也 

テーマ 高齢者の理解と介護の視点 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       介護の概念と範囲 

第３回       介護の理念と対象 ～自立支援に向けた介護の基本的視点～ 

第４回       介護の社会化とその背景 

第５回       介護保険制度の仕組みと介護サービスの体系 ～介護サービスの概要と種類

～ 

第６回       自立（自律）の考え方 ～自己決定・自己選択～ 

第７回       自立支援に向けた個別ケアの具体的展開 

              ～生活意欲の向上に向けたエンパワメントアプローチ～ 

第８回       介護予防の必要性と介護予防サービス 

第９回       ICFの視点に基づく介護 ～ICFの視点に基づくアセスメント～ 

第 10回       リハビリテーションの必要性 

              ～リハビリテーションの考え方と実際・リハビリテーションと介護予防 

             ～ 

第 11回       介護過程の概要 

第 12回       自立に向けた介護の技法 ～家事支援と身体介護～ 

第 13回       認知症ケア ～認知症ケアの基本的考え方と実際～ 

第 14回       終末期ケア ～終末期ケアの基本的考え方と実際・人間観と倫理～ 

第 15回       介護を必要とする人の生活環境 ～生活環境の整え方～ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】介護の概念や対象、理念に対する理解を通じて、自立支援に向けた支援者と

しての基本的視点を学ぶとともに、個別ケアの重要性についての理解を深める。また介護保

険制度で提供される具体的な介護サービスの内容及び直接的な介護の技法について学ぶ。 

【授業の到達目標】介護の概念や対象及びその理念等について理解することができる。また、

介護サービスの内容、自立支援に向けた介護の技法や介護予防の基本的な知識を身に着ける

ことができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 13 高齢者に対する支援と介護保険制度 第５版 

ISBN： 978-4-8058-5301-6 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税込）：2,808 円 

参考文献 

新・介護福祉士養成講座３『介護の基本Ⅰ 第３版』 

ISBN:978-4-8058-5307-8 

 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】学期末筆記試験（70％）、課題提出（10％）、授業での質問、復

習への取組み（20％）を総合的に評価する。なお、出席回数の 2/3以上の出席がなければ成

績評価の対象としない。 

【フィードバック方法】授業内でおこなったワーク（小テスト）については、次の回の授業

内で総評・解説をおこなう。また、学期末試験に関するフィードバックについては、学内制

度（成績問い合わせ制度）を通じておこなう。 

 

質問・相談の受付方法 
授業終了後やオフィスアワーで質問・相談を受けつける。また、授業時に配布するリアクシ

ョンペーパーに質問・相談を書き込む欄を設けるので積極的に記入して欲しい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

 

メッセージ 
介護に関連する新聞記事を日頃から読むようにしましょう。また、授業中の私語は慎むよう

にしてください。 

準備学習について 

予習は、授業毎 2時間以上おこなう。授業ごとに教科書の該当ページを指定する。指定した

箇所を読んでおくこと。復習は、授業後 2時間以上とする。授業で学んだことを振り返り、

まとめておくこと。 



 

講義科目名称： 介護福祉（健康クラス） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 高齢者の理解と介護の視点 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       介護の概念と範囲 

第３回       介護の理念と対象 ～自立支援に向けた介護の基本的視点～ 

第４回       介護の社会化とその背景 

第５回       介護保険制度の仕組みと介護サービスの体系 ～介護サービスの概要と種類

～ 

第６回       自立（自律）の考え方 ～自己決定・自己選択～ 

第７回       自立支援に向けた個別ケアの具体的展開 

              ～生活意欲の向上に向けたエンパワメントアプローチ～ 

第８回       介護予防の必要性と介護予防サービス 

第９回       ICFの視点に基づく介護 ～ICFの視点に基づくアセスメント～ 

第 10回       リハビリテーションの必要性 

              ～リハビリテーションの考え方と実際・リハビリテーションと介護予防 

             ～ 

第 11回       介護過程の概要 

第 12回       自立に向けた介護の技法 ～家事支援と身体介護～ 

第 13回       認知症ケア ～認知症ケアの基本的考え方と実際～ 

第 14回       終末期ケア ～終末期ケアの基本的考え方と実際・人間観と倫理～ 

第 15回       介護を必要とする人の生活環境 ～生活環境の整え方～ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】介護の概念や対象、理念に対する理解を通じて、自立支援に向けた支援者と

しての基本的視点を学ぶとともに、個別ケアの重要性についての理解を深める。また介護保

険制度で提供される具体的な介護サービスの内容及び直接的な介護の技法について学ぶ。 

【授業の到達目標】介護の概念や対象及びその理念等について理解することができる。また、

介護サービスの内容、自立支援に向けた介護の技法や介護予防の基本的な知識を身に着ける

ことができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカー・ケアワーカーとしての知識・技術」を身につけることが

できる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 13 『高齢者に対する支援と介護保険制度 第 5版』 

ISBN：978-4-8058-5301-6    

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税込）：2,808 円 

参考文献 
新・介護福祉士養成講座 ３ 『介護の基本Ⅰ 第３版』 

ISBN:978-4-8058-3767-2 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：授業での積極性＝８０：２０ 

試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 



履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 社会福祉士・介護福祉士の国家試験を受験する上での指定科目です。 

準備学習について 
高齢者やその家族が抱える問題について、日頃から興味、関心をもって考えてみてください。

また、前回の授業で実施した内容を復習してから授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 障害者福祉サービス 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木政史、渡邉明廣 

テーマ 障害福祉の理念、障害者を取り巻く環境や法制度、支援方法を理解する 

授業計画 

第 1回        障害者を取り巻く社会情勢 

第 2回        障害者の生活実態 

第 3回        障害者にかかわる法体系① 障害者基本法、身体障害者福祉法等 

第 4回        障害者にかかわる法体系② 精神保健福祉法、発達障害者支援法等 

第 5回        障害者にかかわる法体系③ 障害者差別解消法、障害者雇用促進法等 

第 6回        障害者自立支援制度① 障害者総合支援法、自立支援給付 

第 7回        障害者自立支援制度② 支給決定のプロセス 

第 8回        障害者自立支援制度③ 自立支援医療費、補装具、地域生活支援事業 

第 9回        障害者自立支援制度④ 障害福祉計画、苦情解決等 

第 10回       障害者自立支援制度⑤ 障害児に対する支援、期末試験について 

第 11回       組織・機関の役割① 行政機関の役割 

第 12回       組織・機関の役割② 指定障害福祉サービス事業者等の役割 

第 13回       専門職の役割と実際① 障害者にかかわる専門職の価値・倫理 

第 14回       専門職の役割と実際② 障害者総合支援法に基づく主な専門職 

第 15回       多職種連携・ネットワーキング 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

「普通の生活」とはどのような状態であろうか？ 

ノーマライゼーションの原理では「可能なかぎり、普通に近い生活」と定義しており、「普

通の生活」を具現化する方法として、ソーシャル・インクルージョンやユニバーサルデザイ

ンなどの概念が用いられています。 

本講義では、ソーシャル・インクルージョンやユニバーサルデザインなどの障害福祉に不可

欠な理念やその手法を学ぶとともに、それらを具現化するために必要な知識（障害者を取り

巻く環境や法制度）および障害福祉分野における相談援助の方法や支援技術等を習得するこ

とを到達目標とします。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができます。 

 

 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 第 5

版 

ISBN：978-4-8058-5107-4 

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 配布資料等にて適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（50％）と受講態度〔ワークシートの記述内容に対する評価〕（50％）を

評価の素材として総合的に評価します。 

ワークシートの記述内容については授業時に振り返りを行います。また、期末試験に関する

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を利用してください。 

 



質問・相談の受付方法 講義終了後やオフィスアワーを活用してください。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

受講にあたって調整が必要な学生については事前に協議し、もっとも適切な方法を個別に検

討します。必ず受講開始前に相談してください。なお、講義の進捗状況に応じて授業計画が

変更になる場合があります。 

準備学習について 

予習：テキストの該当部分を読み、わからない用語・制度等を調べてください（1時間以上）。 

復習：講義で取り扱った障害福祉に関する課題について文献等を読み、考察してください（1

時間以上）。 



 

講義科目名称： 児童・家庭福祉サービス 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 相原 眞人 

テーマ 児童家庭福祉の基本的枠組みと、個別具体的なサービスの内容を理解していきます。 

授業計画 

第１回       導入 

             子どもたちが置かれた状況等を通して授業へ導入します。 

第２回       現代社会と子ども家庭 

             少子高齢化など子どもと家庭の福祉ニーズを理解します。 

第３回       子ども家庭福祉とは何か 

             児童福祉の理念、子どもの権利保障等を理解します。 

第４回       子ども家庭福祉に関わる法制度① 

             法律体系や福祉の実施機関等を理解します。 

第５回       子ども家庭福祉に関わる法制度② 

             児童福祉施設の体系や関係職種等を理解します。 

第６回       母子保健 

             母子保健の内容について理解します。 

第７回       障害等のある子どもと家族への支援 

             障害児等や家族への支援内容を理解します。 

第８回       児童健全育成 

             健全育成施策の内容を理解します。 

第９回       保育 

             保育施策の内容を理解します。 

第 10回       地域子育て支援 

             地域における子育て支援の内容を理解します。 

第 11回       ひとり親家庭等への福祉 

             ひとり親家庭やＤＶへの支援を理解します。 

第 12回       児童の社会的養護 

             保護が必要な子どもへの支援内容を理解します。 

第 13回       児童虐待への対応 

             虐待を受けた子どもへの支援を理解します。 

第 14回       非行児童・心理支援が必要な子どもの福祉 

             非行児童や心理治療が必要な子どもへの支援内容を理解します。 

第 15回       子どもと家庭への援助活動 

             相談援助、施設ケア等の内容を理解します。 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】児童家庭福祉とは、発達途上の存在であるため自分自身の権利擁

護を大人の手に委ねざるを得ない子どもを守り、その権利擁護を担うべき家庭を支援する取

組みの総体ですが、具体的には制度（社会の仕組み）として現れます。この授業は、そのよ

うな児童家庭福祉の内容、特に法律を基盤にした制度の仕組みを理解し、望ましいあり方を

考えられるようにするとともに、社会福祉士の国家試験にも対応できる力量を養います。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この授業を履修することにより、社会福祉学部の学位

授与方針にある「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識」を身に付

けることができます。 

テキスト 

テキスト名：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 6版 

ISBN：978-4-8058-5302-3  出版社：中央法規出版 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会編  価格（税抜）：2,200円 

参考文献 
中央法規出版編集部編『改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント（平成 29年 4月完全

施行）』中央法規。他はその都度紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】予習シートの記述内容（20%）＋小テストの成績（30%）＋期末試

験の成績（50%）で評価しますが、予習シートの平均点数の 20%と小テストの平均点数の 30%

および期末試験点数の 50%の合計点が 60点に達しない場合、および合計点が 60点に達して

いても期末試験単独の成績が 60点に達していないときは、単位を認定しません。 

【課題に対するフィードバック方法】小テストは採点のうえ次回授業の冒頭で返却し、答え

合わせを行います。 

質問・相談の受付方法 

基本的にはオフィスアワー等を活用し研究室（研究棟 2階 202号室）で受け付けます。必要

に応じ授業終了後に教室で質問しても構いませんが、時間が限られるため充分な対応ができ

ない場合もありますので、予め承知しておいてください。 

履修条件 

特に設けませんが、社会福祉士国家試験受験資格を得るための必須科目であり、相談援助実

習（実習指導を含む）の前提科目にもなっていますので、その点も考慮して履修登録してく

ださい。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【可】  キャリアデザインカレッジ【可】 

聴 講 生 【可】 

メッセージ 

1.出欠席は、毎回提出してもらう予習シートおよび小テストにより確認します。 

2.小テストは授業終了時間の 10分ほど前に実施しますが、問題・解答用紙は授業当日の出

席人数を把握した上で小テストの実施時間に配布しますので、受講生の皆さんも小テストの

スムーズな実施に協力してください。 

準備学習について 

【予習】次回の授業で取り上げる内容に対応するテキストの範囲を事前に読み、前回の授業

で配布された予習シートにテキストの内容に沿った必要事項を記入（以上で概ね１時間）の

上、その回の授業が始まる前までに提出箱へ投函していただきます。その際、毎回の予習範

囲や予習シートの記入方法など詳細については第一回目の授業で説明しますので、必ず出席

してください。 

【復習】次回の授業冒頭で小テストの答え合わせを実施しますので、その回の授業で配布さ

れたプリントの内容を復習（以上で概ね 30分）し答え合わせに備えるとともに、小テスト

が返却された後はプリントの内容と照らし合わせ正解を確認（以上で概ね 30分）しておい

てください。 



 

講義科目名称： 生活保護 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 武幸 

テーマ 

低所得者救済のための生活保護制度を理解し、生活困窮・貧困の発生する社会構造について

考察する。日本の貧困問題と現行制度の生活保護が抱える問題点を学習し、貧困問題は社会

全体の問題としてとらえる姿勢を身につける。 

授業計画 

第１回       これからの授業方針についてのガイダンス 

              １）受講上の説明及び質問等について 

              ２）授業の進め方について 

 

第２回       公的扶助とは何か―公的扶助の概念― 

              1）公的扶助の特徴 

              2）公的扶助の範囲 

              3）わが国における公的扶助の特徴 

第３回       公的扶助の特質（社会保険との相違） 

              １）公的扶助の意義と役割 

              ２）セーフティネット機能 

              ３）ナショナル・ミニマム機能 

第４回       公的扶助制度の歴史 

              １）海外の歴史 

              ２）日本の歴史 

              ３）貧困・低所得者対策の動向 

第５回       生活保護制度の仕組み（１） 

              １）生活保護法の構成 

              ２）生活保護の目的と原理、原則 

第６回       生活保護制度の仕組み（２） 

              1）保護の種類と内容及び方法 

              2）保護施設 

              3）被保護者の権利及び義務 

第７回       生活保護実制度の仕組み（3） 

              1）不正・不適切受給対策 

              2）不服申し立てと訴訟 

              ３）生活保護の財源・予算 

第８回       最低生活保障水準（ナショナルミニマム）と生活保護基準 

              １）最低生活保障水準 

              ２）生活保護基準の考え方及び実際 

第９回       生活保護の動向 

              １）被保護人員及び被保護世帯 

              ２）保護の開始・廃止の動向 

              ３）医療扶助 



第 10回       低所得者対策の概要（１） 

              1）生活困窮者自立支援法 

              2）生活福祉資金貸付制度 

第 11回       低所得者対策の概要（２） 

              1）社会手当制度 

              2）ホームレス対策 

              3）その他低所得者対策 

第 12回       生活保護の運営実施体制と関係機関・団体 

              １）国・都道府県・市町村の役割 

              ２）福祉事務所の役割 

              ３）福祉事務所専門職の役割 

第 13回       貧困・低所得者に対する相談援助活動（１） 

              １）生活保護制度における相談援助活動 

                 プロセス・記録調査・主要な相談援助活動 

第 14回       貧困・低所得者に対する相談援助活動（２） 

              １）貧困・低所得者に対する相談援助活動の実際 

              ２）他機関・他職種との連携・協働 

第 15回       生活保護における自立支援 

              １）自立とは何か 

              ２）自立支援プログラムの位置づけ 

              ３）自立支援プログラムの策定及び実施 

終講試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

公的扶助は現代社会が生み出す貧困･低所得者問題に対処するための一連の制度､取り組み

であり､私たちの生活を守る社会保障･社会福祉制度の最後のセーフティネットと位置付け

られている。したがって、現代社会の貧困問題をどのようにとらえ、生活保護制度がどう対

処しているかを学ぶことは、今後の社会福祉を担う学生にとって、社会福祉領域の根幹を身

につけることとなる。公的扶助への考え方や歴史的に発展してきた「公的扶助」という概念

を理解し、わが国の生活保護の仕組みや現代の貧困問題について学び、日本国憲法に保障さ

れている人間らしさを維持する生活とは、どういうものかを考えて行く。 

「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：『新・社会福祉士養成講座 16  

低所得者に対する支援と生活保護制度―公的扶助論』 （2016） 

ISBN：978-4-8058-5303-0 

出版社：中央法規 

著者名：[編集]社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 

全国社会福祉協議会編「生活保護手帳」全国社会福祉協議会（2013年版） 

杉村宏「現代の貧困と公的扶助」放送大学教育振興会 2013 年  

『よくわかる公的扶助 低所得者支援と生活保護制度』ミネルヴァ書房・2014 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

終講時の試験による評価：50％  小テスト：50％ 

１）小テストについては、各講義最初に評価する。 

２）総合評価については、小テスト、期末テストの結果を平均して行う。 

 

質問・相談の受付方法 授業終了後、適宜受け付ける。 

履修条件 なし 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

生活保護受給者は年々増加の一途をたどっています｡そこには､社会福祉のありとあらゆる

問題が集約されていると言えます。実際に生活に困るとはどういうことなのか、現代の貧困

とは何か、人権問題に関心がある人、問題意識の高い人､自分の問題としてとらえてみまし

ょう。 

準備学習について 

１）憲法２５条、第一項及び第二項を記述できるようにする。 

２）生活保護関連の新聞記事を読み、感想レポートを課す。 

３）小テストを課す。 

４）授業計画に沿った内容について、一通り教科書を読んでおく。（30分） 

５）授業の内容について、理解できたか点検すること。（各自随時） 



 

講義科目名称： 保健医療サービス 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡辺 央 

テーマ 社会福祉専門職としての保健医療サービスの基礎的知識を学ぶ。 

授業計画 

第１回       保健医療ソーシャルワークとは、オリエンテーション（授業の目的、進め方

の確認） 

第２回       保健医療サービスの変化 

第３回       医療法改正にみる保健医療サービスの今日的課題 

第４回       保健医療サービスを提供する施設とシステム① 医療法・保健医療政策によ

る医療施設の機能・類型 

第５回       保健医療サービスを提供する施設とシステム② 診療報酬における医療施設

の機能・類型 

第６回       保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割・歴史 

第７回       保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの業務内容 

第８回       保健医療サービスの専門職の役割と実際 

第９回       保健医療サービスの専門職の基本的姿勢 

第 10回       保健医療サービスの提供と経済保障① 医療保険制度 

第 11回       保健医療サービスの提供と経済保障② 診療報酬制度 

第 12回       保健医療サービスの提供と経済保障③ 公費負担医療制度など 

第 13回       保健医療サービス関係者との連携と実際 

第 14回       医療ソーシャルワーカーの現代的役割 

第 15回       保健医療ソーシャルワークまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】保健医療サービスにおいて、生活相談・援助を行う社会福祉士を

医療ソーシャルワーカーと定義し、保健医療領域で利用者（患者）のＱＯＬの向上に貢献で

きるように他の専門職との連携・協働の方法、またそれらを支える制度・施設・資格等を学

ぶ。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 17 保健医療サービス 第 5版 

ISBN：978-4-8058-5432-7    

出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格：2,376 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

参考文献 授業中に適宜紹介します。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】各授業における小テストまたは小レポートの内容と、まとめのテ

ストにより評価する。（配点 50:50） 

【フィードバック方法】小テスト、まとめのテストについて解答の解説を行う。 

 

 

質問・相談の受付方法 授業終了後、オフィスアワーに対応する。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
履修者確定後は指定した座席に着席すること。 

不必要な私語は厳に慎むこと。 

準備学習について およそ 2時間程度の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 権利擁護と成年後見制度 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 五味 保教 

テーマ 権利擁護の視点に基づく支援の実践 

授業計画 

第１回       社会福祉士と権利擁護 

              社会福祉士がどのような職場で活動し、何を求められているかを解説す 

             る。 

第２回       相談援助活動に求められる法知識①(憲法) 

              憲法に示された基本的人権について解説する。 

第３回       相談援助活動に求められる法知識②(行政法) 

              行政行為、行政手続き、行政不服審査法等について解説する。 

第４回       相談援助活動に求められる法知識③(民法) 

              契約、相続、親族法等について解説する。 

第５回       成年後見制度の概要① 

              成年後見制度の目的、概要について解説する。 

第６回       成年後見制度の概要② 

              法定後見と任意後見の内容について解説する。 

第７回       成年後見の実際の流れ① 

              成年後見制度における申立て手続きについて解説する。 

第８回       成年後見の実際の流れ② 

              成年後見人等の同意権・代理権に基づいた後見事務について解説する。 

第９回       日常生活自立支援事業の概要 

              日常生活自立支援事業の概要について解説する。 

第 10回       虐待への対応 

              障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法について解説する。 

第 11回       権利擁護支援の局面と法的制度の活用 

              権利擁護の視点に基づく支援の実際と法的制度の活用について解説する。 

第 12回       成年後見制度にかかわる組織・団体とその役割 

              様々な関係組織と専門職との連携について解説する。 

第 13回       成年後見制度を中心とした権利擁護活動の実際 

              事例をもとに、様々な権利擁護活動の実際について解説する。 

第 14回       権利擁護の課題と展望 

              成年後見制度の課題について解説する。 

第 15回       授業の総括 

              社会福祉士として権利擁護の視点に立った支援を行う上で、知っておか 

             なければならない法的知識を総復習する。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

社会福祉士としての実践は、利用者の権利擁護の視点を忘れてはならない。具体的な権利擁

護の視点に基づく支援のあり方について、講義形式を主体として学習する。 



テキスト 

テキスト名： 新 社会福祉士養成課程対応 第 3版 権利擁護と成年後見制度 

ISBN: 978-4-86015-368-7 

出版社：みらい 

著者名：山口光治 編 

価 格：(税抜き)2300円 

参考文献 

田中亮一(著)     Q&A「成年後見」実務ハンドブック【改訂版】  セルバ出版 2009 

権利擁護研究会(編)  ソーシャルワークと権利擁護"契約"時代の利用者支援を考える  

中央法規出版 2001 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

科目単位認定試験で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

・積極的な受講態度で臨んで欲しい。 

・質問等は歓迎する。 

 

準備学習について 授業内容の項目について事前にテキストを一読しておいて欲しい。 



 

講義科目名称： 更生保護と就労支援 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 政史 

テーマ 更生保護と就労支援の現状および法制度を理解し、実践方法を学ぶ 

授業計画 

第 1回        働くことの意味、労働市場の変化、労働関係法規 

第 2回        労働争議（労働者の権利）、低所得者（生活保護世帯）への就労支援 

第 3回        ひとり親家庭、ホームレス、生活困窮者への就労支援 

第 4回        障害がある人への就労支援 

第 5回        就労支援におけるソーシャルワーク（連携と構造化）と専門職 

第 6回        連携の過程、職業準備性アセスメントと就労支援計画 

第 7回        働き方の多様性と新たな就労支援の課題 

第 8回        刑法犯の概況、犯罪被害者施策 

第 9回        更生保護制度の概要 

第 10回       裁判所、刑事施設等の機関・団体との連携、期末試験について 

第 11回       出所後の生活（仮釈放・保護観察等）、地域生活定着支援事業 

第 12回       更生保護制度に関わる機関・団体と担い手 

第 13回       医療観察制度 

第 14回       更生保護の実際と今後の展望 

第 15回       更生保護と就労支援の課題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

「人はなぜ働くのだろうか？」「どうすれば犯罪を減らせるだろうか？」 

治安情勢と経済状況、犯罪と経済状況には相関関係が存在し、国際的には就労支援や所得保

障によって経済的格差を是正し、治安を維持する政策が実施されています。 

本講義では、この相関関係を理解するために、更生保護および就労支援の現状と法制度を学

び、これらの分野で必要なソーシャルワークの技法を習得することを到達目標とします。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができます。 

テキスト 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 20 更生保護制度 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5433-4  出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：1,600 円 

 

テキスト名：新・社会福祉士養成講座 18 就労支援サービス 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5304-7  出版社：中央法規 

著者名：社会福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：1,600 円 

 

参考文献 配布資料等にて適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

受講態度（ワークシートの記載内容に対する評価）：50%および定期試験：50%を評価の素材

として総合的に評価します。 

ワークシートの記述内容については授業時に振り返りを行います。また、期末試験に関する

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を利用してください。 

質問・相談の受付方法 講義終了後やオフィスアワーを活用してください。 

履修条件 特にありません。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

受講にあたって調整が必要な学生については事前に協議し、もっとも適切な方法を個別に検

討します。必ず受講開始前に相談してください。なお、講義の進捗状況に応じて授業計画が

変更になる場合があります。 

準備学習について 

予習：テキストの該当箇所を読み、わからない用語や制度等を調べてください（1時間以上）。 

復習：雇用や刑法に関する話題（ニュースや記事）に触れるとともに、講義で取り扱った更

生保護・就労支援に関する課題について文献等を活用して考察してください。（1時間以上）。 



 

講義科目名称： 相談援助演習Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 自己理解、他者理解を通して、相談援助に必要な基本姿勢について習得する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（合同） 

             【達成目標】合同授業 クラスごとに顔合わせを行うとともに、本演習の 

             概略を理解する。 

             【予習事項】テキストを購入しておく。 

第２回       自分を知ってもらう方法 

             【達成目標】自分を他者に伝えるという体験を通して自分自身のことを意 

             識的に考えることができる。 

             【予習事項】p.9～11を読み、1分程度で自己紹介ができるように考えてお 

             く。 

第３回       自己概念を学ぶ 

             【達成目標】「わたし」は誰であるかを探り、どのような価値観を持って 

             いるのかを理解する。 

             【予習事項】p.13～14を読み、ワークシート 3-1-1を完成させておく。 

第４回       自分の家族関係を知る 

             【達成目標】自分自身がどのような環境の中にいるのかを知る。 

             【予習事項】p.17～18を読み、三世代にわたる家族や親戚の情報を調べて 

             おく。 

第５回       自己開示 

             【達成課題】自己開示について理解する。相手からの自己開示を受け止め 

             ることができる。 

             【予習事項】p.21～22を読み、p.22「ワークの進め方」①の 1～3にそって 

             話す内容を考えておく。 

第６回       共感の意味と深さ 

             【達成目標】共感の意味と深さについて理解する。 

             【予習事項】演習クラス担当教員により別途指示する。 

第７回       価値観の違い 

             【達成目標】価値観の多様性について学び、他者理解を深めることができ 

             る。 

             【予習事項】p.28～29を読み、ワークシート 4-3-1を完成させておく。 

第８回       コミュニケーションの基本 

             【達成目標】一方向のコミュニケーションの限界を知り、双方向のコミュ 

             ニケーションの重要性を理解する。 

             【予習事項】p.35～36（上から 5行目迄）を読み、内容を理解しておく。 

第９回       言語的コミュニケーション 

             【達成目標】効果的な言語的コミュニケーションのスキルを習得する。 



             【予習事項】事前に与えられたテーマの中から 1つ選び、話す内容を考え 

             ておく。 

第 10回       非言語的コミュニケーション① 

             【達成目標】自分の非言語的コミュニケーションの特徴や非言語的コミュ 

             ニケーションの特色・重要性を理解する。 

             【予習事項】演習クラス担当教員により別途指示する。 

第 11回       非言語的コミュニケーション② 

             【達成目標】同上 

             【予習事項】演習クラス担当教員により別途指示する。 

第 12回       権利擁護・社会正義 

             【達成目標】ソーシャルワーカーにとっての利用者の権利擁護の機能や社 

             会正義の意味について理解する。 

             【予習事項】p.203～204を読み、p.204の「ワークの進め方」②と③を完 

             成させておく。 

第 13回       受容の意味 

             【達成目標】ソーシャルワーカーとしての受容の意味を理解する。 

             【予習事項】p.210～212を読み、ワークシート 18-3-1を完成させておく。 

第 14回       福祉レクリエーション① 

             【達成目標】福祉レクリエーションの企画をグループごとに行うことがで 

             きる。 

             【予習事項】予めできる範囲で、個々に、レクリエーションの内容を考え 

             ておく。 

第 15回       福祉レクリエーション② 

             【達成目標】前回企画した内容をクラス内で実際に行うことができる。 

             【予習事項】グループごとに、福祉レクリエーションの準備をしておく。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】ソーシャルワーカーに求められる自己覚知及び価値観を中心とした他者理解

を促進するとともに、援助的コミュニケーションの基礎についてもロールプレイ等の体験を

通して学ぶ。 

【授業の到達目標】自分自身について深く知り、理解できる。非言語的コミュニケーション

について技能を習得する。自他の価値観についての重要な意味を理解できる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：ソーシャルワーク演習教材開発研究会 編「ソーシャルワーク演習ワークブッ

ク 第 2版」 

ISBN：978-4-86015-284-0 

出版社：みらい 

なお、予めテキストを購入しない者は受講を認めない（初回を除く） 

価格（税抜）：2,200 円 

 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】基本的に、毎回の予習状況 20%、事後学習シートの記述内容（分

量および誤字脱字の有無等）40％、および授業中の発言内容等の積極性 40%で評価する。ま

た、欠席が 3回以内でも、予習をやってこない等により減点されれば合格点に達しないこと

もある。なお、期末試験は実施しない。 

【フィードバック方法】フィードバックとして発表やグループワークに対するコメントをす

る。 

 

質問・相談の受付方法 
授業終了時、またはクラス担当教員の研究室にて受け付ける。なお、授業中の積極的な質問

を歓迎する。 

履修条件 

【必須要件】社会福祉士国家資格の取得を希望する者であって、「現代社会と福祉 A」およ

び「相談援助の基盤と専門職 A」の単位を修得した者に限る。また、診療情報管理士あるい

は介護福祉士課程も履修している者は 2年次以降に履修すること。 

なお、社会福祉部のみ履修可であり、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき学科別

に 1クラス 20名以下で編成する。 

 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

欠席回数が累計 3回を超える場合は不可となる。また、遅刻・早退は一切認めない。従って、

始業時間に遅れて教室に入ってきた者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その

回の受講を認めない。なお、早退した場合は欠席となる。 

準備学習について 
【予習・復習】予習としてシラバスに定められた予習事項へ取り組むとともに、復習として

事後学習シートの記入を行うが、それらを合計して 2時間以上は行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助演習Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ ソーシャルワーカーの価値と倫理、及び、ソーシャルワークの基本的な援助技術を習得する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（合同）   

             【達成目標】合同授業 この演習の概略を理解する。 

             【予習事項】テキストを持参する。 

第２回       ソーシャルワークの価値とは何か 

             【達成目標】ソーシャルワークの価値について考え、対人援助専門職とし 

             ての価値観を理解する。 

             【予習事項】テキスト p.48～49の事例を読み、ワークシート 6-1-1を記入 

             しておく。 

第３回       ソーシャルワークの価値について考える 

             【達成目標】同上 

             【予習事項】グループごとに発表する内容を整理しておく。 

第４回       ソーシャルワークの倫理とは何か 

             【達成目標】ソーシャルワークの倫理について考え、ソーシャルワーカー 

             の倫理綱領を理解する。 

             【予習事項】再度、テキスト p.48～49の事例を読み、ワークシート 6-2-1 

             を記入しておく。 

第５回       ソーシャルワークの倫理について考える 

             【達成目標】同上 

             【予習事項】グループごとに発表する内容を整理しておく。 

第６回       面接技法 ①  面接とは何か（合同） 

             【達成目標】合同授業 相談援助面接の意味と目的を理解する。 

             【予習事項】テキスト p.55～56「面接って何だろう」を読み、内容を理解 

             しておく。 

第７回       面接技法 ②   面接場面の観察 

             【達成目標】良い面接と悪い面接の違いを理解し、良い面接を行うために 

             必要な要素を抽出できる。 

             【予習事項】テキスト p.57 の「面接場面 1」及び p.58の「面接場面 2」を音 

             読しておく。 

第８回       面接技法 ③  基本的コミュニケーション 

             【達成目標】面接の基本的な流れ、サイクルを体験的に習得する。 

             【予習事項】配布したプリントを読み、自分が話しをする内容を予め考え 

             ておく。 

第９回       面接技法 ④ 基本的応答技法 

             【達成目標】面接例を通して、面接における基本的な応答技法の内容を理 

             解する。 



             【予習事項】テキスト p.61～62を読んで内容を理解しておく。 

第 10回       面接技法 ⑤ ロールプレイ 

             【達成目標】ロールプレイを通して基本的な面接技法を体験的に習得する。 

              

             【予習事項】担当教員の指示に基づきロールを設定しておく。 

第 11回       記録技法 ケース記録の作成 

             【達成目標】ソーシャルワークにおける記録の意味を理解し、ケース記録 

             を記述できる。 

             【予習事項】テキスト p.73～74の逐語記録を読み、内容を把握しておく。 

第 12回       援助過程 ① 過程の全体像 

             【達成目標】ソーシャルワークにおける援助の過程の全体と各段階の援助 

             内容を理解する。 

             【予習事項】演習クラスの担当教員により別途指示する。 

第 13回       援助過程 ② アセスメント 

             【達成目標】アセスメントの内容を理解し、面接の中で初歩的なアセスメ 

             ントを実行することができる。 

             【予習事項】テキスト p.80～81の事例を読み、利用者とソーシャルワーカ 

             ーのそれぞれについてロールを設定しておく。 

第 14回       援助過程 ③ プランニング 

             【達成目標】プランニングの内容を理解し、初歩的なプランニングができ 

             る。 

             【予習事項】前回の授業で作成した「ふりかえり用紙」を活用してワーク 

             シート 9-2-1「支援計画票」を記入しておく。 

第 15回       施設見学（合同） 

             【達成目標】合同授業 施設見学実習の詳細を把握するとともに、予め持 

             っておくべき予備知識を確認する。 

             【予習事項】事前に配布された施設見学実習のしおりを読み込むとともに、 

             事前学習課題を完成させておく。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】ソーシャルワーカーに求められる価値と倫理、及び、面接や記録等のソーシ

ャルワーク技法についてロールプレイ等を通して学び、ソーシャルワークの過程についても

理解を深める。 

【授業終了時の達成目標】ソーシャルワーカーの価値と倫理を理解し、ソーシャルワークの

基本的な技法についても体験的に理解する。さらに援助の過程を理解し、初歩的なアセスメ

ントとプランニングが実行できるようになる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：ソーシャルワーク演習教材開発研究会 編「ソーシャルワーク演習ワークブッ

ク 第 2版」 

ISBN：978-4-86015-284-0 

出版社：みらい 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】基本的に、毎回の予習状況 20%、事後学習シートの記述内容（分

量および誤字脱字の有無等）40％、および授業中の発言内容等の積極性 40%で評価する。ま

た、欠席が 3回以内でも、予習をやってこない等により減点されれば合格点に達しないこと

もある。なお、期末試験は実施しない。 

【フィードバック方法】フィードバックとして発表やグループワークに対するコメントをす

る。 

質問・相談の受付方法 
授業終了時、またはクラス担当教員の研究室にて受け付ける。なお、授業中の積極的な質問

を歓迎する。 

履修条件 

【必須要件】社会福祉士国家資格の取得を希望する者であって、「現代社会と福祉 B」「相

談援助の基盤と専門職 B」「相談援助演習 A」の単位を修得した者に限る。また、診療情報

管理士あるいは介護福祉士過程も履修している者は 2年次以降に履修すること。 

 なお、社会福祉学部のみ履修可であり、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき学

科別に 1クラス 20名以下で編成する。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

欠席回数が累計 3回を超える場合は不可となる。また、遅刻・早退は一切認めない。従って、

始業時間に遅れて教室に入ってきた者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その

回の受講を認めない。なお、早退した場合は欠席となる。 

準備学習について 
【予習・復習】予習としてシラバスに定められた予習事項へ取り組むとともに、復習として

事後学習シートの記入を行うが、それらを合計して 2時間以上は行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助演習Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 
ソーシャルワークの多様な援助方法と関連する援助技術を習得するとともに、演習 Dにおけ

る事例検討の準備状態を形成する。 

授業計画 

第１回       ケースカンファレンスの方法 

             【達成目標】ソーシャルワークの視点に立ったケースカンファレンスの実 

             施と活用を理解する。 

             【予習事項】p.89～91を読み、p.90「ワークの進め方」①に沿って各自の 

             役作りをしておく。 

第２回       評価と効果測定の方法① 

             【達成目標】ソーシャルワークの全体的な過程から評価と効果測定を行い、 

             その意義や意味を理解する。 

             【予習事項】p.95～99を読み、p.98「ワークの進め方」①に沿って各自の 

             役作りをしておく。 

第３回       評価と効果測定の方法② 

             【達成目標】同上 

             【予習事項】ワークシート 11-1-6「評価表」（1）～（6）を記入しておく。 

第４回       グループワーク ① 準備期 

             【達成目標】グループワークにおける準備期の支援内容を理解する。 

             【予習事項】配布されたプリントの内容を読み、p.69「話し合いの部屋」 

             の 1から 4を調べた上で、5から 7について考えておく。 

第５回       グループワーク ② 開始期 

             【達成目標】グループワークにおける開始期の支援内容を理解する。 

             【予習事項】配布されたプリントの内容を読み、p.76「話し合いの部屋」 

             の 1から 7について考えておく。 

第６回       グループワーク ③ 作業期 

             【達成目標】グループワークにおける作業期の支援内容を理解する 

             【予習事項】配布されたプリントの内容を読み、p.82「話し合いの部屋」 

             の 1から 9について考えておく。 

第７回       グループワーク ④ 終結期 

             【達成目標】グループワークにおける終結期の支援内容を理解する。 

             【予習事項】配布されたプリントの内容を読み、p.88「話し合いの部屋」 

             の 1から 6について考えておく。 

第８回       地域とは何か  コミュニティの意味 

             【達成目標】コミュニティの意味を理解し、コミュニティの要素とその関 

             係を考える。 

             【予習事項】演習クラス担当教員により別途指示する。 

第９回       地域を知る  地域に含まれる要素 

             【達成目標】地域の特徴的な課題を把握する方法を身につけ、情報を入手 



             するための資源や手段を学ぶ。 

             【予習事項】演習クラス担当教員により別途指示する。 

第 10回       地域の福祉ニーズの明確化 

             【達成目標】既存資料から地域の福祉ニーズを把握し、整理・分析するこ 

             とによって明確化する方法を学ぶ。 

             【予習事項】p.107～109の A市 B地区の概要を読み、考えられる福祉ニーズ 

             を複数あげておく。 

第 11回       広報誌の作成 

             【達成目標】住民に地域の福祉ニーズを知らせ、理解、参加を得るための 

             技術について、広報誌の作成を通して学ぶ。 

             【予習事項】p.111～113を読み、「ワークの進め方」①のテーマ 1につい 

             て、②を参考に企画内容や構成を考えておく。 

第 12回       ボランティア養成プログラムの立案 

             【達成目標】住民参加の研修を企画する技術を学ぶ。 

             【予習事項】p.115～116を読み、「ワークの進め方」①のテーマとねらい 

             を書いてくる。 

第 13回       リーダーシップスタイル 

             【達成目標】自分のリーダーシップの傾向を知る。 

             【予習事項】自分が所属するグループのリーダーを思い浮かべ、そのリー 

             ダーシップの特徴をあげておく。 

第 14回       会議場面でのリーダーシップ 

             【達成目標】ブレーンストーミングの体験を通して、会議場面でのリーダ 

             ーの役割や態度について学ぶ。 

             【予習事項】p.186～187を読んでおく。また、教員から提示されたトピッ 

             クに対する、アイデアを考え、3つ以上メモしておく。 

第 15回       スーパービジョンの活用法 

             【達成目標】スーパービジョンの内容を把握し、スーパーバイザーの役割 

             と、スーパーバイジーの気持ちを体験的に理解する。 

             【予習事項】実習に行く前の学生が抱える不安や教えてもらいたいことを 

             考え、それに対する教員としての助言内容も考えておく。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】前期の演習 Bで学習した内容をより一層深め、グループワーク、コミュニテ

ィワークなど多様なソーシャルワークの援助方法を習得するとともに、リーダーシップやス

ーパービジョンなどの関連する援助技術についても理解していく。 

【授業終了時の到達目標】多様なソーシャルワークの援助内容が理解でき、それぞれの具体

的な内容を初歩的なレベルで実行できるようになる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：ソーシャルワーク演習教材開発研究会 編「ソーシャルワーク演習ワークブッ

ク 第 2版」 

ISBN：978-4-86015-284-0 

出版社：みらい 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】基本的に、毎回の予習状況 20％、事後学習シートの記述内容（分

量および誤字脱字の有無等）40％、および授業中の発言内容等の積極性 40％で評価する。ま

た、欠席が 3回以内でも、予習をやってこない等により減点されれば合格点に達しないこと

もある。なお期末試験は実施しない。 

【フィードバック方法】フィードバックとして発表やグループワークに対するコメントをす

る。 

質問・相談の受付方法 
授業終了時、またはクラス担当教員の研究室にて受け付ける。なお授業中の積極的な質問を

歓迎する。 

履修条件 

【必須要件】社会福祉士国家資格の取得を希望する者であって、「相談援助の理論と方法 A」、

および「相談援助演習 B」の単位を修得し、かつ「相談援助の理論と方法 B」を履修中の者

に限る。また、診療情報管理士あるいは介護福祉士過程も履修している者は 2年次以降に履

修すること。 

 なお、社会福祉学部のみ履修可であり、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき学

科別に 1クラス 20名以下で編成する。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

欠席回数が累計 3回を超える場合は不可となる。また、遅刻・早退は一切認めない。従って、

始業時間に遅れて教室に入ってきた者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その

回の受講を認めない。なお、早退した場合は欠席となる。 

準備学習について 
【予習・復習】予習としてシラバスに定められた予習事項へ取り組むとともに、復習として

事後学習シートの記入を行うが、それらを合計して 2時間以上は行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助演習Ｄ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 様々な実践事例に触れることにより今まで学んだ全ての援助技術を統合的に理解する。 

授業計画 

第１回       事例研究の目的と意義（合同） 

             【達成目標】合同授業 事例を通して学ぶことの目的と意義を理解する。 

              

             【予習事項】テキストを購入しておく。 

第２回       社会的排除に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(1)社会的排除」の事前学習シートの課題に取り 

             組む。 

第３回       高齢者福祉に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(2)高齢者福祉①」の事前学習シートの課題に取 

             り組む。 

第４回       障害者福祉に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(4)障害者福祉①」の事前学習シートの課題に取 

             り組む。 

第５回       児童福祉に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(6)児童福祉①」の事前学習シートの課題に取り 

             組む。 

第６回       高齢者虐待に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(8)高齢者虐待」の事前学習シートの課題に取り 

             組む。 

第７回       児童虐待に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(10)児童虐待」の事前学習シートの課題に取り組 

             む。 

第８回       DVに関する相談援助演習 



             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(11)家庭内暴力（DV）」の事前学習シートの課題 

             に取り組む。 

第９回       低所得者に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(12)低所得者」の事前学習シートの課題に取り組 

             む。 

第 10回       ホームレスに関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(13)ホームレス」の事前学習シートの課題に取り 

             組む。 

第 11回       更生保護に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(16)更生保護」の事前学習シートの課題に取り組 

             む。 

第 12回       就労支援に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(18)就労支援」の事前学習シートの課題に取り組 

             む。 

第 13回       医療機関に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(20)特定機能病院」の事前学習シートの課題に取 

             り組む。 

第 14回       地域福祉に関する相談援助演習 

             【達成目標】相談援助の事例検討によって総合的・包括的な支援方法を理 

             解する。 

             【予習事項】テキスト「(22)地域福祉②」の事前学習シートの課題に取り 

             組む。 

第 15回       事例研究の方法（合同） 

             【達成目標】合同授業 実習における個別的な体験を事例としてまとめる 

             方法を理解する。 

             【予習事項】テキスト第 15章・事例研究の方法を読んでおく。 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】社会問題別、対象者別の様々な実践事例を活用し、グループディスカッショ

ンやプレゼンテーション、さらにはクラス全体での討論を通じて問題の原因や背景を探り、

支援のあり方について考察を深めるとともに、多面的な視点への気付きを促進する。 

【授業の達成目標】ソーシャルワークの様々な支援場面において、なぜそうなるのか、どう

すれば良いのかを主体的に考え、可能な範囲で実行できるようになる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与方

針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身に

つけることができる。 

テキスト 

加藤幸雄 監修 鈴木武幸・鈴木政史 編著（2015） 「社会福祉士 相談援助演習 事例

集」 学文社 

ISBN：978-4-7620-2527-3 

価格（税抜）：2,600 円 

なお、予めテキストを購入しない者は受講を認めない（初回を除く） 

 

参考文献 その都度指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】毎回の予習状況 20%、事後学習シートの記述内容（分量および誤

字脱字の有無等）40％、および授業中の発言内容等の積極性 40%で評価する。また、欠席が

3回以内でも、予習をやってこない等により減点されれば合格点に達しないこともある。な

お、期末試験は実施しない。 

【フィードバック方法】フィードバックとして、発表やグループワークに対するコメントを

する。 

質問・相談の受付方法 
授業終了時、またはクラス担当教員の研究室にて受け付ける。なお授業中の積極的な質問を

歓迎する。 

履修条件 

【必須要件】社会福祉士国家資格の取得を希望する者であって、「相談援助実習指導 A」「相

談援助の理論と方法 B」、「地域福祉の理論と方法 A・B」「障害者福祉サービス」「相談援

助演習 C」の単位を修得し、原則として「相談援助実習指導 B」および「相談援助実習」を

履修中の者。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

1.グループ作業に支障を来たすため、遅刻・早退は一切認めない。従って、始業時間に遅れ

て教室に入ってきた者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その回の受講を認め

ない。また、早退した場合は欠席となる。 

2.基本的に 100%の出席を求める。さらに、累積 3回を超える欠席の場合は単位の修得を認め

ないので、そのつもりで受講すること。 

準備学習について 
【予習・復習】予習としてシラバスに定められた予習事項へ取り組むとともに、復習として

事後学習シートの記入を行うが、それらを合計して 2時間以上は行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助演習Ｅ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 相談援助実習における個別的体験を言語化し、実践的な対応能力を養う。 

授業計画 

第１回       実習体験に基づく事例研究の進め方(合同） 

             【達成目標】合同授業 実習体験に基づく事例研究の意義や進め方を理解 

             し、事例発表の準備をすることができる。 

             【予習事項】事例研究シートを記入し、提出する。 

第２回       実習体験に基づく事例研究（1） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第３回       実習体験に基づく事例研究（2） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第４回       実習体験に基づく事例研究（3） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第５回       実習体験に基づく事例研究（4） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第６回       実習体験に基づく事例研究（5） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第７回       実習体験に基づく事例研究（6） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第８回       実習体験に基づく事例研究（7） 



             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第９回       実習体験に基づく事例研究（8） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 10回       実習体験に基づく事例研究（9） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 11回       実習体験に基づく事例研究（10） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 12回       実習体験に基づく事例研究（11） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 13回       実習体験に基づく事例研究（12） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 14回       実習体験に基づく事例研究（13） 

             【達成目標】実習体験を共有し、一般化することで、相談援助に必要な実 

             践的知識および技術を習得する。 

             【予習事項】事例提供者は発表準備をし、その他の受講生は事例を読み、 

             質問する内容を準備しておく。 

第 15回       実習体験に基づく事例研究のまとめ 

             【達成目標】ソーシャルワークの幅広い分野に対応できる共通の（Generi 

             c）視点を確認し、理解する。 

             【予習事項】実習・演習を通して自分の成長を感じられた点、今後の課題 

             などを 3分間でスピーチできるようにまとめ、練習しておく。 

＊なお、受講生の数によっては、実習体験に基づく事例に代わり、一部、テキストの事例を

活用することもある。 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】相談援助実習における学生の個別的体験（エピソード）を事例研究によって

考察することで、社会福祉士に求められる相談援助の知識および技術を実践的に理解すると

ともに、相談援助にかかる専門的援助技術を言語化・理論化する能力を養う。 

【授業終了時の達成目標】相談援助実習における個別的な体験を共有し、一般化することで

相談援助に必要な実践的知識および技術を習得する。また、ソーシャルワークの幅広い分野

に対応できる共通（Generic）視点を実践的に習得する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 

テキスト 

加藤幸雄 監修 鈴木武幸・鈴木政史 編著（2015） 「社会福祉士 相談援助演習 事例

集」 学文社 

ISBN：978-4-7620-2527-3 

価格（税抜）：2,600 円 

参考文献 その都度指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】毎回の予習状況 20％、事後学習シートの記述内容（分量および誤

字脱字の有無等）40％、および授業中の事例発表および発言内容等の積極性 40％で評価する。

また、テキストの事例を活用した回があった場合は、予習（事前学習シート）状況 20％、事

後学習シートの記述内容 40％、および授業中の発言内容等の積極性 40％で評価する。欠席

が 3回以内でも、予習をやってこない等により減点されれば合格点に達しないこともある。

なお、期末試験は実施しない。 

【フィードバック方法】フィードバックとして発表やグループワークに対するコメントをす

る。 

質問・相談の受付方法 
授業終了時、またはクラス担当教員の研究室にて受け付ける。なお、授業中の積極的な質問

を歓迎する。 

履修条件 

【必須要件】社会福祉士国家資格の取得を希望する者であって、「相談援助実習指導 B」「相

談援助演習 D」「相談援助の理論と方法 C」の単位を修得し、「相談援助実習」を実施した

者。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

1.グループ作業に支障を来たすため、遅刻・早退は一切認めない。従って、始業時間に遅れ

て教室に入ってきた者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その回の受講を認め

ない。また、早退した場合は欠席となる。 

2.基本的に 100%の出席を求める。さらに、累積 3回を超える欠席の場合は単位の修得を認め

ないので、そのつもりで受講すること。 

3.事例作成の際は、氏名、施設・機関名等は仮名を使用し、個人が特定されないように留意

する。また、事例の内容は、クラス内に留め、専門職としての守秘義務を遵守する。これも

トレーニングである。 

準備学習について 
【予習・復習】予習としてシラバスに定められた予習事項へ取り組むとともに、復習として

事後学習シートの記入を行うが、それらを合計して 2時間以上は行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助実習指導 A 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 実習に必要な倫理・知識・技術等を身につけ、自己の資質及び専門性を把握する。 

授業計画 

第 1回        施設見学実習① 高齢者施設（夏季休業期間中） 

第 2回        施設見学実習② 障害福祉サービス事業所等（夏季休業期間中） 

第 3回        （1週目）合同 オリエンテーション① 社会福祉士課程の全体像 

第 4回        （2週目）合同 オリエンテーション② 実習の意義と目的 

第 5回        （3週目）合同 オリエンテーション③ 実習の評価、実習生の心得、契約

と合意 

第 6回        （4週目）クラス 施設見学の振り返り 

第 7回        （5週目）クラス 高齢者施設・機関の理解① 特別養護老人ホーム等 

第 8回        （6週目）クラス 高齢者施設・機関の理解② 地域包括支援センター等 

第 9回        （7週目）クラス 児童施設・機関の理解施設 

第 10回       （8週目）クラス 地域福祉・行政・医療機関の理解 

第 11回       （9週目）クラス 障害福祉施設・機関の理解 

第 12回       （10 週目）合同 コンピテンス・アセスメントについて 

第 13回       （11週目）クラス コンピテンス・アセスメントシートの作成、個別面談に

ついて 

（12・13・14週目）実習に向けた個別面談  ※12月、1月に実施（この間、講義は開講し

ない） 

第 14回       （15 週目）合同 実習経験者（3-4年生）による講話 

第 15回       相談援助実習報告会聴講 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】相談援助実習の意義、社会福祉士に求められる知識と技術資質、技能、倫理

等の基本を理解する。また、自身の課題を把握し、社会福祉士としての資質・適性などを知

る。 

【授業の到達目標】本授業は、実習を遂行する力量を養うため、福祉現場で必要とされる態

度やマナーなどの相談援助実習の基本を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】 本授業は、社会福祉学部の学位授与方針である「福

祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることがで

きる。 

テキスト 

社会福祉演習実習委員会 編著「相談援助実習の手引き」  

テキスト名：ソーシャルワークを学ぶ人のための相談援助実習 

ISBN：978-4-8058-5127-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター 監修 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】受講態度（30%）、提出物（合計 70%：施設見学事後学習シート

20%、第 4回ワークシート 10%、コンピテンス・アセスメントシート〔4頁のみ〕20%、実習

体験者講話レポート 10%、実習報告会聴講レポート 10%）を総合的に評価する。なお、提出

物が未提出の場合は単位取得を認めない。 

【フィードバック方法】フィードバックは、実習に向けた個別面談時におこなう。 

 

質問・相談の受付方法 
質問は授業中または終了後、実習クラス担当教員の研究室等で受け付ける。また、相談は福

祉実習指導センターでも受け付けている。 

履修条件 

【必須条件】施設見学への参加、「現代社会と福祉 A・B」「相談援助の基盤と専門職 A・B」

「介護福祉」「高齢者福祉サービス」「相談援助演習 A・B」「相談援助の理論と方法 A」「地

域福祉の理論と方法 A」「児童・家庭福祉サービス」を単位取得済であること。「相談援助

演習 C」「相談援助の理論と方法 B」「地域福祉の理論と方法 B」「障害者福祉サービス」を

履修中であること 

社会福祉学部のみ履修可、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき、学科別１クラス

20名以下とする。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・施設見学に参加していない場合は原則として履修することができない。 

・忌引、公共交通機関の遅延等以外の欠席・遅刻・早退（出席確認終了後に入室した場合、

又は早退した場合は欠席となる）は一切認めない（欠席回数が累計 3回を超える場合は単位

修得できない）。 

・日頃から出来る限りボランティア活動に参加すること。 

・見学施設の受け入れ状況、講義の進捗状況等によって授業計画を変更する場合がある。 

 

 

準備学習について 

【予習】授業毎に１時間以上、事前課題を課して取り組んでもらう。 

【復習】授業終了後に１時間以上とする。授業で学んだことを振り返り、相談援助実習まで

に必要な知識をまとめる。 

 



 

講義科目名称： 相談援助実習指導 B 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 実習に必要な倫理・知識・技術等を身につけ、自己の資質及び専門性を把握する。 

授業計画 

第 1回        合同オリエンテーション 

第 2回        実際に実習を行う分野の基本的な理解と事前学習の方法 

第 3回        相談援助実習計画書・個人票の作成① 作成方法 

第 4回        相談援助実習計画書・個人票の作成② 実習三者（四者）関係、事前訪問 

第 5回        相談援助実習計画書・個人票の作成③ 実習目標・課題の明確化 

第 6回        相談援助実習計画書・個人票の作成④ 事前訪問の実施 

第 7回        相談援助実習計画書・個人票の作成⑤ 具体的取り組み・方法の設定 

第 8回        相談援助実習計画書・個人票の作成⑥ 目標設定の理由、実習の意義 

第 9回        相談援助実習計画書・個人票の作成⑦ 計画書・個人票の提出 

第10回       実習先で必要とされる相談援助に係わる知識と技術に関する理解① 制度等 

第11回       実習先で必要とされる相談援助に係わる知識と技術に関する理解② ツール

等 

第 12回       実習日誌への記録内容及び記録方法等に関する理解① 意義・目的 

第 13回       実習日誌への記録内容及び記録方法等に関する理解② 記録方法 

第 14回       実習における個人のプライバシー保護と守秘義務の理解、ソーシャルワーカ

ーの倫理綱領、帰校日、コンピテンス・アセスメントについて 

第 15回       実習評価と自己評価、実習に向けての心得と注意事項、実習関係書類につい

て 

相談援助実習報告会聴講（2017 年度のみ） 

第 16回       帰校日または巡回指導 実習体験の整理（実習中） 

第 17回       巡回指導 実習プログラム、実習状況等の確認（実習中） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】相談援助実習に必要な知識・技術を学ぶとともに、3年次または 4年次夏季

相談援助実習（180時間以上）の計画書等を作成する。 

【授業の到達目標】本授業は、相談援助実習を遂行する力量を養うため、実習で必要とされ

る倫理・知識・技術等を具体的に理解する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができる 

 

テキスト 

社会福祉演習実習委員会 編著「相談援助実習の手引き」 

テキスト名：ソーシャルワークを学ぶ人のための相談援助実習 

ISBN：978-4-8058-5127-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター 監修 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】受講態度（30%）、提出物（合計 70%：施設・機関の概要 20%、実

習計画書 40%、計画書作成のための事前訪問記録用紙 10%）を総合的に評価する。なお、提

出物が未提出の場合は不可となる。 

【フィードバック方法】フィードバックは、実習計画書・個人票の作成指導時や巡回・帰校

日時におこなう。 

 

質問・相談の受付方法 
基本的には授業中に回答する。また、必要に応じ、アポイントメントを取ったうえで各クラ

ス担当教員の研究室等でも受け付ける。 

履修条件 

【必須条件】相談援助実習と同年次に履修すること。原則として「相談援助実習指導 A」「相

談援助演習 C」「相談援助の理論と方法 B」「地域福祉の理論と方法 B」「障害者福祉サービ

ス」が単位取得済であること。「相談援助演習 D」「相談援助の理論と方法 C」を履修中で

あること。 

社会福祉学部のみ履修可、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき、学科別１クラス

20名以下とする。 

 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

診療情報管理士・介護福祉士課程履修者、編入生は 4年次に履修すること。 

・日頃から出来る限りボランティア活動に参加するよう心掛けること。また、「相談援助実

習」が不可の場合、本科目も原則として不可となる。 

・欠席回数が累計 3回を超える場合は単位が不可となり、配属済みでも実習は中止となる。

また、遅刻・早退は一切認めない。従って、始業時間に遅れて教室に入った者（具体的には、

口頭での出席確認終了以降）は、その回の受講を認めない。なお、早退した場合は欠席とな

る。 

 

 

準備学習について 

【予習】授業毎１時間以上とする。実習計画書の作成、個人票の作成、実習関係書類の作成

等に取り組んでもらう。 

【復習】授業終了後１時間以上とする。授業で学んだことを振り返り、相談援助実習までに

必要な知識をまとめる。 



 

講義科目名称： 相談援助実習指導 C 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 相原眞人、西尾敦史、鈴木武幸、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也 

テーマ 専門職に必要な倫理・知識・技術等を身につけ、自己の資質・専門性を振り返る。 

授業計画 

第 1回        帰校日または巡回指導 個別支援計画書等について（実習中） 

第 2回        巡回指導 実習関係書類等について（実習中） 

第 3回        （1週目）相談援助実習報告集、相談援助実習報告会について 

第 4回        （2週目）相談援助実習報告書の作成① 作成様式について 

第 5回        （3週目）相談援助実習報告書の作成② 実習計画に対する自己評価 

第 6回        （4週目）相談援助実習報告書の作成③ 実習の概要 

第 7回        （5週目）相談援助実習報告書の作成④ 印象に残った体験、実習成果 

第 8回        （6週目）相談援助実習報告書の作成⑤ 考察と今後の課題、実習評価の振

り返り 

第 9回        （7週目）相談援助実習報告書の作成⑥ 原稿の確認 

第 10回       （8週目）相談援助実習報告会の準備① 報告会の概要、発表の進め方 

第 11回       （9週目）相談援助実習報告会の準備② 発表スライドの作成 

第 12回       （10 週目）相談援助実習報告会の準備③ 司会、タイムキーパー等の役割分

担 

第 13回       （11 週目）クラス内発表の実施 

第 14回       （12 週目）クラス内発表の振り返り 

第 15回       （13週目）コンピテンス・アセスメントの実施、報告会配布資料の作成・印

刷 

※ 報告会準備の進捗状況によって、報告会前に個別・クラス指導を実施する場合がある 

第 16回       相談援助実習報告会の準備 会場設営、リハーサル等 

第 17回       相談援助実習報告会 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】相談援助実習を振り返り、相談援助実習報告書を作成するとともに、相談援

助実習報告会を実施する。 

【授業の到達目標】実習は、実践力のある対人援助専門職として仕事をする力量を総合的に

身につける必須の過程である。この授業は、そのような専門職の力量を養うため、福祉現場

で必要とされる倫理・知識・技術等を身につけるとともに、実習内容の振り返りを通じて専

門職としての自己のあり方を問うことを目的とする。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて社会福祉学部の学位授与の方

針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身に

つけることができる。 

テキスト 

社会福祉演習実習委員会 編著「相談援助実習の手引き」 

テキスト名：ソーシャルワークを学ぶ人のための相談援助実習 

ISBN：978-4-8058-5127-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター 監修 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 その都度紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】受講態度（30%）、相談援助実習報告書（40%）、相談援助実習報

告会における発表（30%）を総合的に評価する。なお、相談援助実習報告書を期限内に提出

し、相談援助実習報告会で発表しなければ不可となる。 

【フィードバック方法】フィードバックとして実習報告書及び報告会資料の添削、巡回指導

及び帰校日におけるスーパービジョン、実習先からの評価票及び自己評価を素材として振り

返りを行う。 

質問・相談の受付方法 
基本的には授業中に回答する。また、必要に応じ、アポイントメントを取ったうえで各クラ

ス担当教員の研究室等でも受け付ける。 

履修条件 

【必須要件】相談援助実習を同年次に履修すること。原則として「相談援助実習指導 B」「相

談援助演習 D」「相談援助の理論と方法 C」が単位取得済であり、「相談援助演習 E」を履修

中であること。規定時間（180時間）以上の相談援助実習を実施済みであること。診療情報

管理士・介護福祉士課程履修者は 4年次に履修すること。 

社会福祉部のみ履修可、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に基づき学科別 1クラス 20

名以下 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

欠席回数が累計 3回を超える場合は不可となる。また遅刻・早退は一切認めない。従って、

始業時間に遅れて教室に入った者（具体的には、口頭での出席確認終了以降）は、その回の

受講を認めない。なお、早退した場合は欠席となる。さらに日頃から出来る限りボランティ

ア活動に参加するよう心掛けること。また、相談援助実習が不可の場合は、原則として本科

目も不可となる。 

実習報告会の日程、講義の進捗状況によって授業計画を変更する場合がある。 

準備学習について 
【予習・復習】授業毎に 2時間以上の「学生が取り組むべき事項」及び実習報告書・報告会

資料の作成、実習報告書・報告会資料の修正及び発表練習を行うこと。 



 

講義科目名称： 相談援助実習 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 5 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾敦史、相原眞人、渡邊英勝、渡辺央、鈴木政史、小林哲也、鈴木武幸、青山登志夫、清水将一 

テーマ 
福祉現場を体験し、社会福祉士に必要な倫理・知識・技術を身につけるとともに、実践力の

ある対人援助専門職を目指して自己を振り返り、資質や専門性を磨く。 

授業計画 

1.           基本的な実習期間 

             3年次または 4年次夏季休業期間中（8月上旬～9月下旬） 

             180時間以上（概ね 24日間程度） 

             ※但し、実習先の事情等により前後することがある 

              

 

2.           主な実習施設・機関の種類 

             高齢者分野：特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセ 

             ンター、介護老人保健施設等 

             障害福祉分野：障害者支援施設（療養介護、生活介護・自立訓練・就労移 

             行支援・就労継続支援等） 

             児童福祉分野：児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、 

             児童相談所、母子生活支援施設等 

             相談機関等：市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、市町村福祉 

             事務所等 

             その他の施設・機関：生活保護法による救護施設、医療機関等 

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】実習は社会福祉士の国家試験を受験するための必須科目であるばかりでな

く、実際の現場を体験することにより、概ね以下の内容を達成することが求められる。 

【授業の到達目標】①利用者や職員と良好な人間関係を形成する。②利用者が置かれている

状況や想いを理解する。③利用者のニーズを把握し、支援計画を策定し、できる範囲で実行

する。④施設や機関の機能と役割を理解する。⑤職員とのチームワークのあり方を考え、で

きる範囲で実行する。⑥大学で学んだ知識を現実場面に応用できる実践力を養う。⑦現実場

面での具体的活動を抽象化・概念化し、理論化していく能力を養う。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて社会福祉学部の学位授与の方

針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身に

つけることができる。 

テキスト 社会福祉演習実習委員会 編著「相談援助実習の手引き」 

参考文献 その都度紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】配属実習施設・機関の評価および実習日誌の記述内容、巡回・帰

校日の受講態度をベースにしつつ、実習担当教員（実習指導クラス担当教員及び巡回指導担

当教員）の合議により最終的な評価を決定する。 

【フィードバック方法】フィードバックとして実習指導者と連携を図りながらスーパビジョ

ンを実施する。 

質問・相談の受付方法 

実習中は、実習指導者の他、原則として概ね 1週間に 1回の巡回指導および帰校日を実施す

るため、その機会に質問や相談をすること。また、必要に応じて福祉実習指導センターでも

受け付ける。 



履修条件 

【必須要件】「相談援助実習指導 B」と同様となる。なお、必要な授業の単位が所定の時期

までに取得済でない場合、実習が実施できないため十分注意すること。 

「相談援助実習指導 B・C」「相談援助演習 D・E」を同年次に履修すること。 

社会福祉学部のみ履修可 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

実習時間（180時間以上）は全て実施しなければ履修したことにはならない。実習先での遅

刻や早退、欠席は認められない。また、真にやむを得ない事由であっても、実習時間が不足

する場合は、追加実習を実施する。 

相談援助実習のみを履修することはできない。また、相談援助実習指導 Bおよび Cが不可の

場合、原則として本科目も不可となる。 

実習受け入れ状況等によって授業計画が変更になる場合がある。 

準備学習について 
【予習・復習】実習に向けた事前学習（施設・機関の理解、個別支援計画書の作成等）及び

事後学習（実習関係書類の作成）に取り組むこと。 



 

講義科目名称： 少子化社会と社会福祉 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山田 美津子 

テーマ 少子高齢社会の現状を理解し社会福祉のあり方について考察する 

授業計画 

第１回       少子高齢社会と社会福祉 

第２回       日本の社会福祉の歴史（明治から大正時代） 

第３回       日本の社会福祉の歴史（昭和時代） 

第４回       日本の社会福祉の歴史（平成時代） 

第５回       社会福祉基礎構造改革 

第６回       社会福祉の仕組み 

第７回       生活保護 

第８回       子ども家庭福祉 

第９回       高齢者福祉 

第 10回       障害者の福祉 

第 11回       地域福祉 

第 12回       社会福祉の担い手 

第 13回       社会福祉における相談援助 

第 14回       海外の社会福祉の動向 

第 15回       これからの社会福祉 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

１．現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 

２．社会福祉の制度や実施体系等について理解する。 

３．社会福祉における相談援助や利用者の保護に関わる仕組みについて理解する。 

４．社会福祉の動向と課題について理解する。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち「福祉課題を解決に導くた

めの知識・技術」を身に付けることができる。 

テキスト 

テキスト名：『社会福祉を学ぶ』 

ISBN：978-4-86015-383-0 

出版社：みらい 

著者名：山田 美津子、稲葉光彦編 

価格（税抜）：2,000 円 

参考文献 授業において適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験９０％、授業態度１０％ 

学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
・講義終了後  

・研究室在室中は随時 

履修条件 保育士国家試験受験希望者は履修をお勧めします。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
日頃から社会福祉に関する動向に関心を持ってほしい。 

授業で課された課題（授業後のレポート等）を必ず期日までに提出するようにしてください。 



準備学習について 授業毎に 2時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 子ども家庭福祉 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山田 美津子 

テーマ 子ども家庭福祉の意義、保育との関連性、制度、現状と課題について理解する 

授業計画 

第１回       子ども家庭福祉の意義 

第２回       児童福祉の歴史 

第３回       児童福祉の歴史の続き 

第４回       子どもの権利 

第５回       児童福祉の法体制 

第６回       児童福祉を担う機関 

第７回       児童福祉施設 

第８回       少子化対策と子育て支援 

第９回       保育問題と保育施策 

第 10回       児童虐待・DVの現状 

第 11回       児童虐待・DVの防止 

第 12回       母子保健と子どもの健全育成 

第 13回       ひとり親家庭の福祉 

第 14回       障害のある児童の福祉 

第 15回       諸外国の子ども家庭福祉の動向と日本の課題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

１．現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷について理解する。 

２．子ども家庭福祉と保育との関連性及び子どもの人権について理解する。 

３．子ども家庭福祉の制度や実施体系等について理解する。 

４．子ども家庭福祉の現状と課題について理解する。 

５．子ども家庭福祉の動向と展望について理解する。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与方針のうち「福祉課題を解決に導くため

の知識・技術」を身に付けることができる。 

テキスト 

テキスト名：『子ども家庭福祉』 

ISBN：9784623079261 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：倉石 哲也 監修、伊藤 嘉余子 監修・編著、澁谷 昌史 編著 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験９０％、授業態度１０％ 

学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 

・授業終了後 

・研究室在室中は随時 

 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 授業で課された課題（授業後のレポート等）を必ず期日までに提出するようにしてください。 



準備学習について 授業毎に 2時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 日本近代福祉史 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小田部 雄次 

テーマ 近代日本の福祉事業に関わった人びとについて学ぶ 

授業計画 

毎週、近代日本の福祉事業に関わった人びとの主な経歴や活動について学びます。 

半年間に予定される人物はおおよそ以下の通りですが、講義の進行上、適宜変わ 

る場合もあります。以下の人物のほかにも著名な人びとは数多くおりますが、講義でふれら

れなかった人物については、できるだけ講義中にふれるつもりです。 

 

第１回       岩永マキと沢田美喜 

              隠れキリシタンであった岩永マキの受難とその後の児童養護活動につい 

             て知り、さらに戦後の占領軍兵士と日本人女性との間に生まれた混血孤児 

             たちの養育に尽力した沢田美喜の人生について学ぶ。 

第２回       矢島楫子と東京婦人矯風会   

              男女差別で苦悩した矢島楫子の人生と、矢島が推進した女性解放運動に 

             ついて学ぶ。また矢島を継いだ久布白落実についても学ぶ。 

第３回       石井十次と岡山孤児院 

              日本初の児童養護施設といわれる岡山孤児院とその創設者石井十次の人 

             生や思想を考える。また、石井の影響を受けた大原孫三郎とその福祉活動 

             を学ぶ。 

第４回       横山源之助と『日本之下層社会』 

              近代日本初の貧民調査を行った横山源之助の人生と、その代表作『日本 

             之下層社会』について学ぶ。また、ハワイ日系移民の教育に尽力した奥村 

             多喜衛についても学ぶ。 

第５回       原胤昭と出獄人保護事業 

              幕末の与力であり、自由民権運動に関わった原胤昭の監獄改良運動、お 

             よび出獄人保護の思想と活動について学ぶ。 

第６回       石井亮一と滝乃川学園  

              日本最初の知的障害者施設である滝乃川学園とその設立者・石井亮一の 

             人生について学ぶ。また、石井亮一の生涯の伴侶であった石井筆子につい 

             ても学ぶ。 

第７回       野口幽香と田内千鶴子 

              日本の幼児教育のパイオニアである野口幽香について学ぶ。また日本人 

             でありながら、韓国の孤児養育に生涯を捧げた田内千鶴子について学ぶ。 

第８回       井深八重と神山復生病院 

              ハンセン病と誤診されながらも、生涯を御殿場にある神山復生病院の看 

             護師としてハンセン病患者のケアーに捧げた井深八重について学ぶ。 

第９回       岩橋武夫と日本ライトハウス 

              大学在学中に視力を失い自殺未遂までしながら視覚障害者のための人生 



             を歩む決心をした岩橋武夫について学ぶ。岩橋は日本にヘレン・ケラーを 

             紹介した人物としても知られる。 

第 10回       ヘレン・ケラーとアン・サリバン 

              三重苦を克服した奇跡の少女として知られるヘレン・ケラーと、ヘレン 

             を支え続けたアン・サリバンについて学ぶ。 

第 11回       ナイチンゲールとクリミア戦争 

              近代看護法の基礎を整えたナイチンゲールについて学ぶ。 

第 12回       アンリ・デュナンと国際赤十字社 

              国際赤十字社の創設に大きな役割を果たしたアンリ・デュナンの人生と、 

             赤十字社の歴史について学ぶ。 

第 13回       マザー・テレサと「清い心の家」 

              最も貧しい人の救済に生涯を捧げたマザー・テレサの思想とその活動に 

             ついて学ぶ。 

第 14回       シュバイツァー 

              アフリカのジャングルに病院を建て、医療と伝道に一生を捧げたシュバ 

             イツァーを学ぶ。 

第 15回       ユニセフ親善大使 

              子どもの救済に尽力した国際的活動であるユニセフ親善大使について学 

             ぶ。黒柳徹子、ヘプバーン、ラーニア王妃、元少年兵イシメールなどにつ 

             いて学ぶ。 

第 16回       試験 

             半期の講義で学んだことの筆記試験。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

近代日本の福祉事業に関わった人びととその主な活動について学びます。その際に、日本人

のみならず、日本人に影響を与えた多くの外国の人たちも紹介します。 

 

テキスト 毎回プリントを用意するので、特に必要ありません。 

参考文献 

室田保夫編著『人物でよむ 近代日本社会福祉のあゆみ』（ミネルヴァ書房）を底本としま

す。そのほかは講義内で適宜紹介します。 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回、講義のはじめに復習プリント、終わりにまとめのプリントをします。復習プリントは

満点 1点、まとめプリントは 3点で、15回分でそれぞれ 1点×14＝14点と 3点×15＝45点

で計 59 点となります。あとの 41点は試験です。 

 

質問・相談の受付方法 

講義中でも、講義後でも自由に質問や相談をしてください。ただし、講義を必要以上に長く

中断させるような場合であれば、講義後にお願いします。 

 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ - 

準備学習について 
毎時間のはじめに、前回のテーマについて復習プリントをするので、事前に整理しておくこ

と。 



 

講義科目名称： 小児保健Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田中 悦子 

テーマ 保育の基本として子どもの健康を守るため小児保健を学ぶ。 

授業計画 

第１回      子どもの健康と保健活動の意義 

第２回      子どもの発育・発達 ①身体発育と保健 

第３回      子どもの発育・発達 ②生理機能の発達と保健 

第４回      子どもの発育・発達 ③生理機能の発達と保健 

第５回      子どもの発育・発達 ④運動機能の発達と保健   （妊婦体験・新生児ベ

ビー人形での演習あり） 

第６回      子どもの発育・発達 ④精神機能の発達と保健 

第７回      子どもの健康状態の把握、急に変化しやすい子どもの特性、 子どもに多くみ

られる症状と適切な対応 ①不機嫌、てい泣 

第８回      子どもに多くみられる症状と適切な対応 ②発熱・発疹 

第９回      子どもに多くみられる症状と適切な対応 ③腹痛・嘔吐・下痢・脱水 

第 10回      子どもに多くみられる症状と適切な対応 ④けいれん・意識障害 

第 11回      子どもに多いけがと応急処置 ①熱中症・切り傷・すり傷・打撲・骨折・ね

んざ 

第 12回      子どもに多いけがと応急処置 ②鼻出血・やけど 

第 13回      子どもの主な病気と適切な対応 ①感染症 ・呼吸器・アレルギー・免疫疾

患・悪性新生物・血液疾患等 

第 14回      子どもに特有な疾患とその対応 ②悪性新生物・血液疾患循環器・こころの

疾患等 

第 15回      子どもの発育・発達、主な症状と主な疾患についてのまとめ  新生児ベビ

ーを用いての演習あり(お世話の仕方等) 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

子どもが健やかに成長していくためには、心身ともに健康に成長していくことで 

あり、そして健康増進に向けた活動が必要となる。本講義では、保育の基本となる子 

どもの身体的・精神的成長発達及び子どもに特有な症状や疾患とその予防や対応方法 

の知識を習得することを目的とする。 

 

テキスト 

テキスト名：「改定 2版 新 保育士養成講座 第 7巻 子どもの保健」 

ISBN： 978-4-7935-1170-7 

出版社：全国社会福祉協議会 

著者名・編集：新 保育士養成講座編纂委員会/編 

価格(税抜き)：1,900 円 

 

参考文献 最新 保育保健の基礎知識 第 7版改訂 日本保育園保健協議会 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験で評価する。 

  

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受けつける。 



履修条件 
【希望的要件】「人体の構造と機能及び疾病」が履修中または単位取得済であることが望ま

しい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】ただし、事前相談を要す。 

聴 講 生 【可】ただし、事前相談を要す。 

キャリアデザインカレッジ【可】ただし、事前相談を要す。 

メッセージ 

子どもの健康を守る大人として、子どもの健康に関する知識を身につけましょう。その知識

が子どもの安全を守り、時には命を救うかもしれません。演習を取り入れたり、新聞記事等

を用いて楽しく学べるように心がけていきます。 

準備学習について 講義の終了後に「学んだこと・感想」を書いて提出して頂きます。 



 

講義科目名称： 小児保健Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田中 悦子 

テーマ 保育の基本として子どもの健康を守るため小児保健を学ぶ。 

授業計画 

第１回       保健活動の計画および評価 

第２回       子ども全体の健康と安全・衛生管理 

第３回       保健における養護と教育 

第４回       子どもの健康増進と保育の環境 

第５回       子どもの生活習慣と心身の健康 

第６回       子どもの発達援助と保健活動 

第７回       体調不良、傷害への対応 

第８回       感染症の予防と対応 

第９回       個別的な配慮を必要とする子どもへの対応 

第 10回       乳児への対応 

第 11回       障害のある子どもへの対応 

第 12回       事故防止と安全管理 

第 13回       救急処置、救急蘇生法 

第 14回       応急処置、災害の備え 

第 15回       心と体の健康問題と地域保健活動 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

小児保健Ａで習得した小児のこころと身体の健康を維持増進するための基本的 

知識をもとに、小児が安全に健やかに育つための保健活動について学ぶ。特に、 

小児の死因のトップである事故への理解を深め、事故防止について考える機会とする。 

児童福祉施設における保健対策や母子保健をも学びます。 

 

テキスト 

テキスト名：「改定 2版 新 保育士養成講座 第 7巻 子どもの保健」 

ISBN： 978-4-9735-1170-7 

出版社：全国社会福祉協議会 

著者名・編集：新 保育士養成講座編纂委員会/編 

価格(税抜き)：1,900 円 

参考文献 
必要文献は、講義中に適宜紹介します。 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験での評価（５０％） 

受講態度等（５０％） 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後の教室で受け付けます。 

履修条件 【希望的要件】｢小児保健Ａ｣を履修中または単位取得済であることが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

小児保健Ｂは小児保健Ａの知識をもとにした授業構成であり、保育士試験の受験対策も兼ね

ているので、小児保健Ａを受講していることが望ましいが、興味のある方は受講可能。演習

を取り入れたり、新聞記事等を用いて楽しく学べるように心がけていきます。 



準備学習について 授業後に学んだこと・感想を提出していただきます。 



 

講義科目名称： 子どもと食生活Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 
子どもの健全な発育・発達と食生活の関係について、理解を深めると共に、実践力を身につ

けましょう 

授業計画 

第１回       ガイダンス：「子どもの食と栄養」 

第２回       子どもの健康と食生活の意義 ① 

第３回       子どもの健康と食生活の意義 ②  

第４回       栄養と食品に関する基礎的知識  ① 栄養素の基本的概念と栄養素の働き 

炭水化物・たんぱく質 

第５回       栄養と食品に関する基礎的知識  ② 栄養素の基本的概念と栄養素の働き 

脂質・ミネラル・ビタミン 

第６回       栄養と食品に関する基礎的知識  ③ 栄養素の基本的概念と栄養素の働き 

水の働き   

第７回       栄養と食品に関する基礎的知識  ④ 日本人の食事摂取基準      

第８回       食品の基礎知識と献立作成 

第９回       子どもの発育・発達と栄養生理  

第 10回       子どもの発育・発達と食生活 ① 授乳期の意義と食生活 

第 11回       子どもの発育・発達と食生活 ② 離乳期の意義と食生活 

第 12回       実習：乳児期の栄養と調理（人工乳の調整と離乳食） 

第 13回       幼児期の心身の発達と食生活 ①   

第 14回       幼児期の心身の発達と食生活 ② 

第 15回       実習：幼児の間食 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

乳幼児期の子どもの健全な心身の発達について、栄養学、食品学、献立学等の知識・技術を

基に、その現状と課題を理解し、課題の解決方法を考える。さらに、自分自身の食生活を再

考することで、健康に関する自己管理能力を養成する。このような授業概要を通じて、児童

分野の福祉職として、食生活に関する支援等を行ううえで必要な知識・技術を習得すること

を目標とする。この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「児童分

野の福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：『子どもの食と栄養演習 第 3版』 

ISBNコード：978-7679-5051-8 

出版社：建帛社 

著者：小川雄二 編著 

価格（税抜）：2700 円 

参考文献 授業で随時紹介致します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極性など態度（20点）・小テスト（60点）・レポート（20 点）から総合的に評

価します。 

小テストやレポートは授業内でコメントした後に返却する。 

質問・相談の受付方法 
メール（tazaki_11@suw.ac.jp）や口頭、リアクションペーパーでの質問・相談に随時対応

します。授業後やオフィスアワーは介護福祉棟 305研究室で対応します。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

福祉分野において、食生活の視点から親子関係や子どもの健全な心身の発育・発達を考える

きっかけとなる授業です。調理実習や食生活チェックなどの演習を通じて、実践力も身につ

けましょう。 

準備学習について 
授業内容について、毎回１時間以上の予習や復習を行い、課題レポートに積極的に取り組む

事で、知識の理解や習得に努める。 



 

講義科目名称： 子どもと食生活Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 
小児期の栄養と食生活について、児童分野の福祉職や保護者として必要な知識や基礎的技術

を習得することで、実践力を養成する。 

授業計画 

第１回       子どもの健康と食生活の意義 

第２回       幼児期の心身の発達と食生活  

第３回       実習１：献立作成・基本の調理操作 等  

第４回       実習２：和食の基本 

第５回       学童期の心身の発達と食生活 ① 

第６回       学童期の心身の発達と食生活 ② 

第７回       実習３：洋食の基本 

第８回       妊娠期の心身の発達と食生活  

第９回       食育の基本と内容 ① 食育の内容と計画及び評価 

第 10回       食育の基本と内容 ② 食育指導計画と食教育媒体   

第 11回       食育の基本と内容 ③ 食育指導計画と栽培・クッキング   

第 12回       家庭や児童福祉施設における食事と栄養 ① 家庭における食事と栄養 

第13回       家庭や児童福祉施設における食事と栄養 ② 児童福祉施設における食事と

栄養 

第14回       特別な配慮を要する子どもの食と栄養 ① 疾病及び体調不良の子どもへの

対応 

第 15回       特別な配慮を要する子どもの食と栄養 ② 食物アレルギー、障害がある子

どもへの対応 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

子どもの心身の健康と食生活は密接な関係にある。現在において、乳幼児期の食生活に関す

る問題は多く、心身の健全な発達に影響を与えている。そこで、小児栄養の基礎的理論・知

識を母親の妊娠・授乳期から、学童期まで各ライフステージに沿って理解し、保育現場での

実践に繋げることで、保育士・児童福祉士として必要な知識・技術を習得することを目標と

する。この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、児童分野の「福祉

課題を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：「生活支援のための調理実習」 第 2版  

ISBN：9784767933757 

出版社：建帛社 

著者名：田﨑裕美・中川英子：編   

価格（税抜）：1,900 円 

参考文献 講義中に適時紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的参加などの態度・小テスト（50点）・課題レポート（50点）から総合的に

評価します。 

小テスト、課題レポートは授業内でコメントした後に、返却する。 

質問・相談の受付方法 
メール（tazaki_11@suw.ac.jp）や口頭、リアクションペーパーでの質問・相談には随時対

応します。授業終了後やオフィスアワーは、介護福祉棟 305研究室で対応します。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
調理の基本を習得するために、食事記録や手作り弁当等の課題があります。知識と共に、基

礎技術も習得しましょう。 

準備学習について 
毎回の授業内容について、１時間以上の予習や復習を行い、課題レポートに取り組む事で、

知識の理解や習得に努める。 



 

講義科目名称： 福祉対話技法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石田 悦子 

テーマ 手話は言語 

授業計画 

第１回       伝えあってみよう 物の形や動きの身体表現 講義：はじめに 

第２回       伝えあってみよう 簡単な意思表現     講義：聴障者のコミ法 

第３回       自己紹介をしよう 名前・指文字      講義：耳のしくみ① 

第４回       自己紹介をしよう 家族の紹介①      講義：耳のしくみ② 

第５回       自己紹介をしよう 家族の紹介②      講義：聴覚障害の原因 

第６回       ろうあ者と直接話そう           講義：「ろうあ者の暮らし①」 

第７回       自己紹介をしよう 趣味について話そう①  講義：耳の役割 

第８回       自己紹介をしよう 趣味について話そう②  講義：言語の獲得 

第９回       自己紹介をしよう 数字を使っての会話①  講義：集団 

第 10回       自己紹介をしよう 数字を使っての会話②  講義：教育 

第 11回       自己紹介をしよう 仕事について話そう①  講義：仕事 

第 12回       自己紹介をしよう 仕事について話そう②  講義：運転免許 

第 13回       自己紹介をしよう 場所、交通等の会話   講義：手話通訳① 

第 14回       自己紹介をしよう 地名、県名の手話    講義：ろうあ者の未来① 

第 15回       総復習 

学期末試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

聴覚障害者の社会参加の広がりとともに、手話のできる福祉専門職への期待は高 

まりつつある。ここでは、手話、聴覚障害及び聴覚障害者に関する知識を習得する。 

手話実技、講義を並行して進めます。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：「静岡発～『手話は言語』～手話学習テキスト」 

ISBN： 

出版社・著者名：公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

価格：1,000 円 

※教員が授業内で販売します。 

参考文献 授業中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験で評価する。 

 

質問・相談の受付方法 授業中、又は終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

・手話検定目指して頑張ってください。 

・学内または地域の手話サークルへの参加をおすすめします。 

 

 

準備学習について 復習をしっかり行うこと（1.5時間程度）。 



 

講義科目名称： 福祉対話技法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石田 悦子 

テーマ 手話は言語 

授業計画 

第１回       前期復習               講義：前期復習 

第２回       一日のことを話そう①         講義：「聞こえる」を考える 

第３回       一日のことを話そう②         講義：災害 

第４回       一か月のことを話そう①        講義：家族・地域 

第５回       一か月のことを話そう②        講義：松島事件 

第６回       ろうあ者と直接話そう         講義：「ろうあ者の暮らし②」 

第７回       一年のことを話そう          講義：参政権 

第８回       新年会のことを話そう①       講義：手話サークル 

第９回       新年会のことを話そう②       講義：手話通訳② 

第 10回       旅行のことを話そう①         講義：テレビ、映像、視覚文化 

第 11回       旅行のことを話そう②         講義：盲ろう者 

第 12回       明日の予定は？①          講義：機関紙 

第 13回       明日の予定は？②          講義：聴覚障害者のバリアフリー 

第 14回       お元気ですか？            講義：ろうあ者の未来② 

第 15回       総復習  

学期末試験 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

・福祉対話技法 Aで学んだことを基本に、さらにコミュニケーション能力を高める。 

・聴覚障害者の様々な生活場面での実情・課題・権利について共に考える。 

・手話実技、講義を並行して進めます。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：「静岡発～『手話は言語』～手話学習テキスト」 

ISBN： 

出版社・著者名：公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 

価格：1,000 円 

※教員が授業内で販売します。 

参考文献 授業中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験で評価します。 

質問・相談の受付方法 授業中、又は講義終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 【希望的要件】福祉対話技法 Aを履修中または単位取得済の学生の受講が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
手話検定目指して頑張ってください。 

学内、地域の手話サークルへの参加をおすすめします。 

準備学習について 復習をしっかり行うこと（1.5時間程度）。 



 

講義科目名称： 福祉対話技法Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石田 悦子 

テーマ 手話は言語 

授業計画 

テキスト、ビデオ教材に沿って学びます。 

第１回       形、動作、状況を工夫して表現しよう 

第２回       意味をつかんで表現してみよう① 

第３回       意味をつかんで表現してみよう② 

第４回       意味にあった手話を選んで表現してみよう① 

第５回       ろうあ者と直接話そう 「ろうあ者の願い ①」 

第６回       意味にあった手話を選んで表現してみよう② 

第７回       表情、強弱、速度を工夫してみよう① 

第８回       表情、強弱、速度を工夫してみよう② 

第９回       位置、方向を工夫しよう① 

第 10回       位置、方向を工夫しよう② 

第 11回       位置、方向を工夫しよう③ 

第 12回       位置、方向を工夫しよう④ 

第 13回       指さしを使って表現しよう① 

第 14回       指さしを使って表現しよう② 

第 15回       ビデオ「手話 この魅力ある言葉」 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

手話は単なる身振りではなく、日本語、英語等と同列の一つの言語である。 

手話文法を学びつつ、手話の楽しさ、美しさを知り、コミュニケーション力を高める。 

実技中心で進めます。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 教員が準備します。 

参考文献 授業中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート、及び毎回の習得状況 

質問・相談の受付方法 授業中又は講義終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 【希望的要件】福祉対話技法 A,Bを履修中または単位取得済の学生の受講が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
ろうあ者の友人を作る、手話サークルに通う、テレビの手話の時間を見る、などにより＜目

で見る言葉＞が体に自然に入ってくるようになります。 

準備学習について 復習をしっかり行うこと（1.5時間程度）。 



 

講義科目名称： 福祉対話技法Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石田 悦子 

テーマ 手話は言語 

授業計画 

第１回       福祉対話技法 Cの復習 

第２回       体の向きを変えて表現しよう① 

第３回       体の向きを変えて表現しよう② 

第４回       左右、前後、上下の空間を利用して表現してみよう① 

第５回       左右、前後、上下の空間を利用して表現してみよう② 

第６回       ろうあ者と直接話そう  ｢ろうあ者の願い ②｣ 

第７回       指さしや視線を活用してみよう① 

第８回       指さしや視線を活用してみよう② 

第９回       両手を上手に使ってみよう① 

第 10回       両手を上手に使ってみよう② 

第 11回       指を使って表現しよう① 

第 12回       指を使って表現しよう② 

第 13回       同じ表現を繰り返して表そう① 

第 14回       同じ表現を繰り返して表そう② 

第 15回       総復習 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

福祉対話技法 Cで学んだ基本文法を応用し、さらに伝達力を高める。 

実技中心で進めます。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 教員が準備します。 

参考文献 授業中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート及び毎回の習得状況 

質問・相談の受付方法 授業中又は講義終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 【希望的要件】福祉対話技法 A,B,Cを履修中または単位取得済の学生の受講が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
手話検定目指して頑張ってください。 

 

準備学習について 復習をしっかり行うこと（1.5時間程度）。 



 

講義科目名称： 障害支援技術論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 森直之、太田晴康 

テーマ 障害や年齢等に関わらず、誰も同じように楽しめる手法・技術を実際に体験し、学びます。 

授業計画 

第１回       ユニバーサルデザインとは？（講義） 

              誰もが読める「やさしい本」とは、どんなものなのでしょうか？ 

              バリアフリー・ユニバーサルデザインを実現している仕組みを学びます。 

              

              【達成目標】「やさしい本」を支える仕組みを理解する 

 

第２回       触って分かる優しい絵本①（絵本の概要） 

              目で見る以外にも「触覚で楽しむ」布絵本というものがあります。 

              これらを利点を学び、実際に触り、本の概要を学びます。 

              【達成目標】布絵本の利点を理解し、実際に使うことができる 

              

 

第３回       触って分かる優しい絵本②（型紙作成） 

              実際に自分で絵本を作るために、紙で試作するほか、 

              型紙を切って、絵本をどのように作ればよいか？を学びます。 

              【達成目標】作成方法を理解し、作成する絵本の原型ができる 

 

第４回       触って分かる優しい絵本③（布加工１） 

              第 3回で作成した型紙をベースに布を加工し、 

              絵本の形にしていきます。 

              【達成目標】布絵本の切り出しが５０％終わる 

 

第５回       触って分かる優しい絵本④（布加工２） 

              第 3回で作成した型紙をベースに布を加工し、 

              絵本の形にしていきます。 

              【達成目標】布絵本の切り出しが終わる 

 

第６回       触って分かる優しい絵本⑤（発表） 

              第 3回で作成した型紙をベースに布を加工し、 

              絵本の形にしていきます。 

              

              また、製作した布絵本を基に、作品発表をおこないます。 

              【達成目標】布絵本が完成する 

 

第７回       身の回りにあるバリアフリーとユニバーサルデザイン 



              生活環境の中には、バリアフリーや UDを考慮したものが 

                 たくさん存在します。その特性を体験し、UDな考え方を身につけます。 

              

              

               【達成目標】ユニバーサルデザインを考慮した改善提案ができる 

 

第８回       見てわかる優しい絵本①（DAISY とは） 

              電子図書には、視覚が不自由であったり 

              文章を追うのが苦手な人であっても比較的読みやすいようにできてる 

              「DAUSY図書」という仕組み・規格があります。 

              この DAISYの利点と仕組みを学びます。 

              【達成目標】DAISYの仕組みが分かる、制作環境が整う。 

 

第９回       見てわかる優しい絵本②（DAISY 製作①） 

              テーマを決め、電子図書を実際に作成します。 

              【達成目標】DAISYの作成方法を理解する。文字起こしが終わる。 

第 10回       見てわかる優しい絵本③（DAISY製作②） 

              テーマを決め、電子図書を実際に作成します。 

              【達成目標】セクション設定が終わる 

第 11回       見てわかる優しい絵本④（DAISY製作③） 

              テーマを決め、電子図書を実際に作成します。 

              【達成目標】音声設定が始められる 

第 12回       見てわかる優しい絵本⑤（DAISY製作④） 

              テーマを決め、電子図書を実際に作成します。 

              【達成目標】ビルドブックが終わる 

第 13回       見てわかる優しい絵本⑥（DAISY製作⑤） 

              テーマを決め、電子図書を実際に作成します。 

              【達成目標】製版が終わる 

第 14回       情報を文字化する① 

              本学で開発したノートテイクアプリ「まあちゃん」を始め、音声情報を 

             字幕化するシステムを学びます。 

              【達成目標】文字化する環境が整う 

 

第 15回       情報を文字化する② 

              本学で開発したノートテイクアプリ「まあちゃん」を始め、音声情報を 

             字幕化するシステムを学びます。 

              【達成目標】個人が字幕を作成することができる 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

例えば、１つの本であっても、年齢（子供・大人）や障害（視覚、聴覚など）によって、同

じように情報を受け取ることができないことがあります。しかし、現代ではいろんな手段・

仕組みを用いることで、同じように情報を受け取ることができます。これらを実現する知

識・技術を学ぶことにより、本学を卒業後、就職先で障害のある人たち・子どもたちを効果

的に支援できるようになることを目的とします。 



テキスト 適時、用意する。（実費 500円程度） 

参考文献 
「まあちゃんバザール」http://www.machanbazaar.com/ 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

3分の 2以上の出席を最低条件に、 

授業への積極性（30％）、実習成果物（20%）、提出物・レポート(20%)、定期試験（30％）

で評価する。 

質問・相談の受付方法 

講師控室あるいは図書館実習室で質問を受け付けます。 

講師勤務時間外は、メールで質問等を受け付けます。 

分からないことがあれば積極的に質問をしてください。 

履修条件 

【必須要件】パソコン（OSは Windows7以上）を使うので、指定された授業に各自持参する

こと。 

故障等で持参が出来ない場合は、実技ができなくなるので、授業前日までに教員に連絡する

こと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

１．履修開始段階でパソコン操作に詳しい必要はありませんが、実習が多い授業ですので、

自ら修得しようという意欲が必要です。 

２．障害等の理由により、履修上の適切な配慮が必要であれば事前に相談下さい。 

３．チームワークを行いますので、やむを得ず欠席する場合は必ず連絡・予習するなどして

ください。 

準備学習について 

１．授業後に資料に再度目を通しておくこと。 

２．実際に各自のパソコンで復習実践して授業に臨むことを推奨する。 

３．予復習した場合は教員に結果を提出してください。積極性として評価します。 



 

講義科目名称： ケアマネジメント論Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ ケアマネジメントに対する理解とケアプラン作成を身に着ける。 

授業計画 

第１回       ケアマネジメントの理解 （ケアマネジメント定義・概要） 

第２回       ケアマネジメントの目的 （ケアマネジメント誕生の背景、目的） 

第３回       ケアマネジメントの機能 （ケアマネジメントの核心的機能、多面的機能を学

ぶ） 

第４回       ケアマネジメントにおける社会資源 （ケアマネジメントから見る社会資源、

社会資源の分類と特性、社会資源の開発・改善を学ぶ） 

第５回       ケアマネジメントの利用者  （介護保険とケアマネジメント、ケアマネジメ

ントの対象の拡大を学ぶ） 

第６回       ケアマネジメントの利用者 （障害者とケアマネジメント、児童領域とケアマ

ネジメント、その他の利用者に対して学ぶ） 

第７回       ケアマネージャーの役割 （ケアマネジメントとケアマネージャー、ケアマネ

ジメントの機能とケアマネージャーの役割を学ぶ） 

第８回       ケアマネージャーの役割 （ケアマネジメントの展開過程とケアマネージャー

の役割に関して学ぶ） 

第９回       ケアマネジメントの視点 （利用者主体の視点、自立支援と QOLの視点、エン

パワメントの視点に関して学ぶ） 

第 10回       ケアマネジメントの視点  （ストレングスの視点、ネットワーキングの視点

を学ぶ） 

第 11回       生活ニーズとディマンド（生活ニーズとニーズの種類、生活ニーズの把握方

法に関して学ぶ） 

第 12回       介護保険制度におけるケアマネジメント （介護保険制度におけるケアマネ

ジメントの位置づけ、ケアマネジメントの実施機関等を学ぶ） 

第 13回       介護保険制度におけるケアマネジメント （介護支援専門員の定義と位置づ

け、地域包括支援センターの機能を学ぶ） 

第 14回       障害者施策にみるケアマネジメント （障害者自立支援法におけるケアマネ

ジメントの位置づけ、相談支援専門委員の要件と役割を学ぶ） 

第 15回       前期のまとめ （前期のまとめと質疑応答） 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）1．ケアマネジメントが生まれてきた経過からケアマネジメントの必要性、目的、

構造、過程を学ぶ 

    2. 在宅・施設のケアプランや対象別（高齢者―介護保険、障害者、児童）のケア

プランの実際を学ぶ。 

 

（到達目標）1. 医療・保健・福祉の連携のなかで新しい専門職として定着されたケアマネ

ージャーの役割を 

        ケアマネジメントが生まれてきた経過から理解する。 

          2. ケアプランの作成の各過程とそれぞれの過程でのケアマネージャーの役割を

理解する。 

 

（特記事項）毎回授業に関する疑問点や意見を提出し、次回授業開始にの時に解説する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、福祉課題を解決する知識や技術を身に着けることができる。 

 

テキスト 
テキストは指定しないが、毎回授業の前に資料を配布する。 

 

参考文献 講義中紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性と期末 Test (配点 30：70) 

 

質問・相談の受付方法 

質問は授業中、いつでも良い。 

相談は、授業終了後が良い。 

 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 多くの質問や学生の意見を求めます。 

準備学習について 毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、提示された予習を行うこと（1時間） 



 

講義科目名称： ケアマネジメント論Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ ケアマネジメントに対する理解とケアプラン作成を学ぶ 

授業計画 

第１回       ケアマネジメントの展開過程（ケースの発見、アセスメント、ケアプラン作

成、モニタリング、ケア会議） 

第２回       ケースの発見 （ケースの発見と手続き、事例を通じて検証する） 

第３回       アセスメントの方法（ニーズアセスメント視点、事例を通じて検証する） 

第４回       ケアプラン作成とケア会議（ケプラン作成とケア会議、事例を通じて検証す

る） 

第５回       ケアプランの実施 （ケアプランの実施のプロセス、事例を通じて検証する） 

第６回       ケアマネジメントの評価（質の評価、評価結果の情報公開、事例を通じて検

証する） 

第７回       ケアマネジメント演習 （施設高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ）(資料)① 

第８回       ケアマネジメント演習 （施設高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ）(資料)② 

第９回       ケアマネジメント演習 （施設高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ）(資料)③ 

第 10回       ケアマネジメント演習 （在宅高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ） (資料)① 

第 11回       ケアマネジメント演習 （在宅高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ） (資料)② 

第 12回       ケアマネジメント演習 （在宅高齢者の事例を持って、コンピューターを通

じてケアプラン作成を学ぶ） (資料)③ 

第 13回       ケアマネジメント演習 （障害者の事例を持って、コンピューターを通じて

ケアプラン作成を学ぶ） (資料)① 

第 14回       ケアマネジメント演習 （障害者の事例を持って、コンピューターを通じて

ケアプラン作成を学ぶ） (資料)② 

第 15回       アマネジメントの未来と展望  (資料) 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）ケアマネジメントが生まれてきた経過からケアマネジメントの必要性、目的、構造、

過程を学んだ後、在宅・施設のケアプランや対象別（高齢者―介護保険、障害者、児童）の

ケアプランの実際を学ぶ。 

（目的）21世紀の社会福祉の大きな流れとして、これまで以上に福祉人材の重要性が指摘さ

れている。すなわち、医療・保健・福祉の連携のなかで新しい専門職として定着されたケア

マネージャーの役割をケアマネジメントが生まれてきた経過から、ケアプランの作成・実施、

在宅や施設のケアプランの事例まで学ぶ。 

テキスト テキストは指定しないが、毎回授業の前に配布する。 

参考文献 講義中紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

グループの中での積極性と期末のレポート (配点 30：70) 

 

質問・相談の受付方法 

質問は授業中、いつでも良い。   

相談は、授業終了後が良い。 

 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 多くの質問や学生の意見を求めます。 

準備学習について 毎回授業終了後に次回の予習内容を指示するので、提示された予習を行うこと（1時間） 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（相原） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 相原 眞人 

テーマ 社会的養護のあり方に関する研究 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       改正児童福祉法の確認 

第３回       新しい社会的養育ビジョン 

第４回       児童養護施設で生活する子どもたち 

第５回       児童養護施設の職員 

第６回       里親家庭で生活する子どもたち 

第７回       里親と里親支援機関 

第８回       虐待された子どもたち 

第９回       虐待してしまう親たち 

第 10回       虐待に対応する自治体の職員 

第 11回       児童相談所と一時保護所 

第 12回       現時点での興味関心の方向性の確認① 

第 13回       現時点での興味関心の方向性の確認② 

第 14回       現時点での興味関心の方向性の発表① 

第 15回       現時点での興味関心の方向性の発表② 

第 16回       研究論文とは 

第 17回       研究論文の講読① 

第 18回       研究論文の講読② 

第 19回       研究論文の講読③ 

第 20回       研究論文の講読④ 

第 21回       研究するとは 

第 22回       研究の方法① 

第 23回       研究の方法② 

第 24回       研究の方法③ 

第 25回       研究の方法④ 

第 26回       研究の方法⑤ 

第 27回       研究計画の作成① 

第 28回       研究計画の作成② 

第 29回       研究計画の発表① 

第 30回       研究計画の発表② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】児童養護施設や里親家庭における支援のあり方、または虐待への

対応や予防等について何らかの提案が出来るようになることを目指します。これらを達成す

るため、3年次においては、社会的養護に関する知識を増やし、問題意識を深め、研究テー

マを絞り込むとともに、研究の方法や論文の構成などについてもできるだけ理解することに

より、卒業研究Ⅱで論文を執筆するための準備状態を形成していきます。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて「福祉課題を解決に導くため

のソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身に付けることができます。 



テキスト 特に指定しません。必要に応じ、プリントなどを配布します。 

参考文献 その都度紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】ゼミでの発表やディスカッション等の積極性（50%）、及び、学

期末に記述していただく「研究計画書」の内容（50%）で評価します。 

【課題に対するフィードバック方法】発表やディスカッションに対するコメント、及び、研

究計画書作成過程におけるアドバイスを行います。 

質問・相談の受付方法 
基本的にはゼミ中に受け付けますが、オフィスアワー（後日掲示）や双方の空き時間を活用

していただくこともできます。 

履修条件 社会福祉学部の学生のみ履修できます。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
将来、家庭に恵まれない子どもたちのために仕事がしたいと考えている諸君の参加をお待ち

します。 

準備学習について 

【予習】発表に際しては、事前に指定された文献を読み、ペーパーを作成していただきます

（概ね１時間程度）。 

【復習】現場体験等を実施した後は、レポートを作成していただきます（概ね１時間程度）。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（梼木） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 
自分の興味のある心理学的なテーマを見つけて、自分なりに学んで理解を深め、卒業研究Ⅱ

（卒論）の準備を行う。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション１（文献検索、研究テーマの例など） 

第２回       オリエンテーション２（要旨や論文の書き方など） 

第３回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業① 

第４回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業② 

第５回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業③ 

第６回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業④ 

第７回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業⑤ 

第８回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業⑥ 

第９回       各自による文献検索、収集ならびに文献講読の作業⑦ 

第 10回       前期の発表会に向けた準備作業（テーマならびに文献の選択） 

第 11回       前期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）① 

第 12回       前期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）② 

第 13回       前期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）③ 

第 14回       前期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）④ 

第 15回       前期発表会 

第 16回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画① 

第 17回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画② 

第 18回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画③ 

第 19回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画④ 

第 20回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑤ 

第 21回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑥ 

第 22回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑦ 

第 23回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑧ 

第 24回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑨ 

第 25回       各自による文献収集と文献講読、卒業研究Ⅱに向けた研究計画⑩ 

第 26回       後期の発表会に向けた準備作業（テーマならびに文献の選択） 

第 27回       後期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）① 

第 28回       後期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）② 

第 29回       後期の発表会に向けた準備作業（レジメの作成）③ 

第 30回       後期発表会 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】自分の興味のある心理学的テーマについて自ら学ぶ。 

【到達目標】自分の興味のある心理学的なテーマについての知識ならびに、文献の探し方、

要旨のまとめ方や発表の仕方、研究計画の立て方について習得する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】心理科目に関する知識を身につけ、かつ心理的援助の

土台となる理念や価値・態度を培うことができる。 



テキスト なし。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

提出課題ならびに発表内容から評価する。 

成績評価に関するフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 
【希望的条件】調査研究による卒業研究を希望する場合は、心理学統計学ＡＢ、心理学基礎

実験ＡＢの単位取得済の者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修性【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
大学生活の学びの集大成となるのが卒業研究－卒業論文です。ぜひ積極的に臨んでほしいと

思います。また、授業計画の内容は学生の要望により変更する場合があります。 

準備学習について 授業終了後に指示した予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（岩本） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 福祉施設、病院、一般企業などの経営に関する総合的な研究 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       論文の種類 

第３回       論文発表の倫理基準と法的基準、知的財産権の保護など 

第４回       論文原稿の構成と内容 

第５回       文章を簡潔・明瞭に書く技術 

第６回       論文スタイルの技巧 

第７回       結果の表示 

第８回       引用と出典、表記例 

第９回       論文作法の個別指導①（主題の選定） 

第 10回       論文作法の個別指導②（材料の収集ⅰ） 

第 11回       論文作法の個別指導③（材料の収集ⅱ） 

第 12回       論文作法の個別指導④（材料の収集ⅲ） 

第 13回       論文作法の個別指導⑤（構成ⅰ） 

第 14回       論文作法の個別指導⑥（構成ⅱ） 

第 15回       論文作法の個別指導⑦（構成ⅲ） 

第 16回       文献研究発表とグループディスカッション 

第 17回       ヒアリング調査① 

第 18回       ヒアリング調査② 

第 19回       アンケート調査① 

第 20回       アンケート調査② 

第 21回       アンケート調査③ 

第 22回       各調査の発表とグループディスカッション① 

第 23回       各調査の発表とグループディスカッション② 

第 24回       文献講読と執筆活動① 

第 25回       文献講読と執筆活動② 

第 26回       文献講読と執筆活動③ 

第 27回       研究論文の執筆活動 

第 28回       研究計画書の作成① 

第 29回       研究計画書の作成② 

第 30回       研究計画書の発表 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

はじめに、学術的な論文作法を学びます。その論文作法に従って、研究テーマを設定し、情

報収集、文献研究、社会調査を実践的に進め、グループディスカッションによって新たな視

点を発見します。最後に一年間を振り返る活動レポートを作成し、次年度の卒業論文作成に

向けた発表を行います。 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 



テキスト 特に指定しない。 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（4回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 
随時受け付けます 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
自ら目標を設定し、その目標に到達するまで様々な壁を乗り越えましょう。従いまして、目

標を達成する努力を求めます。そのための支援は惜しみません。 

準備学習について 

将来の夢を描いてください。その夢を達成するために必要な能力、技術を明確にしましょう。

その情報収集に努めてください。 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（渡邊英） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡邊 英勝 

テーマ 
地域福祉やソーシャルワークに関する興味・関心のあるテーマについて明らかにし、研究方

法を学ぶ 

授業計画 

第 1回        前期オリエンテーション 

第２回       テーマを探る① 

第３回       テーマを探る② 

第４回       テーマを探る③ 

第５回       テーマを探る④ 

第６回       文献検索、研究方法を学ぶ① 

第７回       文献検索、研究方法を学ぶ② 

第８回       文献検索、研究方法を学ぶ③ 

第９回       文献検索、研究方法を学ぶ④ 

第 10回       先行研究、文献等まとめ、発表① 

第 11回       先行研究、文献等まとめ、発表② 

第 12回       先行研究、文献等まとめ、発表③ 

第 13回       先行研究、文献等まとめ、発表④ 

第 14回       先行研究、文献等まとめ、発表⑤ 

第 15回       先行研究、文献等まとめ、発表⑥ 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表① 

第 18回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表② 

第 19回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表③ 

第 20回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表④ 

第 21回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表⑤ 

第 22回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表⑥ 

第 23回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表⑦ 

第 24回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表⑧ 

第 25回       各自テーマにそった文献講読、調査、発表⑨ 

第 26回       中間発表① 

第 27回       中間発表② 

第 28回       中間発表③ 

第 29回       中間発表④ 

第 30回       中間発表⑤ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】自分の興味・関心のあるテーマを探り、決定していく。その後、

研究計画書を作成することにより、自分の研究に対しての整理を行う。テーマに合った文献

等を読み解き、まとめ発表する。また、必要によりフィールドワークを行う。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】社会福祉学部の学位授与方針のうち、福祉課題を解決

に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術を身につけることができる。 



テキスト 特に指定しない。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】授業への参加状況（発表、態度等）、提出課題・資料、研究計画

書、ゼミ発表で評価する。 

【フィードバック方法】授業時に学生の発表、提出レポート等に対しコメントする。 

質問・相談の受付方法 講義終了後等、随時受け付ける。 

履修条件 特にありません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 

【予習・復習】授業時に次回まで調べてくる事項を指示するのでそのことについて予習する

こと。卒業研究指導時に研究内容や調査内容についてコメントするので、コメントについて

考察すること。予習復習時間合わせて 2時間以上行うこと。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（飛田） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 飛田 義幸 

テーマ 

精神保健福祉や精神障害リハビリテーションに関して、自らが興味関心を持つテーマを探す

と共に、論文の探し方や読み方、基本的な研究テーマ設定など、研究に向けた初歩的なスキ

ル習得を目指す。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       教員の研究紹介 

第３回       各自の関心・課題について 

第４回       個別面談 仮テーマ設定 

第５回       文献検索の仕方 

第６回       文献検索 

第７回       文献レビューの方法 

第８回       文献レビュー 

第９回       研究テーマ設定 

第 10回       設定テーマへのフィードバック 

第 11回       設定テーマの現実性検討 

第 12回       発表準備 

第 13回       研究予定内容の発表 

第 14回       発表へのフィードバック 

第 15回       中間まとめと個別指導 

第 16回       前期の振り返りと各自の進捗状況の確認 

第 17回       文献研究について 

第 18回       質的研究について 

第 19回       量的研究について 

第 20回       事例研究について 

第 21回       研究方法についてグループディスカッション 

第 22回       研究計画について 

第 23回       研究計画書作成 

第 24回       研究計画発表 

第 25回       研究内容の検討 

第 26回       研究方法の検討 

第 27回       進捗状況発表準備 

第 28回       進捗状況の発表 

第 29回       フィードバックとディスカッション 

第 30回       まとめと個別指導 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

個別面談やグループワークを通じ夫々の関心分野を探り、先行研究や書籍の検索・レビュー

と共に各自のリサーチクエスチョンを練り上げていく。 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「対人援助における重要

な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的延援助の土台となる理念や価値・態度」を

身につけることができます。 



テキスト ゼミ中で指示します。 

参考文献 ゼミ中で指示します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

ゼミ活動への参加状況、各自の研究に向けた取り組みや進捗状況、書籍・論文レビュー発表

の内容で評価する（配点４０：３０：３０） 

フィードバックとして、論文やレポート、提出課題や発表の内容について口頭で総評及び質

疑応答を行う。 

質問・相談の受付方法 ゼミ後の直接面談等にて 

履修条件 
特になし。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
精神保健福祉や精神障害リハビリテーション及び関連領域に興味を持ち、自主的で積極的に

参加されることを期待します。 

準備学習について 
毎回、各自で取り組む課題や調べ学習の内容について指示します。1時間半位の時間をかけ

て予習・復習をしてゼミに臨んでください。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（小川） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川 翔大 

テーマ 
発達心理学、教育心理学、対人関係の心理学などのテーマに関連する研究計画を立案・実施

すると共に、実際に得たデータの分析、研究報告の方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       前半オリエンテーション：研究テーマの見つけ方 

第２回       レジュメの作成・発表の方法と文献の読み方 

第３回       教員の研究紹介 

第４回       文献発表 1 

第５回       文献発表 2 

第６回       文献発表 3 

第７回       文献発表 4 

第８回       文献発表 5 

第９回       文献発表 6 

第 10回       文献発表 7 

第 11回       文献発表 8 

第 12回       文献発表 9 

第 13回       文献発表 10 

第 14回       文献発表 11 

第 15回       まとめ 

第 16回       後半オリエンテーション：研究の進め方 

第 17回       研究のテーマ決め 

第 18回       研究テーマの文献発表 1 

第 19回       研究テーマの文献発表 2 

第 20回       研究の研究計画の立案 1 

第 21回       研究の研究計画の立案 2 

第 22回       研究の研究計画の立案 3 

第 23回       調査・実験の実施 1 

第 24回       調査・実験の実施 2 

第 25回       調査・実験の実施 3 

第 26回       データ入力 

第 27回       データ分析 1 

第 28回       データ分析 2 

第 29回       研究抄録作成 

第 30回       研究発表会 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

前半（第 1～15回）は、各々の関心のあるテーマや心理学関連の文献を発表して、レジュメ

作成や発表のスキルを習得する。さらに、関心のある心理学研究の動向や研究方法の理解を

深める。後半（第 16～30回）は各々がテーマに沿った研究計画を立てて実施する。そして、

研究で実際に得られたデータの分析や研究報告を通して、卒業論文執筆に必要な調査・研究

の基礎スキルを習得する。 

この科目の履修を通して、「福祉課題を解決に導くための知識・技能」を身に着けることが

できる。 

テキスト なし 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レジュメ作成とその発表（60％）、授業・研究への取り組み（40％）で評価する。 

フィードバックは授業内で毎回口頭で伝える。 

質問・相談の受付方法 
授業内に随時受け付ける。授業時間外でも可能な限り受け付けるが、質問に来る場合は事前

にアポイントメントを取っておくこと。 

履修条件 

【希望的条件】「心理統計学Ａ・Ｂ」、「心理学基礎実験Ａ・Ｂ」の単位を取得済みまたは

履修中であることが望ましい。また、「心理調査概論」と「心理学研究法」の両方、もしく

はどちらか一方を履修中の者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

前半の文献発表では、発表する研究の目的や意義、分析方法、結果と考察によって導かれた

結論を十分に理解して、聴講者からの質問に答えるように準備をしてください。後半の研究

計画の立案と実施は、授業時間外に調査依頼・実施を行う場合が多いため、一つ一つの活動

に責任をもって取り組むことのできる者が受講してください。また、受講人数が多い場合は

グループでの研究になる場合もあります。 

卒業研究Ⅰでは研究の基礎スキルを習得し、卒業研究Ⅱでは各々が関心のあるテーマの研究

を深めてください。 

心理学の調査・実験を実施するため、認定心理士（心理調査）の資格取得希望者も歓迎しま

す。 

準備学習について 

前半は、発表する論文を検索して読み、発表レジュメを作成し（1.5時間）、発表後にゼミ

討論で指摘された内容を修正する（1.5時間）。後半は、研究計画をまとめたレジュメを作

成し（1.5時間）、ゼミ討論で指摘された内容の修正および調査の準備やデータ分析を行う

（1.5時間） 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（長坂） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 
心に病を持つ方々やアディクション問題を抱える人々の支援の対人援助に関する研究方法

を身につける 

授業計画 

【前期】     第１回 オリエンテーション（ゼミの進め方や内容を説明） 

第２回 卒業生が実施した研究内容の報告 

第３回 先行研究の分析及び文献レビュー（集団指導） 

第４回 各自の研究内容を深める DVD等から関心を深める 

第５回 各自の研究内容を深める （集団指導）グループワーク 

第６回 各自の研究内容を深める DVD等から関心を深める 

第７回 各自の研究内容を深める（集団指導）関心や興味の抽出 

第８回 各自の研究内容を深める（集団指導）グループワーク 

第９回 各自の研究内容を深める（個別指導を含める）テーマに沿った文献検索の仕方 

第 10回 各自の研究内容を深める（個別指導を含める）論文の書き方と文献検索 

第 11回 各自の研究内容を深める（個別指導を含める）論文の書き方と研究の方法 

第 12回 各自の研究内容を深める（個別指導を含める）研究の方法（質問紙等） 

第 13回 グループディスカッション① これまでの成果発表 質疑ディベート 

第 14回 グループディスカッション② これまでの成果発表 質疑ディベート 

第 15回 グループディスカッション③（前期のまとめ） 

【後期】     第 16回 グループディスカッション④ 研究内容に関する指導 仮説の検証

の方法とは 

第 17回 グループディスカッション⑤ 各々の研究内容に関する指導 本論の展開の方法 

第 18回 グループディスカッション⑥ 各々の研究内容に関する指導  キーワードの抽

出 

第 19回 個別発表 パワーポイントによる中間報告 質疑応答① 

第 20回 個別発表 パワーポイントによる中間報告 質疑質疑② 

第 21回 個別発表 論文の内容の精査①（個別指導） 

第 22回 個別発表 論文の内容の精査②（個別指導） 

第 23回 個別発表 修正された論文の確認 

第 24回 完成に向けた個別指導 キーワードの再抽出 

第 25回 完成に向けた個別指導 参考文献の正確さに関する指導① 

第 26回 完成に向けた個別指導 引用文献の正確さに関する指導② 

第 27回 完成に向けた個別指導 ①論文の点検指導（仮説の検証） 

第 28回 完成に向けた個別指導 ②論文の点検指導（エビデンス） 

第 29回 完成に向けた個別指導 図・表・データの確認と作成方法 

第 30回 完成に向けた個別指導（まとめ） 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

各自で取り組んだテーマに沿って卒業研究を進めていく。 

問題意識を高め文献レビューやアンケート調査などを実施し論文を完成させていく。 

学士論文としてレベルに達するべく研究に取り組み、研究の方法論述などに身につけてい

く。 

テキスト 特に指定はしない。 

参考文献 ゼミ内で適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

卒業研究論文の完成による。論文の論旨の内容 60％ 取り組む姿勢（積極性）40％とする。 

フィードバックとして、論文やレポート、提出課題や発表の内容について口頭で総評及び質

疑応答を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後および空き時間またはオフィスアワーにて対応する。研究室は 104。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
意欲的に研究に取り組み、積極的に出席し参考文献やアンケートの質問紙など早めに完成す

るように一緒に頑張りましょう。 

準備学習について 
毎回それぞれのテーマや課題を発表し、再度取り組むべき課題を出しますので、次回にその

成果を発表もしくは提出して下さい。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（渡辺央） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡辺 央 

テーマ 保健医療分野のソーシャルワーク 

授業計画 

第１回       前期オリエンテーション 

第 2回        学外研修（施設見学等）の検討① 

第 3回        学外研修（施設見学等）の検討② 

第 4回        事前学習① 

第 5回        事前学習② 

第 6回        学外研修（施設見学等）の実施 

第 7回        報告レポート作成 

第 8回        グループにおける調べ学習のテーマ設定 

第 9回        文献検索、論文の読み方、まとめ方① 

第 10回       文献検索、論文の読み方、まとめ方② 

第 11回       グループによる発表の準備① 

第 12回       グループによる発表の準備② 

第 13回       グループによる発表、討議① 

第 14回       グループによる発表、討議② 

第 15回       グループによる発表、討議③ 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       研究テーマの検討 

第 18回       文献検索① 

第 19回       文献検索② 

第 20回       研究テーマの設定① 

第 21回       研究テーマの設定② 

第 22回       研究方法 

第 23回       研究計画書の作成① 

第 24回       研究計画書の作成② 

第 25回       研究テーマに関する文献講読とまとめ① 

第 26回       研究テーマに関する文献講読とまとめ② 

第 27回       研究テーマに関する文献講読とまとめ③ 

第 28回       発表、討議① 

第 29回       発表、討議② 

第 30回       発表、討議③ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】保健医療分野のソーシャルワークに関連したテーマについて、文

献講読・クラス内発表・討議を通して理解を深めるとともに、各自の問題意識を明確化し、

論文を作成する能力を養う。 

【学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、

「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 特に指定しない。 



参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】研究に対する取り組みと、予習、発表内容により評価する。 

【フィードバック方法】各自の取り組み、発表に対して授業内でコメントをする。 

質問・相談の受付方法 授業後やオフィスアワーに対応する。 

履修条件 【希望的要件】保健医療の分野に関心のある学生が望ましい。 

特別学生の履修可否 不可 

メッセージ 主体的に取り組んでください。 

準備学習について 
【予習・復習】予習として事前課題への取り組みや発表の準備を、復習としてレポート類の

修正、発表の振り返りを行う。 



 

講義科目名称： 卒業研究 I（鈴木政） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 政史 

テーマ 社会福祉の課題（差別や偏見、社会的排除など）に関するソーシャルワーク研究 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 

第 2回        研究方法の理解 

第 3回        ソーシャルワークの課題分析① 福祉課題に関する文献講読 

第 4回        ソーシャルワークの課題分析② 概要・課題等の要約 

第 5回        ソーシャルワークの課題分析③ 要約結果の振り返り 

第 6回        発想技法（マインドマップ） 

第 7回        研究倫理の理解 

第 8回        引用方法の理解 

第 9回        研究仮説の設定 

第 10回       論文の作成方法 

第 11回       文献研究（文献レビュー）の方法 

第 12回       研究計画書の作成方法 

第 13回       盲導犬訓練施設見学（予定） 

第 14回       施設見学の振り返り 

第 15回       卒業研究の中間報告 

第 16回       調査技法、統計解析手法 

第 17回       研究方法の設定 

第 18回       研究計画書の作成① 研究の目的 

第 19回       研究計画書の作成② 先行研究レビュー 

第 20回       研究計画書の作成③ 研究の方法 

第 21回       研究計画書の作成④ 倫理的配慮、期待される効果 

第 22回       静岡刑務所矯正展見学（予定） 

第 23回       研究計画書のプレゼンテーション 

第 24回       卒業研究合宿①（予定） 研究計画書の発表 

第 25回       卒業研究合宿②（予定） 発表の振り返り 

第 26回       卒業研究合宿③（予定） 施設見学 

第 27回       卒業研究合宿④（予定） フィールドワーク 

第 28回       卒業研究発表会聴講① 福祉分野 

第 29回       卒業研究発表会聴講② 心理、健康、医療、子ども分野 

第 30回       卒業論文の執筆について 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

我々は差別をしています。例えば、車椅子を使用する人の電車や映画館の座席が限定されて

いたり、ホームレスの人たちがホームレスよけ（ベンチ中央部の手すりや地下道の突起物な

ど）によって町並から排除されたりと、私たちは様々な形で無意識のうちに排除や差別をし

ています。 

現代社会にはこうした生活の質を低下させる複数の要因が存在しており、ソーシャルワーク

の最大の目標は様々な制度や手法等を活用してこれらの諸課題を解決し、地域生活の「豊か

さ」を実現することです。 

本講義では、差別、偏見、格差、排除などソーシャルワークにかかる諸課題を根拠に基づい

て（Evidence Based Practice）研究することを目的としています。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができます。 

テキスト 必要に応じて資料を配布します。 

参考文献 配布資料にて適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

受講態度（30％）、プレゼンテーション（30％）、研究計画書等（40％）を評価の素材とし

て総合的に評価します。 

講義で作成した資料、研究計画書、プレゼンテーションなどについて振り返りを行います。 

質問・相談の受付方法 講義終了後やオフィスアワーを活用してください。 

履修条件 【希望的要件】ソーシャルワーカーを志す者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

受講にあたって、調整や配慮が必要な学生については事前に協議し、もっとも適切な方法を

個別に検討します。必ず受講開始前に相談してください。なお、授業の進捗状況に応じて授

業計画および施設見学・合宿日程が変更になる場合があります。 

準備学習について 
予習：文献講読、研究計画書等の作成などに取り組んでください（1時間以上）。 

復習：課題分析、研究計画書等の校正などに取り組んでください（1時間以上）。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（小林） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林 哲也 

テーマ 生活の中の福祉課題について考える 

授業計画 

第１回       前期授業のオリエンテーション 

第２回       アイスブレイク① ゼミメンバーの理解 

第３回       アイスブレイク② グループワーク 

第４回       研究の進め方 研究とは何かを考えてみよう 

第５回       資料の調べ方 インターネット・図書館の活用方法 

第６回       ディスカッション① ディスカッションの方法について 

第７回       ディスカッション② ディスカッションの課題の検討 

第８回       ディスカッション③ ディスカッションの実施 

第９回       生活の中の福祉課題の検討① 高齢者に関する課題 

第 10回       生活の中の福祉課題の検討② 障害者に関する課題 

第 11回       生活の中の福祉課題の検討③ 児童に関する課題 

第 12回       生活の中の福祉課題の検討④ 行政に関する福祉課題 

第 13回       生活の中の福祉課題の検討⑤ 地域福祉に関する福祉課題 

第 14回       研究テーマの検討① 研究したいテーマを考えよう 

第 15回       研究の経過報告① 前期終了時までのテーマ報告 

第 16回       後期授業のオリエンテーション 

第 17回       研究テーマの検討② 研究したいテーマを具体化しよう 

第 18回       研究テーマの報告① 研究したいテーマの報告と指導(1) 

第 19回       研究テーマの報告② 研究したいテーマの報告と指導(2) 

第 20回       研究の方法① 論文検索の方法と収集 

第 21回       研究の方法② 仮説の立て方と仮説を立てる 

第 22回       研究の方法③ 質的研究の方法(1) 主にインタビューによるもの 

第 23回       研究の方法④ 質的研究の方法(2) 主に事例によるもの 

第 24回       研究の方法⑤ 量的研究の方法(1) 統計学の基礎 

第 25回       研究の方法⑥ 量的研究の方法(2) 統計の基礎を用いた研究法 

第 26回       研究の方法⑦ 研究方法の検討－どのように研究をおこなうか 

第 27回       研究計画書の作成① 研究のテーマと方法を具体化する(1) 

第 28回       研究計画書の作成② 研究のテーマと方法を具体化する(2) 

第 29回       研究計画書の作成③ 研究スケジュールを立てる 

第 30回       研究の経過報告② 後期終了時の研究のテーマと研究方法を報告 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

近年、少子・高齢化や核家族化の進行、厳しい経済情勢などを背景にして新たな福祉課題が

顕在化しています。そのような課題に対して、どのような取組みがおこなわれ、どのような

取組みが必要なのか「生活」という視点から授業では検討していきます。各自が興味関心の

あることを研究し、自分の能力を高め、研究したことが、将来、社会に出た時に活かされる

よう指導をしていきます。また、社会福祉学部の学位授与方針である「福祉課題を解決に導

くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につけることができます。 



テキスト 必要に応じて資料を配付します。 

参考文献 講義中に適宜紹介していきます。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

研究成果（研究計画書等）50％、授業での積極性 30％、課題の取組み 20％ 

提出された課題については、授業内でコメントをつけて返却します。 

質問・相談の受付方法 研究室に在室している場合は随時、質問・相談を受け付けます。 

履修条件 授業外で国家試験対策をおこなうため社会福祉士国家試験受験者を希望します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 

授業では、プレゼンテーション、ディスカッションの時間を多く設けます。意欲的にプレゼ

ンテーションに取組み、積極的に発言することを心がけるようにしてください。自分を高め

る意識を持って、一緒に頑張りましょう。 

準備学習について 
研究成果をあげた上で授業に臨んでください。また、授業時に課題を提示します。授業時間

以外にも課題や研究への取組みを求めることがあります。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（西尾） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾 敦史 

テーマ 福祉社会の「問題発見」研究 

授業計画 

第１回       福祉社会の問題発見 自らの関心・問題意識を探し、意見交換する 

             グループ討議 

第２回       福祉社会の問題発見 自らの関心・問題意識を探し、意見交換する 

             個人の関心テーマのプレゼン① 

第３回       福祉社会の問題発見 自らの関心・問題意識を探し、意見交換する 

             個人の関心テーマのプレゼン② 

第４回       福祉社会の問題発見 自らの関心・問題意識を探し、意見交換する 

             共通するテーマの発見 

第５回       福祉社会の問題発見 自らの関心・問題意識を探し、意見交換する 

             グループ分けをし、問題意識を深める 

第６回       地域（静岡県内の市町）の課題を学び、取り上げるテーマを検討する 

             地域課題の提示 

第７回       地域（静岡県内の市町）の課題を学び、取り上げるテーマを検討する 

             取り上げるテーマについての討議 

第８回       地域（静岡県内の市町）の課題を学び、取り上げるテーマを検討する 

             テーマに関する資料収集 

第９回       地域（静岡県内の市町）の課題を学び、取り上げるテーマを検討する 

             課題解決のための手法、方法論検討 

第 10回       地域（静岡県内の市町）の課題を学び、取り上げるテーマを検討する 

             地域課題の決定 

第 11回       調べ学習、フィールドワークなどを通して、地域課題の根本原因を分析する 

             地域課題についての情報収集、資料収集 

第 12回       調べ学習、フィールドワークなどを通して、地域課題の根本原因を分析する 

             事前学習 

第 13回       調べ学習、フィールドワークなどを通して、地域課題の根本原因を分析する 

             地域課題に関するフィールドワーク① 

第 14回       調べ学習、フィールドワークなどを通して、地域課題の根本原因を分析する 

             地域課題に関するフィールドワーク② 

第 15回       調べ学習、フィールドワークなどを通して、地域課題の根本原因を分析する 

             地域課題の解決策の討議 

第 16回       地域の人たちとのヒアリングや懇談会を通して、地域課題を共有する 

             地域課題に関する声の収集 

第 17回       地域の人たちとのヒアリングや懇談会を通して、地域課題を共有する 

             インタビュー調査① 

第 18回       地域の人たちとのヒアリングや懇談会を通して、地域課題を共有する 



             インタビュー調査② 

第 19回       地域の人たちとのヒアリングや懇談会を通して、地域課題を共有する 

             地域課題に関する関係者との懇談、意見交換 

第 20回       地域の人たちとのヒアリングや懇談会を通して、地域課題を共有する 

             地域課題の解決策の共有 

第 21回       地域課題の解決の方法を検討し、他地域の先行事例などを学ぶ 

             地域課題に関する解決策の検討 

第 22回       地域課題の解決の方法を検討し、他地域の先行事例などを学ぶ 

             他地域の先行事例収集 

第 23回       地域課題の解決の方法を検討し、他地域の先行事例などを学ぶ 

             他地域へのフィールドワーク① 

第 24回       地域課題の解決の方法を検討し、他地域の先行事例などを学ぶ 

             他地域へのフィールドワーク② 

第 25回       地域課題の解決の方法を検討し、他地域の先行事例などを学ぶ 

             地域性の比較検討 

第 26回       調査研究のデータや分析結果、提案をまとめ、発表を行う 

             調査結果の分析 

第 27回       調査研究のデータや分析結果、提案をまとめ、発表を行う 

             それまでの調査を踏まえて提案検討 

第 28回       調査研究のデータや分析結果、提案をまとめ、発表を行う 

             提案についての具体策を関係者と協議 

第 29回       調査研究のデータや分析結果、提案をまとめ、発表を行う 

             提案を発表 

第 30回       調査研究のデータや分析結果、提案をまとめ、発表を行う 

             地域課題に対する提案の振り返り 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】「世の中のことはだいたい分かっている」と考えがちですが、問題は自分で

見つけるもの。疑問をもつことで、私自身も含まれる私たちの社会を見つめ、認識しなおし、

そして、働きかける。宮沢賢治さんは「宇宙は絶えずわれらによって変化する」といいまし

た。世界は、問題の設定によって変わり、新しくなる可能性をはらんでいます。ゼミでは、

“ふじのくに大学コンソーシアム”の地域貢献ゼミ助成制度を活用し、地域課題研究に取り

組み、2016 年には「大学生が創る未来への羅針盤」提案事業にも挑戦。その成果「ふじのく

に人生ゲーム」は少子化対策白書に紹介されました。このように、ときには研究室を飛び出

して、見たり聞いたり調べたり、フィールドワークを中心に、地域の人びとやいろんな世界

の方がたとの人間的な交流をすすめています。いっしょに動きながら考えていきます。 

【到達目標】社会に対する問題意識をもち、他者と対話をしながら、問題を追及し、主体的

に学んでいけること。 

【卒業認定方針との関連】福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・

技術を獲得できている。 

テキスト 

その都度指示しますが、これまではつぎの文献を参考にしています。 

○ 小熊英二『社会を変えるには』講談社現代新書, 2012年 

○ 筧裕介『ソーシャルデザイン実践ガイド』英治出版, 2013年 

○ フェリス女学院大学エコキャンパスクラブ『大学生がえがく脱原発の未来マニュアル』

東京新聞,2012年 

参考文献 

その都度指示しますが、つぎの文献も参考にします。 

『横浜発 助けあいの心がつむぐまちづくり 地域福祉を拓いてきた 5人の女性の物語』（横

浜市社会福祉協議会企画監修、西尾敦史著、2017年 10月，ミネルヴァ書房） 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学生主体のゼミです。調査研究やフィールドワークなどに取り組んでいきますが、最終的な

報告会に向けて、分担して作業をすすめていきます。問題の所在の検討、調査研究設計、集

計・分析、考察、提言・行動のそれぞれのプロセスにおいて、対話とコミュニケーションを

とおしてフィードバックを行っていきます。 

質問・相談の受付方法 研究室（介護福祉棟 3階 307号室）、メール（nishio@suw.ac.jp）など。 

履修条件 
【必須要件】学生主体のゼミです。自身の問題意識から主体的に学ぶ学生の参加を期待しま

す。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴  講  生  【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

私（西尾）自身は、２５年ほど社会教育・地域福祉の分野で仕事をしてきました。目下のと

ころの問題関心は、広い意味での「ケア」の社会文化的背景、社会制度（政策）との相互関

連といったところですが、最近では「シェア」（分かち合う）にも関心をもっています。ゼ

ミでは、必ずしも専門ではない領域であっても、（だからこそ）いっしょに勉強していきた

いと考えています。 

 学生主体のコンヴィヴィアルな（関心がある人は辞書をひいてみてください）相互の学び

の場にできればと思っています。 

準備学習について 

私（あなた）自身と社会に対する興味関心をもち、多様な視点で考えられるように心がけて

ください。 

授業で指示する内容について、予習 2時間、復習 2時間。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（谷） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 介護と人権問題について考える。 

授業計画 

第１回      オリエンテーション 

第２回       意見交換・施設見学等の検討①フィールドワークについて 

第３回       意見交換・施設見学等の検討②今後の進め方 

第４回       施設見学等の事前学習 

第５回       施設見学①施設の概要についての理解 

第６回       施設見学②職員との交流 

第７回       施設見学等の事後学習（振り返り） 

第８回       研究倫理の理解 

第９回       研究手法についての理解 

第 10回       研究テーマの設定①ディスカッション 

第 11回       研究テーマの設定②研究テーマの決定（仮） 

第 12回       研究目的の明確化 

第 13回       仮説の設定 

第 14回       研究テーマの発表及びディスカッション 

第 15回       前期のまとめ及び後期授業の進め方 

第 16回       論文の作成方法 

第 17回       文献検索の方法 

第 18回       文献の講読①研究テーマ関連文献の講読 

第 19回       文献の講読②概要・課題等の要約 

第 20回       研究計画書の理解 

第 21回       研究計画書の作成①研究の目的・先行研究 

第 22回       研究計画書の作成②研究の方法 

第 23回       研究計画書の作成③倫理的配慮・期待される効果 

第 24回       研究計画書の発表 

第 25回       質的研究の分析手法 

第 26回       調査・研究方法の設定 

第 27回       予備調査①フィールドワーク 

第 28回       予備調査②調査結果の集計・分析 

第 29回       予備調査報告 

第 30回       まとめ及び卒業研究Ⅱの進め方 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】介護の現場にはさまざまな危険や身体拘束等、利用者の人権を侵害するよう

な因子が潜在している。また一方で、介護職員を取り巻く環境においても健康を脅かす労働

条件や離職問題等、働く側の人権問題も指摘することができる。これら介護現場に存在する

さまざまな人権問題についての知見を深め、探求することで発信力を身につけた専門職の養

成を目的とするとともに、研究論文作成に向けた指導提供の場としたい。 

【授業の到達目標】研究テーマを明確にし、研究計画書を作成することができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 

テキスト 特に指定なし。 

参考文献 講義中適宜紹介。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

研究計画書（50％）：プレゼンテーション（30％）：レポート（20％）で評価する。 

フィードバックとして、研究計画書、プレゼンテーションおよびレポートへのコメントを行

う。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【希望的要件】介護に関心をもっている者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

具体的には文献や先行研究等のテーマに基づいたディスカッション、ハンセン病療養所の見

学、また介護現場等へのフィールドワークを予定している。 

 

準備学習について 身の回りに存在する人権問題について関心を高め、情報収集をしておくこと。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（新井） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 認知症ケアについて考える 

授業計画 

第１回       前期オリエンテーション 

第２回       グループ討議①認知症高齢者へのケアについて 

第３回       グループ討議②認知症高齢者の家族について 

第４回       施設見学へ向けた事前学習 

第５回       施設見学①―施設の理解― 

第６回       施設見学①―サービス利用者の理解― 

第７回       施設見学事後学習（発表） 

第８回       研究方法の理解 

第９回       先行研究、文献検索の方法 

第 10回       文献検索、講読① 

第 11回       文献検索、講読② 

第 12回       文献検索、講読③ 

第 13回       研究テーマ発表とディスカッション① 

第 14回       研究テーマ発表とディスカッション② 

第 15回       前期まとめ 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       研究計画書の理解 

第 18回       フィールドワーク①―認知症カフェへの参加、家族との意見交換― 

第 19回       フィールドワーク②―福祉、介護専門職との意見交換 ― 

第 20回       フィールドワーク③―地域課題についてディスカッション― 

第 21回       研究計画書の作成① 

第 22回       研究計画書の作成② 

第 23回       研究計画書の作成③ 

第 24回       研究計画書の作成④ 

第 25回       卒業研究発表聴講 

第 26回       中間発表① 

第 27回       中間発表② 

第 28回       施設見学②―施設等の理解― 

第 29回       施設見学②―サービス利用者の理解― 

第 30回       卒業研究Ⅱ、卒業論文執筆について 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：日本における認知症の人の数は、2025 年には約 700万人になり 65歳以上の高齢者の

5人に１人が認知症と言われ、予 

   備軍の人を含めればさらにその割合も増加する。誰もが認知症になる可能性があり、

また誰もが介護者として関わ 

   る可能性があるなど、身近な病気である。認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域で自分らしく 

   暮らし続けることを実現すべく、専門職として認知症の人とその家族への支援や、認

知症理解を深めるための地域 

   への普及・啓発を考える。 

目標：研究計画書が作成できる。 

卒業認定・学位授与方針との関連： 

  この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に

導くための知識・技術」を身 

  につけることができる。 

テキスト 指定しない。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

研究計画書の完成度：プレゼンテーション：授業への参加状況（発言、質問等）＝50：30：

20 

フィードバックは、実施時もしくは提出された際に講評を口頭で行う。 

 

質問・相談の受付方法 随時受け付けます。 

履修条件 【希望的要件】認知症の高齢者介護に関心をもっている者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 認知症カフェの企画や家族会の方との交流、施設見学（県内、県外）を予定しています。 

準備学習について 

予習：文献検索や収集、文献講読、認知症に関するできごとについての情報収集（1時間以

上） 

復習：授業終了後に課題を提示（1時間以上） 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（木下） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 障がいを持っている人たちの生活における困難さについて考える 

授業計画 

第 1回        前期オリエンテーション 

第 2回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ① 

第 3回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ② 

第 4回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ③ 

第 5回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ④ 

第 6回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ⑤ 

第 7回        障がい者介護・福祉に関する文献講読 ⑥ 

第 8回        福祉機器に関する展示会の見学研修 ① 

第 9回        福祉機器に関する展示会の見学研修 ② 

第 10回       福祉機器に関する展示会の見学研修 ③ 

第 11回       見学研修レポート発表会 ① 

第 12回       見学研修レポート発表会 ② 

第 13回       障がい者介護・福祉に関する文献講読 ⑦ 

第 14回       障がい者介護・福祉に関する文献講読 ⑧ 

第 15回       障がい者介護・福祉に関する文献講読 ⑨ 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       レポート・論文の執筆上のルール 

第 18回       レポート・論文の書き方 (文献検索の方法) 

第 19回       レポート・論文の書き方 (文献複写の方法) 

第 20回       研究計画の作成 

第 21回       研究テーマに基づく文献検索 ① 

第 22回       研究テーマに基づく文献検索 ② 

第 23回       文献講読とレポート作成 ① 

第 24回       文献講読とレポート作成 ② 

第 25回       文献講読とレポート作成 ③ 

第 26回       文献講読とレポート作成 ④ 

第 27回       文献購読とレポート作成 ⑤ 

第 28回       ゼミ内発表会 ① 

第 29回       ゼミ内発表会 ② 

第 30回       卒業論文執筆に向けての総括 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)介護が必要な高齢者や障がいを持っている人たち自身は、どのようなことを感じ考え

望んでいるのか。また、その人たちが置かれている現状とはどのようなもので、どのような

大変さや困難を抱えているのか。文献などをもとにディスカッションし、それらに関連する

制度や施策などを調べ、理解を深めていく。文献学習とディスカッションを重ねることによ

り、相互の視野を広げ、卒業論文へとつなげていく。 

(到達目標)障がいを持っている人たちの実際について理解し、生活における困難さについて

理解を深めることができる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方

針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる 

テキスト テキストは使用しない 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への参加状況：提出物の状況＝50：50 

発表や提出物に対して、当該授業もしくは次回授業内で、コメントをつけて返却する。 

 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で随時受け付ける 

履修条件 【希望的要件】障がい者介護に関心を持っている者が望ましい 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ 

「すべての答えは、障がいを持っている人自身が持っている」との考えに基づき、障がいを

持っている人たちの介護に携わってきました。まずは、様々な事柄に関心を持ち共に考えて

いくことから、始めていきましょう。そして、お互いに活発にディスカッションし合いなが

ら、自分自身の世界を深く広くしていきましょう。 

準備学習について 授業終了時、指示した課題を行う(2時間) 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅰ（本多） 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 終末期に関する研究 

授業計画 

第１回       前期オリエンテーション 

第２回       終末期について考える① 

             終末期に関する文献・学術論文の輪読 

第３回       終末期について考える② 

             終末期に関する DVD学習、意見交換 

第４回       自分の関心・興味を明確化する 意見交換 

第５回       フィールドワークとは 

第６回       フィールドワーク等の検討 

第７回        学外研修に関する事前学習・準備① 

第８回        学外研修に関する事前学習・準備② 

第９回       フィールドワーク① 

第 10回       フィールドワーク② 

第 11回       フィールドワーク③ 

第 12回       フィールドワークまとめ 

第 13回       研究レポート作成① 

第 14回       研究レポート作成② 

第 15回       前期まとめ 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       研究テーマの検討 

第 18回       研究テーマの決定 

第 19回       テーマに関する文献講読とディスカッション① 

第 20回       テーマに関する文献講読とディスカッション② 

第 21回       テーマに関する文献講読とディスカッション③ 

第 22回       研究テーマに基づいたフィールドワーク① 

第 23回       研究テーマに基づいたフィールドワーク② 

第 24回       研究テーマに基づいたフィールドワーク③ 

第 25回       研究テーマに基づいたフィールドワークまとめ 

第 26回       研究計画書の作成①  活動報告会の準備① 

第 27回       研究計画書の作成②  活動報告会の準備② 

第 28回       研究計画書の作成③  活動報告会の準備③ 

第 29回       研究計画書の作成④  活動報告会の準備④ 

第 30回       研究成果の発表（活動報告会開催） 後期まとめ 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】在宅医療、緩和ケア、看取り、グリーフケアなどについて、フィールドワークを中

心に文献や論文を使用しながら学ぶ。 

【到達目標】終末期についての理解を深め、探究心や考察力を身につける 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・授業・研究への取り組み：研究成果（研究計画書、研究レポート等）＝50：50 

・研究計画書、研究レポート等に関するフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝える。 

質問・相談の受付方法 研究室、メール等で適宜受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目履修性【不可】 

聴 講 生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

東北福祉大学との共同ゼミ研修（在宅緩和ケアプロジェクト体験、がんサロン活動、被災地

ボランティア等）、ホームホスピス訪問、龍津寺一日体験（臨床宗教師から学ぶ死生学）な

どを予定しています。学外でのゼミ活動を通して、学内や机上学習では学べないことを学び

取ってほしいと思います。自ら学ぶことの楽しさや協働の魅力を感じ、探究心を培うことを

目的としています。 

準備学習について 
終末期やグリーフに関する文献の講読や情報収集に努め、授業終了後に指示した復習（1時

間）・予習（1時間）を行うこと。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（梼木） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 興味のある心理学的なテーマについて自分自身で研究を行う。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       研究計画書の作成１ 

第 3回        研究計画書の作成２ 

第 4回        計画に基づく実施１ 

第 5回        計画に基づく実施２ 

第 6回        計画に基づく実施３ 

第 7回        計画に基づく実施４ 

第 8回        計画に基づく実施５ 

第９回       計画に基づく実施６ 

第 10回       計画に基づく実施７ 

第 11回       計画に基づく実施８ 

第 12回       計画に基づく実施９ 

第 13回       計画に基づく実施 10 

第 14回       計画に基づく実施 11 

第 15回       計画に基づく実施 12 

第 16回       中間発表の準備１ 

第 17回       中間発表の準備２ 

第 18回       中間発表の準備３ 

第 19回       中間発表会 

第 20回       卒業論文の作成１ 

第 21回       卒業論文の作成２ 

第 22回       卒業論文の作成３ 

第 23回       卒業論文の作成４ 

第 24回       卒業論文の作成５ 

第 25回       卒業論文の作成６ 

第 26回       卒業論文の作成７ 

第 27回       卒業論文の作成８ 

第 28回       卒業論文の作成９ 

第 29回       卒業論文の作成 10 

第 30回       卒業論文の作成 11 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】興味のある心理学的なテーマについて自分なりに研究を行い、成果を卒業論文とし

てまとめる。 

【到達目標】卒業論文の作成に伴う知識ならびに研究スキルを習得する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】心理科目に関する知識やスキルを身につけることがで

きる。 

テキスト なし。 



参考文献 なし。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

卒業論文の完成度から評価する。 

成績評価のフィードバックについては、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（梼木）の単位を取得済みの者に限る 

特別学生の履修可否 

科目履修性【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 卒業論文は大学における学びの集大成となるものです。ぜひ頑張ってください。 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（岩本） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩本 勇 

テーマ 福祉施設、病院、一般企業などの経営に関する総合的な研究 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 

第 2回        各自の研究計画の確認 

第 3回        文献研究①資料収集 

第 4回        文献研究②先行研究レビュー 

第 5回        アンケート調査①設計 

第 6回        アンケート調査②実施、回収、検票、コーディング 

第 7回        アンケート調査③単純集計、クロス集計 

第 8回        アンケート調査④相関分析 

第 9回        アンケート調査⑤因子分析 

第 10回       アンケート調査⑥解析コメント 

第 11回       アンケート調査⑦図表化 

第 12回       アンケート調査⑧プレゼンテーション 

第 13回       アンケート調査結果と研究テーマの再確認 

第 14回       中間発表 

第 15回       研究計画へのフィードバック 

第 16回       ヒアリング調査票の設計 

第 17回       ヒアリング調査の実施、まとめ 

第 18回       ヒアリング調査の分析①グランデッドセオリーと KJ法 

第 19回       ヒアリング調査の分析②逐語記録 

第 20回       ヒアリング調査の分析③切片化、コーディング、データ結合 

第 21回       ヒアリング調査の分析④図解化、文章化 

第 22回       フォーカス・グループ・インタビューの設計 

第 23回       フォーカス・グループ・インタビューの実施とまとめ 

第 24回       調査研究の結果とまとめ 

第 25回       論文作法①タイトルとアウトライン 

第 26回       論文作法②研究目的 

第 27回       論文作法③先行研究レビューと新規性 

第 28回       論文作法④実験とデータの整理 

第 29回       論文作法⑤結果と考察 

第 30回       研究発表会 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

学術研究及び論文作法を実践的に学ぶ。経営学を中心として、卒業研究Ⅰ（岩本）で学んだ

基礎研究の延長で、各自の研究計画に従って指導する 

・この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導

くための知識・技術」を身に付けることができる 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 講義中に適宜紹介する 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・提出課題（4回程度）の完成度と授業中の質疑応答の積極性と水準によって評価する（配

点 50：50） 

・提出課題評価のフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝え、学内制度（成績問い合わ

せ制度）を通じて行う 

 

質問・相談の受付方法 
講義終了後など、随時受け付ける 

・オフィスアワー（後日掲示）を積極的に利用して欲しい 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（岩本）の単位を取得した者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生等【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します 

準備学習について 
授業終了後に次回の予習を指示する 

・授業ごとに 1.5 時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次の授業に臨むこと 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（渡邊英） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡邊 英勝 

テーマ 各自の作成した研究計画に従って、卒業論文を完成させる。 

授業計画 

第 1回        前期オリエンテーション 

第 2回        研究テーマの確認 研究計画書の再作成① 

第 3回        研究テーマの確認 研究各所の再作成② 

第 4回        個別指導① グループ討議① 

第 5回        個別指導② グループ討議② 

第 6回        個別指導③ グループ討議③ 

第 7回        個別指導④ グループ討議④ 

第 8回       個別指導⑤ グループ討議⑤ 

第 9回        個別指導⑥ グループ討議⑥ 

第 10回       個別指導⑦ グループ討議⑦ 

第 11回       個別指導⑧ グループ討議⑧ 

第 12回       個別指導⑨ グループ討議⑨ 

第 13回       個別指導⑩ グループ討議⑩ 

第 14回       中間発表会① 

第 15回       中間発表会② 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       個別指導⑪ グループ討議⑪ 

第 18回       個別指導⑫ グループ討議⑫ 

第 19回       個別指導⑬ グループ討議⑬ 

第 20回       個別指導⑭ グループ討議⑭ 

第 21回       卒業研究発表会準備① 

第 22回       卒業研究発表会準備② 

第 23回       卒業研究発表会準備③ 

第 24回       卒業研究発表会① 

第 25回       卒業研究発表会② 

第 26回       個別指導⑮ 卒業論文作成 

第 27回       個別指導⑯ 卒業論文作成 

第 28回       個別指導⑰ 卒業論文作成 

第 29回       個別指導⑱ 卒業論文作成 

第 30回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】卒業研究Ⅰでの成果をもとに、調査研究の結果を論文にまとめる

ことを通して、文章表現能力、論理的思考能力、プレゼンテーション能力を高める。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】論文作成をとおして、社会福祉学部の学位授与方針の

うち、福祉問題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術を身につけるこ

とができること。 

テキスト 特になし 



参考文献 適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績の評価基準・方法】研究に対する取り組み状況 30%、卒業論文 50%、発表内容 20%によ

る 

【フィードバック方法】授業時に調査研究内容、発表等に対してコメントを行う。 

質問・相談の受付方法 随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（渡邊英）の単位を取得済みの者に限る 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ 各自、主体的に、興味関心をもって論文作成に取り組みましょう。 

準備学習について 
卒業研究指導前に、事前に示した課題について調べておくこと、指導後にコメントや添削し

たところ等を事後学習すること。事前事後で 2時間以上予習復習を行うこと。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（小川） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川 翔大 

テーマ 
発達心理学、教育心理学、対人関係の心理学などのテーマに関連する研究計画を立案・実施

すると共に、実際に得たデータの分析をして、論文執筆・研究報告を行う。 

授業計画 

第 1回        オリエンテーションと研究計画の立案 

第 2回        研究計画についての討議① 

第 3回        研究計画についての討議② 

第 4回        研究計画についての討議③ 

第 5回        研究計画についての討議④ 

第 6回        研究計画についての討議⑤ 

第 7回        研究材料の作成・準備① 

第 8回        研究材料の作成・準備② 

第 9回        研究材料の作成・準備③ 

第 10回       調査・実験の実施① 

第 11回       調査・実験の実施② 

第 12回       研究データの整理・分析① 

第 13回       研究データの整理・分析② 

第 14回       研究データの整理・分析③ 

第 15回       中間報告会 

第 16回       卒業論文の作成① 

第 17回       卒業論文の作成② 

第 18回       卒業論文の作成③ 

第 19回       卒業論文の作成④ 

第 20回       卒業論文の作成⑤ 

第 21回       卒業論文の作成⑥ 

第 22回       卒論発表会のレジュメ作成① 

第 23回       卒論発表会のレジュメ作成② 

第 24回       卒論発表会のスライド（ppt）作成① 

第 25回       卒論発表会のスライド（ppt）作成② 

第 26回       卒論発表会 

第 27回       卒業論文の修正① 

第 28回       卒業論文の修正② 

第 29回       卒業論文要旨の作成① 

第 30回       卒業論文要旨の作成② 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

各自の研究テーマに沿った研究計画の立案、実施、データ分析を行い、「問題（目的と仮説

を含む）」、「方法」、「結果」、「考察」、「引用文献」で構成される卒業論文を執筆す

る。そして、問題や課題を見つけて論理的かつ科学的に解明する能力と、他者にわかりやす

く伝えるプレゼンテーション能力を身に着けることを目的とする。 

この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技能」を身に着けることができる。 

 

テキスト なし 

参考文献 

小塩 真司 (2004). SPSSと Amos による心理・調査データ解析――因子分析・共分散構造分

析まで―― 東京図書 

山田 剛史・林 創 (2011). 大学生のためのリサーチリテラシー入門――研究のための 8つ

の力―― ミネルヴァ書房 

山田 剛史・村井 潤一郎 (2004).  よくわかる心理統計 ミネルヴァ書房 

その他、適宜紹介する。 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

ゼミでのレジュメ作成とその発表（30％）、卒業論文（30％）、研究への取り組み（40％）

により評価する。 

フィードバックは授業内で毎回口頭で伝える。 

質問・相談の受付方法 
授業内に随時受け付ける。授業時間外でも可能な限り受け付けるが、質問に来る場合は事前

にアポイントメントを取っておくこと。 

履修条件 

【必須要件】卒業研究Ⅰ（小川）の単位を取得した者に限る。 

【希望的要件】自分が計画して実施した調査・実験の結果を含めて卒業論文の執筆ができる

者。 

 

特別学生の履修可否 不可 

メッセージ 

毎週全員に自分の研究テーマの進捗状況をゼミで発表してもらい、教員とゼミ生全員で議論

を行います。そのため受講人数が多い場合、1回の授業が 90分を超える場合もあります。 

データ分析は心理学実験室で管理している SPSS・Amosなどの心理統計ソフトウェアを使用

しますので、これらの関連書籍も一度目を通してみてください。 

準備学習について 

準備学習として、自分の研究テーマに関連する文献を読み、ゼミ発表の資料を作成する（1.5

時間）。調査・実験で得たデータがある場合は、データの分析をしてレジュメを作成する（1.5

時間）。授業後は、ゼミでの討議で得られた意見を踏まえて卒業論文を修正する（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（張） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 張 昌鎬 

テーマ 

正確性、客観性、論理性、不偏性や独創性のある卒業論文の作成。 

 

ケアマネジメントや地域包括支援センターなどに関する分野 

授業計画 

第 1回        3年次ゼミでの研究内容の検討と卒業論文テーマの決定 

第 2回        研究計画の立案   資料の整理・論文作成（個別対応） 

第 3回        資料の整理・論文作成（個別対応）① 

第 4回        資料の整理・論文作成（個別対応）② 

第 5回        資料の整理・論文作成（個別対応）③ 

第 6回        資料の整理・論文作成（個別対応）④ 

第 7回        資料の整理・論文作成（個別対応）⑤ 

第 8回        資料の整理・論文作成（個別対応）⑥ 

第 9回        資料の整理・論文作成（個別対応）⑦ 

第 10回       資料の整理・論文作成（個別対応）⑧ 

第 11回       ゼミ内中間報告会① 

第 12回       ゼミ内中間報告会② 

第 13回       資料の整理・論文作成（個別対応）⑨ 

第 14回       資料の整理・論文作成（個別対応）⑩ 

第 15回       前期のまとめと後期の準備に関する意見交換 

第 16回       論文作成（個別対応）① 

第 17回       論文作成（個別対応）② 

第 18回       論文作成（個別対応）③ 

第 19回       論文作成（個別対応）④ 

第 20回       ゼミ内中間報告会③ 

第 21回       ゼミ内中間報告会④ 

第 22回       論文作成（個別対応）⑤ 

第 23回       論文作成（個別対応）⑥ 

第 24回       論文作成（個別対応）⑦ 

第 25回       卒業論文提出（ゼミ内で提出） 

第 26回       卒業論文の抄録提出（ゼミ内で提出） 

第 27回       口頭発表の練習① 

第 28回       口頭発表の練習② 

第 29回       卒業論文発表(卒業論文発表日) 

第 30回       完成した卒業論文の点検と提出 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）①卒業研究Ⅱの指導は、全体指導と個別指導の両方によって行う。 

    ②論文作成のプロセスを指導する。 

 

（到達目標）完成した論文を人々の前で、プレゼンテーションするようになる。 

 

（特記事項）（特記事項）毎回、事前に配布した論文を読み、まとめて提出し、その中のひ

とりが発表する。 

 

（卒業認定・学位授与方針との関連） 

 この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、ソーシャルワーカーと

して、関心がある福祉課題にたいして、資料を収集し、分析し、論文を作成し発表すること

を身に着ける。 

 

 

テキスト 授業の中や自宅で多くの資料を収集する。 

参考文献 日本社会福祉学会や地域福祉学会などの論文集 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性と論文作成・発表。(配点 30：70) 

質問・相談の受付方法 講義終了後あるいはオフィスアワーを利用する。 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（張）の単位を取得済みの者に限る 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ 積極的に授業に参加することと、自分の役割を遂行すること。 

準備学習について 
毎回論文の進み具合いを提出する（2時間）。 

 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（長坂） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 
心に病を持つ方々やアディクション問題を抱える人々の支援の対人援助に関する研究方法

を身につける。 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 今後の予定と各々の論文の進行状況の確認 

第 2回        仮説の検証 エビデンスの確認（アンケート等のデータ） 

第 3回        仮説の検証 エビデンスの再確認 （参考・引用文献の見直し） 

第 4回        グループディスカッション① 個人発表 論文の下書きの指導 

第 5回        グループディスカッション② 個人発表 論文の下書きの指導 

第 6回        個別指導① 図・表 等の作成指導 （検証された事実） 

第 7回        個別指導② 図・表 等の作成指導 （データからみた事実） 

第 8回        個別指導③ 図・表 等の作成指導 （参考・引用文献からの事実） 

第 9回        グループディスカッション① 個人発表による 

第 10回       グループディスカッション② 個人発表による 

第 11回       各々の研究内容に関する指導 本論 

第 12回       各々の研究内容に関する指導 本論の展開 

第 13回       各々の研究に関する指導 章立て等の適切さ等々 

第 14回       パワーポイントによる中間発表① 

第 15回       パワーポイントによる中間発表② 

第 16回       中間発表のまとめ（論文の点検と修正の指導） 

第 17回       個別指導 論文の修正の要点の整理 

第 18回       個別指導 論文の質疑新たなデータの確認（関連白書・法改正等） 

第 19回       個別指導 確認作業における修正等 

第 20回       論文の完成に向けた個別指導 キーワードの修正・確認 

第 21回       論文の完成に向けた個別指導 論文の分量や論旨の確認 

第 22回       論文の完成に向けた指導 グループディスカッション 

第 23回       論文の完成に向けた指導 グループディスカッションによる論文の検証① 

第 24回       論文の完成に向けた指導 グループディスカッションによる論文の検証② 

第 25回       論文の完成に向けた個別指導① 

第 26回       論文の完成に向けた個別指導② 

第 27回       論文の完成に向けた個別指導③ 論文の完成 

第 28回       卒業研究論文の要旨作成 

第 29回       卒業研究発表用 パワーポイントの作成① 

第 30回       卒業研究発表用 パワーポイントの作成② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

各々のテーマに沿って取り組んだ卒業研究を進めていく。 

問題意識を高めゼミ同士での研鑽を積み、文献レビューやアンケート調査等を実施し論文を

完成させていく。 

学士論文としてレベルに達するべく研究に取り組み、研究の方法論述などを身につけてい

く。 



テキスト 特に指定はしない。 

参考文献 ゼミ内で各々のテーマに沿った参考文献を紹介すると共に、先行研究の論文を検索する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

卒業研究論文の完成による。論文の要旨の内容 60％ 取り組む姿勢（積極性）40％とする。 

フィードバックとして、論文やレポート、提出課題や発表の内容について口頭で総評及び質

疑応答を行う。 

質問・相談の受付方法 ゼミ終了後および空き時間またはオフィスアワーにて対応する。研究室は 104 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（長坂）の単位を取得済みの者に限る 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
意欲的に研究に取り組み、積極的に出席し参考文献やアンケートの質問紙など早めに完成す

るように一緒に頑張りましょう。 

準備学習について 
毎回それぞれのテーマや課題を発表し合い、再度各々の取り組むべき課題を出しますので、

次回にその成果を発表もしくは提出して下さい。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（鈴木政） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 政史 

テーマ 社会福祉の課題に関するソーシャルワーク研究と論文作成 

授業計画 

第 1回        オリエンテーション 

第 2回        卒業論文アウトラインの作成方法 

第 3回        卒業論文アウトラインの章立て、見出しの設定 

第 4回        卒業論文アウトラインの作成 

第 5回        文献研究、文献リストの作成 

第 6回        先行研究の分析 

第 7回        先行研究における課題の考察 

第 8回        研究における倫理的配慮 

第 9回        研究仮説の検証 

第 10回       研究資料の収集 

第 11回       研究資料の分析 

第 12回       分析結果の検証 

第 13回       卒業研究中間報告資料の作成 

第 14回       卒業研究中間報告 

第 15回       卒業研究中間報告の振り返り 

第 16回       卒業論文の執筆 研究の目的 

第 17回       卒業論文の執筆 研究の方法 

第 18回       卒業論文の執筆 倫理的配慮 

第 19回       卒業研究発表資料の作成 

第 20回       卒業研究発表リハーサル 

第 21回       リハーサルの振り返り 

第 22回       卒業研究合宿①（予定） 予備発表 

第 23回       卒業研究合宿②（予定） 発表の振り返り 

第 24回       卒業研究合宿③（予定） 施設見学 

第 25回       卒業研究合宿④（予定） フィールドワーク 

第 26回       卒業研究発表会の準備 

第 27回       卒業研究発表会 

第 28回       卒業論文の執筆 研究課題 

第 29回       卒業論文の執筆 研究結果 

第 30回       卒業論文の執筆 考察 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

卒業研究 Iで設定した研究仮説に基づいて、その仮説を実証するための調査・研究・分析を

行って卒業論文を作成することを到達目標とします。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができます。 

テキスト 必要に応じて資料を配布します。 

参考文献 配布資料にて適宜紹介します。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

受講態度（30％）、卒業研究発表（30％）、卒業論文等（40％）を評価の素材として総合的

に評価します。 

卒業研究発表および卒業研究論文ついて振り返りを行います。 

質問・相談の受付方法 講義終了後やオフィスアワーを活用してください。 

履修条件 
【必須要件】卒業研究Ⅰ（鈴木政）の単位を取得済みの者に限る 

【希望的要件】将来、ソーシャルワーカーを志す者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

受講にあたって、調整や配慮が必要な学生については事前に協議し、もっとも適切な方法を

個別に検討します。必ず受講開始前に相談してください。なお、授業の進捗状況等に応じて

授業計画、合宿日程が変更になる場合があります。 

準備学習について 
予習：卒業論文、発表資料の作成に取り組んでください（1時間以上）。 

復習：卒業論文、発表資料の校正に取り組んでください（1時間以上）。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（小林） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 小林 哲也 

テーマ 生活の中の福祉課題について考える 

授業計画 

第１回       前期授業のオリエンテーション 

第２回       研究計画書の作成① 研究テーマの確認 

第３回       研究計画書の作成② 研究テーマの再検討 

第４回       研究計画書の作成③ 研究計画書の報告 

第５回       研究計画書の作成④ 個別指導 

第６回       研究計画書の作成⑤ 研究計画書の再報告 

第７回       先行研究の報告 

第８回       先行研究による研究テーマの再検討 

第９回       研究計画書の作成⑥ 研究テーマの報告 

第 10回       研究の検討① 研究課題・仮説の検討 

第 11回       研究の検討② 研究方法の検討 

第 12回       研究の検討③ 卒業研究の章立て(１) 

第 13回       研究の検討④ 卒業研究の章立て(２) 

第 14回       研究計画書の作成⑦ 研究スケジュールを立てる 

第 15回       前期卒業研究報告 

第 16回       後期授業のオリエンテーション 

第 17回       研究指導① 卒業研究のアウトラインの作成(１) 

第 18回       研究指導② 卒業研究のアウトラインの作成(２) 

第 19回       研究指導③ 研究成果の収集(１) 

第 20回       研究指導④ 研究成果の収集(２) 

第 21回       研究指導⑤ 研究成果の収集(３) 

第 22回       研究指導⑥ 個別指導(１) 

第 23回       研究指導⑦ 個別指導(２) 

第 24回       研究指導⑧ 個別指導(３) 

第 25回       研究指導⑨ 個別指導(４) 

第 26回       研究指導⑩ 個別指導(５) 

第 27回       卒業研究中間報告① 

第 28回       卒業研究中間報告② 

第 29回       卒業研究の修正① 

第 30回       卒業研究の修正② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

３年次に「生活」という視点から、それぞれが興味のある福祉課題を検討してきました。４

年次ではその成果をもとに論文作成をおこないます。論文作成を通じて、自分の能力を高め、

将来、社会に出た時に活かされるよう指導していきます。また、社会福祉学部の学位授与方

針である「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身につ

けることができます。 

テキスト 必要に応じて資料を配付します。 



参考文献 講義中に適宜紹介していきます。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

研究成果（研究計画書等）50％、授業での積極性 30％、課題の取組み 20％ 

提出された課題については授業内でコメントをつけて返却します。 

質問・相談の受付方法 研究室に在室している場合は随時、質問・相談を受け付けます。 

履修条件 

【必須要件】卒業研究Ⅰ（小林）の単位を取得済みの者に限る 

【希望的要件】 授業外で国家試験対策をおこなうため社会福祉士国家試験受験者を希望し

ます。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 

卒業研究は大学生活の集大成です。自分が大学生活で何を考え、何を学んだのか振り返りな

がら研究に取り組んでください。研究は決して楽しいことばかりではありません。しかし、

きっと研究に取り組む姿勢がみなさんをさらに大きく成長させると思っています。研究する

ことが人生の大きな成果になるようにしましょう。 

準備学習について 
研究成果をあげた上で授業に臨んでください。また、授業時に課題を提示します。授業時間

以外にも課題や研究への取組みを求めることがあります。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（西尾） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 西尾 敦史 

テーマ 福祉社会の「問題発見」研究 

授業計画 

第１回       卒業研究Ⅰの共同研究のふりかえり① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第２回       卒業研究Ⅰの共同研究のふりかえり② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第３回       卒業論文のテーマ研究① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第４回       卒業論文のテーマ研究② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第５回       論文テーマ（問題意識）に関する学生どうしの論評① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第６回       論文テーマ（問題意識）に関する学生どうしの論評② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第７回       文献、雑誌論文の検索など資料収集の復習① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第８回       文献、雑誌論文の検索など資料収集の復習② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第９回       卒論テーマ中間発表（一人 2回）全体討論① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 10回       卒論テーマ中間発表（一人 2回）全体討論② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 11回       参考文献目録の提出① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 12回       参考文献目録の提出② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 13回       卒論の章立て（目次）の提出① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 14回       卒論の章立て（目次）の提出② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 15回       序章の提出① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 16回       序章の提出② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 17回       注と参考文献① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 18回       注と参考文献② 



             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 19回       卒論の中間段階の学生同士の添削① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 20回       卒論の中間段階の学生同士の添削② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 21回       卒論の中間段階の学生同士の添削（継続）① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 22回       卒論の中間段階の学生同士の添削（継続）② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 23回       初稿の提出とフィードバック 1① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 24回       初稿の提出とフィードバック 1② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 25回       初稿の提出とフィードバック 2① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 26回       初稿の提出とフィードバック 2② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 27回       完成稿の提出① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 28回       完成稿の提出② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 29回       卒論集の作成① 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

第 30回       卒論集の作成② 

             個別指導とグループ討議を交互に実施します。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】大学生にとって、卒業論文作成は、大学での学びの集大成である。学生が、

卒業論文で、問いを立てる力、その問いへの考察を持続する力と論理的に表現する文章表現

力を養う。このことによって、卒業後自ら学び続け、自らの考えを論じていける力の涵養を

めざす。 

 卒論作成の指導は、全体指導と個別指導の両方によって行う。全体指導は、実質的には 4

月から行い、卒論のための中間発表会を一人 2回行う。秋からは、執筆にとりかかる。9月

からは、章の立て方、注のつけ方、参考文献の表記法などの諸点を指導する。10月中旬から

11月末にかけて、各章をゼミ生で添削をした上で、12月上旬に初稿を教員に提出する。 

【到達目標】自身の問題意識から出発した研究をすすめ、まとめることができる。 

【卒業認定方針との関連】福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・

技術を身につけている。 

テキスト 

その都度指示しますが、これまではつぎの文献を参考にしています。 

○ 小熊英二『社会を変えるには』講談社現代新書, 2012年 

○ 筧裕介『ソーシャルデザイン実践ガイド』英治出版, 2013年 

○ フェリス女学院大学エコキャンパスクラブ『大学生がえがく脱原発の未来マニュアル』

東京新聞,2012年 

参考文献 

その都度指示しますが、つぎの文献も参考にします。 

『横浜発 助けあいの心がつむぐまちづくり 地域福祉を拓いてきた 5人の女性の物語』（横

浜市社会福祉協議会企画監修、西尾敦史著、2017年 10月，ミネルヴァ書房） 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学生主体のゼミです。調査研究やフィールドワークなどに取り組んでいきますが、最終的な

報告会に向けて、分担して作業をすすめていきます。問題の所在の検討、調査研究設計、集

計・分析、考察、提言・行動のそれぞれのプロセスにおいて、対話とコミュニケーションを

とおしてフィードバックを行っていきます。 

質問・相談の受付方法 研究室（介護福祉棟 3階 307号室）、メール（nishio@suw.ac.jp）など。 

履修条件 

【必須要件】卒業研究Ⅰ（西尾）の単位を取得済みの者に限る 

学生主体のゼミです。卒業論文に向けての自分自身の社会への問題意識をもち、主体的に参

加することを期待します。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴  講  生  【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

私（西尾）自身は、２５年ほど社会教育・地域福祉の分野で仕事をしてきました。目下のと

ころの問題関心は、広い意味での「ケア」の社会文化的背景、社会制度（政策）との相互関

連といったところですが、最近では「シェア」（分かち合う）にも関心をもっています。ゼ

ミでは、必ずしも専門ではない領域であっても、（だからこそ）いっしょに勉強していきた

いと考えています。 

 学生主体のコンヴィヴィアルな（関心がある人は辞書をひいてみてください）相互の学び

の場にできればと思っています。 

準備学習について 

私（あなた）自身と社会に対する興味関心をもち、多様な視点で考えられるように心がけて

ください。 

授業で指示する内容について、予習 2時間、復習 2時間。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（谷） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 介護福祉を探究することで、自らの介護福祉に対する考え方を確立する。 

授業計画 

第１回      オリエンテーション 

第 2回        研究計画の確認 

第 3回        卒業論文のアウトラインの策定 

第 4回        調査の準備①質問項目の検討 

第 5回        調査の準備②聞き取り調査の確認 

第 6回        調査の実施①聞き取り調査 

第 7回        調査の実施②調査結果の整理 

第 8回        調査結果の分析 

第 9回        分析結果の確認 

第 10回       調査結果のまとめ 

第 11回       調査結果の報告 

第 12回       中間報告会の準備①発表資料作成 

第 13回       中間報告会の準備②発表資料の確認・プレ発表 

第 14回       中間報告会の実施 

第 15回       前期のまとめ及び後期授業の進め方 

第 16回       卒業論文作成に向けての確認 

第 17回       卒業論文作成①はじめに 

第 18回       卒業論文作成②研究の背景 

第 19回       卒業論文作成③研究方法 

第 20回       卒業論文作成④分析方法 

第 21回       卒業論文作成⑤調査結果 

第 22回       卒業研究発表会準備①発表用資料の作成 

第 23回       卒業研究発表会準備②発表用原稿の作成 

第 24回       卒業研究発表会準備③プレ発表会の実施 

第 25回       卒業研究発表会の実施 

第 26回       卒業論文作成⑥考察 

第 27回       卒業論文作成⑦おわりに 

第 28回       卒業研究要旨集作成①原稿作成 

第 29回       卒業研究要旨集作成②原稿の見直し 

第 30回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】介護福祉に対する学習の集大成の場として捉え、これまでの研究計画に基づ

いた調査・研究の結果を論文としてまとめることを通して、自らの介護福祉に対する考え方

を確立していく。 

【授業の到達目標】卒業論文を作成することができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くためのソーシャルワーカーとしての知識・技術」を身

につけることができる。 



テキスト 特に指定なし。 

参考文献 講義中適宜紹介。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

卒業論文（80％）プレゼンテーション（20％）で評価する。 

フィードバックとして、卒業論文の指導及びプレゼンテーションのコメントを行う。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】卒業研究Ⅰ（谷）の単位を取得済みの者に限る 

【希望的要件】介護現場に就職を希望しているものが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴講生【不可】 

キャリアデザインカジッジ【不可】 

メッセージ 卒業論文作成に向け、主体的に取り組むことを期待する。 

準備学習について 先行研究のレビュー及び卒業研究Ⅰで作成した研究計画書を確認をしておくこと。 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（木下） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 各自が立てた研究計画に従って、自ら取り組み、卒業論文をまとめる 

授業計画 

第 1回        前期オリエンテーション 

第 2回        研究テーマを決定し、研究計画書を再作成する 

第 3回        個別指導 ① (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 4回        個別指導 ② (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 5回        個別指導 ③ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 6回        個別指導 ④ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 7回        個別指導 ⑤ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 8回        個別指導 ⑥ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 9回        個別指導 ⑦ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 10回       個別指導 ⑧ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 11回       個別指導 ⑨ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 12回       個別指導 ⑩ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 13回       卒業研究ゼミ内中間発表会 ① 

第 14回       卒業研究ゼミ内中間発表会 ② 

第 15回       研究計画の修正と再計画 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       個別指導 ⑪ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 18回       個別指導 ⑫ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 19回       個別指導 ⑬ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 20回       個別指導 ⑭ (文献検索、資料収集、卒業論文の作成) 

第 21回       卒業研究発表会準備 ① 

第 22回       卒業研究発表会準備 ② 

第 23回       卒業研究発表会準備 ③ 

第 24回       卒業研究発表会 ① 

第 25回       卒業研究発表会 ② 

第 26回       個別指導 ⑮ (卒業論文の作成) 

第 27回       個別指導 ⑯ (卒業論文の作成) 

第 28回       個別指導 ⑰ (卒業論文の作成) 

第 29回       個別指導 ⑱ (卒業論文の作成) 

第 30回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)卒業研究Ⅰにおいて取り組んだことを基礎として、研究テーマを定め研究計画を立案

し、調査及び研究を行ない、卒業論文を作成する 

(到達目標)卒業論文を作成し、完成することができる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の方

針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる 

テキスト テキストは使用しない 



参考文献 適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

卒業論文への取り組み姿勢、卒業研究発表の内容、卒業論文の内容により、評価する 

発表や提出物に対して、当該授業もしくは次回授業内で、コメントをつけて返却する 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で随時受け付ける 

履修条件 

【必須条件】卒業研究Ⅰ（木下）の単位を取得した者に限る 

【希望的要件】障がい者介護・福祉に関心があり、真摯かつ真剣な態度で研究に臨む者が望

ましい 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ 主体的に取り組み、自律的に行動すること 

準備学習について 授業終了時、指示した課題を行う(2時間) 



 

講義科目名称： 卒業研究Ⅱ（本多） 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 自らが興味関心をもって設定したテーマについて研究し、卒業論文としてまとめる。 

授業計画 

第 1回        前期オリエンテーション 

第 2回        研究計画書の確認 

第 3回        先行研究のレビュー① 

第 4回        先行研究のレビュー② 

第 5回        研究テーマの確認・検討 

第 6回        研究テーマの設定 

第 7回        研究の背景・目的・課題の設定 

第 8回         研究方法の検討 

第 9回        研究方法の準備① 

第 10回       研究方法の準備② 

第 11回       研究方法の実施① 

第 12回       研究方法の実施② 

第 13回       研究方法の実施と分析① 

第 14回       研究方法の実施と分析② 

第 15回       卒業研究中間発表 

第 16回       後期オリエンテーション 

第 17回       研究方法の結果の考察① 

第 18回       研究方法の結果の考察② 

第 19回       卒業論文の作成① 

第 20回       卒業論文の作成② 

第 21回       卒業論文の作成③ 

第 22回       卒業論文の作成④ 

第 23回       卒業論文の作成⑤ 

第 24回       卒業研究発表会の準備① 資料・パワーポイント作成① 

第 25回       卒業研究発表会の準備② 資料・パワーポイント作成② 

第 26回       卒業研究発表会の準備③ 発表原稿作成 

第 27回       卒業研究発表会の準備④ プレ発表会 

第 28回       卒業研究発表会 

第 29回       卒業研究論文要旨作成 

第 30回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】論文の構成や作成方法を学び、終末期に関連するテーマに基づいて論文をまとめる。 

【到達目標】研究論文を作成する能力を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身につけることができる。 

終末期ケアに関連するテーマに基づいて研究を行い論文にまとめ上げる。その過程におい

て、論文の構成や作成方法を学び、研究論文を作成する能力を身につける。同時に、主体的

に課題を見つけ探究する力を養うことを目指す。 



 

テキスト 特に指定しない。 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・卒業論文：卒業研究発表：授業・研究への取り組み＝50：30：20 

・卒業論文に関するフィードバックは、授業内で個別に細評する。 

・卒業研究発表に関するフィードバックは、授業内で総評を口頭で伝える。 

質問・相談の受付方法 研究室、メール等で適宜受け付ける。 

履修条件 【必須要件】卒業研究Ⅰ（本多）の単位を取得済みの者に限る 

特別学生の履修可否 

科目履修生【不可】 

聴 講 生【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
適宜、個別指導の時間も設けるので、4年間の集大成である卒業論文の完成を目指して、一

緒にがんばりましょう。 

準備学習について 卒業論文作成や授業内で指示した課題に 1時間以上取り組み、次回の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 心理学概論Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 心理学の基本的知識を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       知覚１（知覚とは、形の知覚、大きさの知覚、運動の知覚） 

第３回       知覚２（知覚のずれ、注意、知覚の主観性） 

第４回       学習１（学習とは、古典的条件づけ、道具的条件づけ） 

第５回       学習２（技能の学習、社会的学習） 

第６回       感情１（情動と気分、情動の表出と伝達） 

              

 

第７回       感情２（情動が生じるプロセス、情動の働き） 

第８回       動機づけ１（動機づけとは、欲求） 

第９回       動機づけ２（フラストレーション、学習された無力感） 

第 10回       動機づけ３（内発的動機づけと外発的動機づけ） 

第 11回       記憶１（記憶とは、記憶の種類、忘却） 

第 12回       記憶２（記憶の変容、自伝的記憶、記憶と感情） 

第 13回       心と脳１（神経細胞、脳波と覚醒） 

第 14回       心と脳２（中枢神経系と末梢神経系） 

第 15回       心理学概論Ａのまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】知覚、学習、感情、動機づけ、記憶といった心の働きならびに心の生理的基盤につ

いて学ぶ。 

【到達目標】知覚、学習、感情、動機づけ、記憶といった心の働きならびに心の生理的基盤

に関する基本的な知識を習得する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】基礎から応用までの幅広い心理科目の概要を身につけ

ることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：はじめてふれる心理学 

ISBN：978-4-7819-1319-3 

出版社：サイエンス社 

著者名：榎本博明 

価格（税抜）：1,942 円 

参考文献 
適宜、紹介する。 

また、適宜、資料を配布する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験にて評価する。 

試験終了後に解答を配布し解説を行う。成績評価のフィードバックについては、学内制度を

通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 なし。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

これは、大学で最初に学ぶ心理学の授業になります。ですから、聞きなれない用語が出てき

て「難しいなあ」と感じることがあるかもしれません。しかし、2年生以降で履修する「○

○心理学」といった、さまざまな領域の心理学授業の履修選択や授業内容の理解をしていく

ためには必要な科目です。ぜひ頑張ってください。 

準備学習について 授業終了時に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 心理学概論Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 前期の心理学概論Ａに引き続き、心理学の基本的知識を学ぶ。 

授業計画 

第１回       発達心理学１（発達とは、胎児期・乳児期） 

第２回       発達心理学２（幼児期・学童期） 

第３回       発達心理学３（思春期・青年期） 

第４回       発達心理学４（成人期・高齢期） 

第５回       性格心理学１（性格・パーソナリティとは、類型論） 

第６回       性格心理学２（類型論と特性論） 

第７回       性格と知能の形成要因、心理検査 

第８回       臨床心理学１（心の問題とは） 

第９回       臨床心理学２（適応と不適応、適応的なパーソナリティと自己実現） 

第 10回       臨床心理学３（精神病理、青年期の問題） 

第 11回       臨床心理学４（ストレス、代表的な心理療法理論） 

第 12回       臨床心理学５（代表的な心理療法理論） 

第 13回       社会心理学１（社会心理学とは、対人認知、対人関係） 

第 14回       社会心理学２（対人行動、自己、社会的認知） 

第 15回       心理学概論Ｂのまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】発達心理学、性格心理学、心理検査、臨床心理学、社会心理学について学ぶ。 

【到達目標】発達心理学、性格心理学、心理検査、臨床心理学、社会心理学の基本的な知識

を習得する。 

【卒業認定・学位授与方針】基礎から応用までの幅広い心理科目の概要を身につけることが

できる。 

テキスト 

テキスト名：はじめてふれる心理学 

ISBN：978-4-7819-1319-3 

出版社：サイエンス社 

著者名：榎本博明 

価格（税抜）：1,942 円 

参考文献 
適宜、紹介する。 

また、適宜、資料を配布する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業中の筆記試験で評価する。 

試験終了後に解答を配布し解説を行う。成績評価のフィードバックについては、学内制度を

通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 なし。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 前期の心理学概論Ａの続きにあたります。引き続き、頑張ってください。 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 心理統計学Ａ（2017以前入学生） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、玉木賢太郎、福島由衣 

テーマ 心理学の研究（データの整理）に必要な基礎統計を学ぶ。 

授業計画 

心理学における統計学の意味や必要性について学ぶ。おもに、記述統計について、基本的な

概念を説明する。形式は講義であるが、方法や数式に関して理解を確実に習得するために、

授業時間内で実際に練習問題を解く実習も兼ねている。計算には、パソコンの表計算ソフト

であるエクセルを使用する。記述統計を中心とする基礎的な統計の知識習得に加えて、実際

的なエクセルの操作方法を学ぶ。また、図表の作成方法などの心理学に即した実技も学習す

る。 

これらの学習を通して、心理統計学の理解のみならず、心理学基礎実験や卒業研究にも役立

つようにする。 

 

第 1回        ガイダンス 

第 2回        心理学と数字、記述・推測統計 

第 3回        データとは 

第 4回        尺度水準 

第 5回        データの図表化 

第 6回        代表値の基礎的知識 

第 7回        代表値の算出方法 

第 8回        散布度の基礎的知識 

第 9回        散布度の算出方法 

第 10回       標準化 

第 11回       散布図 

第 12回       相関係数の基礎的知識 

第 13回       相関係数の値と強さ 

第 14回       相関係数の性質 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）統計学に関する知識や計算方法を理解し、練習問題を授業時間内に解き、パーソナ

ルコンピュータを使って体験的に学習するのが概要である。 

（目的）心理学の研究において、データ解析は必要不可欠である。授業では、データを解析

し、吟味するための統計学に関する知識と技術を習得するのが目的である。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる心理統計 

ISBN：978-4623039999 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：山田剛史・村井潤一郎 

価格（税抜）：2,940 円 

 

参考文献 授業中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、学期末の試験（80%）による総合評価を行う。もしくは，授

業に対する取り組み方(20%)、授業内のミニテスト 2回（80%）による総合評価を行う。担当

教員によって異なるので，担当教員がガイダンス時に説明する。 

フィードバックに関しては，ミニテストを行った場合，次の授業でミニテストの問題の解説

を行ったり，ミニテストの点数の平均や SDを示す。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

授業時間内に多くの練習問題を解くことによって、統計学の理解を深めるとともに、パソコ

ンの技術を高めていく。したがって、毎回出席しないと授業についていけなくなることから、

遅刻厳禁、出席重視である。「心理学基礎実験 A・B」，「認知心理学」、「心理学研究演習

A・B」を履修するために、必要不可欠である。 

準備学習について 
2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 



 

講義科目名称： 心理統計学Ｂ（2017以前入学生） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、玉木賢太郎、福島由衣 

テーマ 心理学の研究（データの整理）に必要な基礎統計を学ぶ。 

授業計画 

推測統計学の基本的な考え方や各種の検定についての知識や技術を習得する。具体的には、

ｔ検定（1～8回）、χ2検定（9回）、3つ以上の平均値の差の検定である分散分析（10～

15回）などの統計に関する知識を習得する。エクセルやインターネット上に公開されている

JavaScript-STAR や ANOVA4を利用し、解析技術も確実に習得する。 

これらの学習を通して、心理統計学の理解のみならず、心理学基礎実験や卒業研究にも役立

つようにする。 

 

 

第 1回        ガイダンス 

第 2回        母集団と標本、正規分布 

第 3回        統計的仮説検定の考え方 

第 4回        帰無仮説と対立仮説、有意水準 

第 5回        検定結果の報告、両側検定、統計的仮説検定における 2種類の誤り 

第 6回        対応のある t検定の基礎的理解、エクセルによる対応のある t検定の実際 

第 7回        対応のない t検定の基礎的理解、エクセルによる対応のない t検定の実際（練

習問題①） 

第 8回        エクセルによる対応のない t検定の実際（練習問題②） 

第 9回        対応のある t検定と対応のない t検定の違いについて、t検定の結果の記述

方法 

第 10回       分散分析の基礎的知識 

第 11回       ANOVA4の操作方法 

第 12回       多重比較、分散分析の結果の記述方法 

第 13回       2要因の分散分析 

第 14回       交互作用 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）統計学に関する知識や計算方法を理解し、練習問題を授業時間内に解き、パーソナ

ルコンピュータを使って体験的に学習するのが概要である。 

（目的）心理学の研究において、データ解析は必要不可欠である。授業では、データを解析

し、吟味するための統計学に関する知識と技術を習得するのが目的である。 

（学位授与との関連）学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専門領域において深く理解」

を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる心理統計 

ISBN：978-4623039999 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：山田剛史・村井潤一郎 

価格（税抜）：2,940 円 

参考文献 授業中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、学期末の試験（80%）による総合評価を行う。もしくは，授

業に対する取り組み方(20%)、授業内のミニテスト 2回（80%）による総合評価を行う。担当

教員によって異なるので，担当教員がガイダンス時に説明する。 

フィードバックに関しては，ミニテストを行った場合，次の授業でミニテストの問題の解説

を行ったり，ミニテストの点数の平均や SDを示す。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 【必須要件】「心理統計学 A」の単位取得済の者。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

授業時間内に多くの練習問題を解くことによって、統計学の理解を深めるとともに、パソコ

ンの技術を高めていく。したがって、毎回出席しないと授業についていけなくなることから、

遅刻厳禁、出席重視である。「心理学基礎実験 A・B」，「認知心理学」、「心理学研究演習

A・B」を履修するために、必要不可欠である。 

準備学習について 
2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 



 

講義科目名称： 心理学統計法Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、福島由衣、玉木賢太郎 

テーマ 心理学の研究（データの整理）に必要な基礎統計を学ぶ。 

授業計画 

心理学における統計学の意味や必要性について学ぶ。おもに、記述統計について、基本的な

概念を説明する。形式は講義であるが、方法や数式に関して理解を確実に習得するために、

授業時間内で実際に練習問題を解く実習も兼ねている。計算には、パソコンの表計算ソフト

であるエクセルを使用する。記述統計を中心とする基礎的な統計の知識習得に加えて、実際

的なエクセルの操作方法を学ぶ。また、図表の作成方法などの心理学に即した実技も学習す

る。 

これらの学習を通して、心理統計学の理解のみならず、心理学基礎実験や卒業研究にも役立

つようにする。 

 

第 1回        ガイダンス 

第 2回        心理学と数字、記述・推測統計 

第 3回        データとは 

第 4回        尺度水準 

第 5回        データの図表化 

第 6回        代表値の基礎的知識 

第 7回        代表値の算出方法 

第 8回        散布度の基礎的知識 

第 9回        散布度の算出方法 

第 10回       標準化 

第 11回       散布図 

第 12回       相関係数の基礎的知識 

第 13回       相関係数の値と強さ 

第 14回       相関係数の性質 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）統計学に関する知識や計算方法を理解し、練習問題を授業時間内に解き、パーソナ

ルコンピュータを使って体験的に学習するのが概要である。 

（目的）心理学の研究において、データ解析は必要不可欠である。授業では、データを解析

し、吟味するための統計学に関する知識と技術を習得するのが目的である。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる心理統計 

ISBN：978-4623039999 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：山田剛史・村井潤一郎 

価格（税抜）：2,940 円 

 

参考文献 授業中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、学期末の試験（80%）による総合評価を行う。もしくは，授

業に対する取り組み方(20%)、授業内のミニテスト 2回（80%）による総合評価を行う。担当

教員によって異なるので，担当教員がガイダンス時に説明する。 

フィードバックに関しては，ミニテストを行った場合，次の授業でミニテストの問題の解説

を行ったり，ミニテストの点数の平均や SDを示す。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

授業時間内に多くの練習問題を解くことによって、統計学の理解を深めるとともに、パソコ

ンの技術を高めていく。したがって、毎回出席しないと授業についていけなくなることから、

遅刻厳禁、出席重視である。「心理学基礎実験 A・B」，「認知心理学」、「心理学研究演習

A・B」を履修するために、必要不可欠である。 

準備学習について 
2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 



 

講義科目名称： 心理学統計法Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、福島由衣、玉木賢太郎 

テーマ 心理学の研究（データの整理）に必要な基礎統計を学ぶ。 

授業計画 

推測統計学の基本的な考え方や各種の検定についての知識や技術を習得する。具体的には、

ｔ検定（1～8回）、χ2検定（9回）、3つ以上の平均値の差の検定である分散分析（10～

15回）などの統計に関する知識を習得する。エクセルやインターネット上に公開されている

JavaScript-STAR や ANOVA4を利用し、解析技術も確実に習得する。 

これらの学習を通して、心理統計学の理解のみならず、心理学基礎実験や卒業研究にも役立

つようにする。 

 

 

第 1回        ガイダンス 

第 2回        母集団と標本、正規分布 

第 3回        統計的仮説検定の考え方 

第 4回        帰無仮説と対立仮説、有意水準 

第 5回        検定結果の報告、両側検定、統計的仮説検定における 2種類の誤り 

第 6回        対応のある t検定の基礎的理解、エクセルによる対応のある t検定の実際 

第 7回        対応のない t検定の基礎的理解、エクセルによる対応のない t検定の実際（練

習問題①） 

第 8回        エクセルによる対応のない t検定の実際（練習問題②） 

第 9回        対応のある t検定と対応のない t検定の違いについて、t検定の結果の記述

方法 

第 10回       分散分析の基礎的知識 

第 11回       ANOVA4の操作方法 

第 12回       多重比較、分散分析の結果の記述方法 

第 13回       2要因の分散分析 

第 14回       交互作用 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）統計学に関する知識や計算方法を理解し、練習問題を授業時間内に解き、パーソナ

ルコンピュータを使って体験的に学習するのが概要である。 

（目的）心理学の研究において、データ解析は必要不可欠である。授業では、データを解析

し、吟味するための統計学に関する知識と技術を習得するのが目的である。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる心理統計 

ISBN：978-4623039999 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：山田剛史・村井潤一郎 

価格（税抜）：2,940 円 

参考文献 授業中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、学期末の試験（80%）による総合評価を行う。もしくは，授

業に対する取り組み方(20%)、授業内のミニテスト 2回（80%）による総合評価を行う。担当

教員によって異なるので，担当教員がガイダンス時に説明する。 

フィードバックに関しては，ミニテストを行った場合，次の授業でミニテストの問題の解説

を行ったり，ミニテストの点数の平均や SDを示す。 

 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 【必須要件】「心理学統計法 A」の単位取得済の者。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

授業時間内に多くの練習問題を解くことによって、統計学の理解を深めるとともに、パソコ

ンの技術を高めていく。したがって、毎回出席しないと授業についていけなくなることから、

遅刻厳禁、出席重視である。「心理学基礎実験 A・B」，「認知心理学」、「心理学研究演習

A・B」を履修するために、必要不可欠である。 

準備学習について 

2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 

 



 

講義科目名称： 心理学基礎実験Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、玉木賢太郎、福島由衣 

テーマ 実験を自ら体験して知る心理学 

授業計画 

心理学研究で基本とされる基礎的な実験およびデータ整理、レポート作成についての実習で

ある。 

 小グループに分かれ、グループごとに下記に挙げるような心理学のさまざまな領域の実験

や調査を実際に行う。具体的には、まず、精神物理学的測定法、観察法、評定法などの測定

方法を用いてデータを収集する。そして、得られたデータを統計的な分析法（平均値、標準

偏差、平均値の差の検定、相関分析、ｔ検定など）を用いて解析を行う。図表なども作成し、

結果を記述し、その結果に対する考察も行う。これら一連の過程をレポートとしてまとめる。

レポートは、毎回担当教員によって添削され、レポート作成能力も修得する。 

 

 

 

第 1回        ガイダンス 

第 2回        レポートの書き方 

第 3回        ミューラー・リヤーの錯視実験 

第 4回        ミューラー・リヤーの錯視実験（データ整理） 

第 5回        ミューラー・リヤーの錯視実験（データ整理、レポートの書き方） 

第 6回        重さの弁別閾の実験 

第 7回        重さの弁別閾（データ整理、レポートの書き方） 

第 8回        触 2点閾の測定 

第 9回        触 2点閾の測定（データ整理、レポートの書き方） 

第 10回       鏡映描写の実験 

第 11回       鏡映描写（データ整理、レポートの書き方） 

第 12回       系列位置学習の実験 

第 13回       系列位置学習（データ整理、レポートの書き方） 

第 14回       認知的葛藤の実験 

第 15回       認知的葛藤（データ整理、レポートの書き方） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）心理学のさまざまな領域の実験を行い、測定の実際やデータの整理方法、記述の仕

方を学ぶ実習である。 

（目的）実験を行うという心理学の基本的研究法の適用例を広汎に体験することを通して、

心理学の研究の進め方を具体的に理解する。 

（特記事項）実験終了後，毎回，レポートを提出する。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト なし 

参考文献 授業中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、レポート(80%)による総合評価を行う。 

毎回，レポート提出後の授業でレポートについての総括を行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 【必須要件】原則、「心理統計学 A・B」の単位取得済の者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

小グループによる実験・実習授業であるので遅刻・欠席は厳禁である。 

データ整理のために、メディア（USBメモリー）を各自で用意すること。 

「認知心理学」、「学習心理学」，「心理学研究演習 A・B」の理解を深めるために必要な授

業である。 

 

準備学習について 毎回課題を出すので、その課題を行ってから授業に臨む事。 



 

講義科目名称： 心理学基礎実験Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原治、蝦名直美、玉木賢太郎、福島由衣 

テーマ 実験・調査を自ら体験して知る心理学 

授業計画 

心理学研究で基本とされる基礎的な実験、調査およびデータ整理、レポート作成について実

習する。 

 小グループに分かれ、グループごとに下記に挙げるような心理学のさまざまな領域の実験

や調査を実際に行う。具体的には、まず、精神物理学的測定法、観察法、評定法などの測定

方法を用いてデータを収集する。そして、得られたデータを統計的な分析法（平均値、標準

偏差、平均値の差の検定、相関分析、ｔ検定など）を用いて解析を行う。図表なども作成し、

結果を記述し、その結果に対する考察も行う。これら一連の過程をレポートとしてまとめる。

レポートは、毎回担当教員によって添削され、レポート作成能力も修得する。 

 

第 1回        一対比較による好悪の尺度化の実験 

第 2回        一対比較による好悪の尺度化の実験（データ整理） 

第 3回        一対比較による好悪の尺度化の実験（データ整理、レポートの書き方） 

第 4回        SD法によるイメージの測定（テーマの設定、評定用紙の作成） 

第 5回        SD法によるイメージの測定（評定用紙の作成） 

第 6回        SD法によるイメージの測定（データ整理） 

第 7回        SD法によるイメージの測定（データ整理、レポートの書き方） 

第 8回        判断に及ぼす他者からの情報的影響の実験 

第 9回        判断に及ぼす他者からの情報的影響の実験（データ整理、レポートの書き方） 

第 10回       社会的態度尺度の構成サーストン法（テーマの設定、評定用紙の作成） 

第 11回       社会的態度尺度の構成サーストン法（データ整理）① 

第 12回       社会的態度尺度の構成サーストン法（データ整理）② 

第 13回       社会的態度尺度の構成サーストン法（データ整理、レポートの書き方） 

第 14回       社会的態度尺度の構成リカート法 

第 15回       社会的態度尺度の構成リカート法（データ整理、レポートの書き方） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）心理学のさまざまな領域の実験や調査を行い、測定の実際やデータの整理方法、記

述の仕方を学ぶ実習である。 

（目的）実験や調査を行うという心理学の基本的研究法の適用例を広汎に体験することを通

して、心理学の研究の進め方を具体的に理解する。 

（特記事項）実験終了後，毎回，レポートを提出する。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト なし 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、レポート(80%)による総合評価を行う。 

フィードバックとしては、レポートの添削を毎回行い、授業中にもレポートの総括を行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 



履修条件 
【必須要件】原則、「心理統計学 A・B」の単位取得済の者，かつ，「心理学基礎実験 A」の

単位取得済の者。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

小グループによる実験・実習授業であるので遅刻・欠席は厳禁である。 

データ整理のために、メディア（USBメモリー）を各自で用意すること。 

「認知心理学」、「心理学研究演習 A・B」の理解を深めるために必要な授業である。 

準備学習について 毎回課題を出すので、その課題を行ってから授業に臨む事。 



 

講義科目名称： 心理学研究演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原 治 

テーマ 心理学の研究を実際に体験する。 

授業計画 

小グループもしくは個人個人で研究テーマを設定する。研究テーマ設定後、具体的な研究方

法について討議し、研究計画を立てる。そして、研究計画に従って、データ収集、データ整

理、レポート作成を行う。 

 

 

第１回       ガイダンス 

第２回       先行研究のレビューおよび研究テーマの設定① 

第３回       先行研究のレビューおよび研究テーマの設定② 

第４回       先行研究のレビューおよび研究テーマの設定③ 

第５回       研究の着手① 

第６回       研究の着手② 

第７回       データ収集① 

第８回       データ収集② 

第９回       データ整理① 

第 10回       データ整理② 

第 11回       データ整理③ 

第 12回       データ整理④ 

第 13回       レポートの作成① 

第 14回       レポートの作成② 

第 15回       レポートの作成③ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）心理学の研究テーマを自分自身で設定する。そして、研究計画を立て、実際に実験

や調査を行い、データを収集し、データを解析し、レポート（論文）を作成する。このよう

に自分自身で心理学の研究を実際的に体験する。心理学基礎実験と卒業研究Ⅱの間の性格で

ある。 

（目的）自らのテーマに沿って、実験や調査を行うという心理学の研究を自分自身で体験す

ることによって、心理学の研究を実際的に学ぶ。卒業研究にも役立つことを期待する。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト なし 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

課題について、はじめに、目的、方法、結果、考察、要約からなるレポートを作成すること。

このレポート（80％）と授業に対する取り組み方（20％）によって総合的に判断する。 

フィードバックとしては、レポートの添削を何度も行い、完成度の高いレポートを作成する

ことを目標とする。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 

【必須要件】原則、「心理統計学 A・B」、「心理学基礎実験 A・B」の単位取得済の者。 

 第 1回目の授業でガイダンスを行うが，第 1回目の授業に出席していない者の履修は認め

ない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

認定心理士（心理調査）には必須な科目です。 

人数制限の場合もあります。かならず第 1回目のガイダンスに出席して下さい。 

研究に対して、積極的な取り組みを期待する。 

データ整理のために、メディア（USBメモリー）を各自で用意すること。 

 

準備学習について 毎回課題を出すので、その課題を行ってから授業に臨む事。 



 

講義科目名称： 乳幼児心理学 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 玉木 賢太郎 

テーマ 乳幼児期の発達の特徴について学習する。 

授業計画 

第１回       ガイダンス・乳幼児心理学とは 

第２回       乳幼児心理学の概観 

第３回       赤ちゃんの身体と運動の発達 

第４回       赤ちゃんが世界をとらえる力 

第５回       認知の発達 

第６回       思考の発達 

第７回       言葉と会話 

第８回       親子関係の形成と発達 

第９回       赤ちゃんの感情 

第 10回       パーソナリティの発達 

第 11回       乳幼児の生活パターンと遊び 

第 12回       社会と文化の影響 

第 13回       乳幼児期の心理的問題 

第 14回       発達のかたより 

第 15回       心理的支援の方法 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

乳幼児は、誕生直後から彼らを取り巻く現実に向き合い、人とのやり取りや遊びを通して、

他律から自律へと歩み続けていく。また、彼らは、生活の営みを通して内面世界を作り上げ、

認知や言語、社会性の急速な発達を遂げる。本講義では乳幼児の発達過程・発達領域につい

て学習し、乳幼児とのかかわりに活かせることを目指す。 

テキスト 

テキスト名：グラフィック乳幼児心理学 

ISBN：9784781911373 

出版社：サイエンス社 

著者名：若井邦夫、高橋道子、高橋義信、堀内ゆかり 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験(70%)、授業での積極性(30%）によって総合的に評価します。 

質問・相談の受付方法 授業時間内、終了後に教室で受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 

講義内容に関連する書籍を紹介しますので、各回の内容が乳幼児心理学でどのような位置づ

けにあるのか確実に理解できるようにしてください。また、関連するメディアも紹介します

ので、それらを通じさらに考察を深めてください。 



 

講義科目名称： 生涯発達心理学Ａ（2017以前入学生） 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 
生涯発達心理学に関する基礎理論と、胎児期から幼児期までの心理的特徴と定型および非定

形発達に関する知識を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、発達とは何か 

第２回       生涯発達心理学の基礎 

第３回       生涯発達心理学の理論：成熟論と学習理論 

第４回       生涯発達心理学の理論：認知発達理論 

第５回       生涯発達心理学の理論：精神分析理論 

第６回       生涯発達心理学の理論：自我心理学理論 

第７回       胎生期から新生児期：個体の発生 

第８回       乳児期：身体発達・認知発達 

第９回       乳児期：愛着の形成 

第 10回       乳児期：自己の芽生えと他者とのかかわり 

第 11回       幼児期：ことばの発達 

第 12回       幼児期：認知発達 

第 13回       幼児期：情動発達 

第 14回       幼児期：親子関係から仲間関係へ 

第 15回       発達障害についての基礎 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生涯にわたる発達について心理学の視点から理解する。主に胎児期・新生児期・乳幼児期に

おける発達の特徴について理解する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「福祉や心理的援助の土

台となる価値や態度」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：生涯発達心理学 15講  

ISBN：978-4-623-05464-0 

出版社：北大路書房 

著者名：高橋一公・中川佳子（編） 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 

岡本 裕子・深瀬 裕子（編） エピソードでつかむ 生涯発達心理学 ミネルヴァ書房 

中澤 潤（編） 発達心理学の最先端 あいり出版 

その他、適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（70％）、授業毎の感想レポート（30％）によって評価する。感想レポートに対す

る総評は、次回の授業で口頭で伝える。期末試験に関するフィードバックは学内制度（成績

問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業では原則としてテキストの内容に則して講義しますが、参考資料も配布します。テキス

トと参考資料を併せて、心理学について学んでください。テキストや講義を聞いただけでは

十分理解できなかった内容があれば、上記の参考文献を是非読んでください。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、講義内

容に関連する文献を読んでおく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 生涯発達心理学Ｂ（2017以前入学生） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 
児童期から老年期にみられる対人関係や心理的特徴、認知機能および感情・社会性の発達に

関する基礎理論を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       児童期：身体的変化、学習の始まり 

第３回       児童期：学校における他者とのかかわりと道徳性の発達 

第４回       青年期：身体的成熟と精神的未成熟 

第５回       青年期：アイデンティティの獲得と危機 

第６回       青年期：メンタルヘルスと問題行動 

第７回       青年期：友人関係の発達 

第８回       成人期：職業選択と社会生活 

第９回       成人期：家族の形成 

第 10回       成人期：家族関係の発達 

第 11回       中年期：中年期の危機とライフイベント 

第 12回       老年期：エイジングと心理的変化 

第 13回       老年期：心理的ケア 

第 14回       老年期：死の受容 

第 15回       まとめ：誕生から死に至るまでの生涯発達、発達への文化的・時代的な影響 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生涯にわたる発達について心理学の視点から理解する。主に児童期・青年期・成人期におけ

る発達の特徴について理解する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「福祉や心理的援助の土

台となる価値や態度」を身に着けることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：生涯発達心理学 15講  

ISBN：978-4-623-05464-0 

出版社：北大路書房 

著者名：高橋一公・中川佳子（編） 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 

岡本 裕子・深瀬 裕子（編） エピソードでつかむ 生涯発達心理学 ミネルヴァ書房 

中澤 潤（編） 発達心理学の最先端 あいり出版 

その他、適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（70％）、授業毎の感想レポート（30％）によって評価する。感想レポートに対す

る総評は、次回の授業で口頭で伝える。期末試験に関するフィードバックは学内制度（成績

問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業では原則としてテキストの内容に則して講義をしますが、参考資料も配布します。テキ

ストと参考資料を併せて、心理学について楽しく学んでください。テキストや講義を聞いた

だけでは十分理解できなかった内容があれば、上記の参考文献も是非読んでみてください。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、講義内

容に関連する文献を読んでおく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 発達心理学Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川 翔大 

テーマ 
生涯発達心理学に関する基礎理論と、胎児期から幼児期までの心理的特徴と定型および非定

形発達に関する知識を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、発達とは何か 

第２回       生涯発達心理学の基礎 

第３回       生涯発達心理学の理論：成熟論と学習理論 

第４回       生涯発達心理学の理論：認知発達理論 

第５回       生涯発達心理学の理論：精神分析理論 

第６回       生涯発達心理学の理論：自我心理学理論 

第７回       胎生期から新生児期：個体の発生 

第８回       乳児期：身体発達・認知発達 

第９回       乳児期：愛着の形成 

第 10回       乳児期：自己の芽生えと他者とのかかわり 

第 11回       幼児期：ことばの発達 

第 12回       幼児期：認知発達 

第 13回       幼児期：情動発達 

第 14回       幼児期：親子関係から仲間関係へ 

第 15回       発達障害についての基礎 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生涯にわたる発達について心理学の視点から理解する。主に胎児期・新生児期・乳幼児期に

おける発達の特徴について理解する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「福祉や心理的援助の土

台となる価値や態度」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：生涯発達心理学 15講  

ISBN：978-4-623-05464-0 

出版社：北大路書房 

著者名：高橋一公・中川佳子（編） 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 

岡本 裕子・深瀬 裕子（編） エピソードでつかむ 生涯発達心理学 ミネルヴァ書房 

中澤 潤（編） 発達心理学の最先端 あいり出版 

その他、適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（70％）、授業毎の感想レポート（30％）によって評価する。感想レポートに対す

る総評は、次回の授業で口頭で伝える。期末試験に関するフィードバックは学内制度（成績

問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業では原則としてテキストの内容に則して講義しますが、参考資料も配布します。テキス

トと参考資料を併せて、心理学について学んでください。テキストや講義を聞いただけでは

十分理解できなかった内容があれば、上記の参考文献を是非読んでください。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、講義内

容に関連する文献を読んでおく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 発達心理学Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川 翔大 

テーマ 
児童期から老年期にみられる対人関係や心理的特徴、認知機能および感情・社会性の発達に

関する基礎理論を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       児童期：身体的変化、学習の始まり 

第３回       児童期：学校における他者とのかかわりと道徳性の発達 

第４回       青年期：身体的成熟と精神的未成熟 

第５回       青年期：アイデンティティの獲得と危機 

第６回       青年期：メンタルヘルスと問題行動 

第７回       青年期：友人関係の発達 

第８回       成人期：職業選択と社会生活 

第９回       成人期：家族の形成 

第 10回       成人期：家族関係の発達 

第 11回       中年期：中年期の危機とライフイベント 

第 12回       老年期：エイジングと心理的変化 

第 13回       老年期：心理的ケア 

第 14回       老年期：死の受容 

第 15回       まとめ：誕生から死に至るまでの生涯発達、発達への文化的・時代的な影響 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生涯にわたる発達について心理学の視点から理解する。主に児童期・青年期・成人期におけ

る発達の特徴について理解する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「福祉や心理的援助の土

台となる価値や態度」を身に着けることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：生涯発達心理学 15講  

ISBN：978-4-623-05464-0 

出版社：北大路書房 

著者名：高橋一公・中川佳子（編） 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 

岡本 裕子・深瀬 裕子（編） エピソードでつかむ 生涯発達心理学 ミネルヴァ書房 

中澤 潤（編） 発達心理学の最先端 あいり出版 

その他、適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（70％）、授業毎の感想レポート（30％）によって評価する。感想レポートに対す

る総評は、次回の授業で口頭で伝える。期末試験に関するフィードバックは学内制度（成績

問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業では原則としてテキストの内容に則して講義をしますが、参考資料も配布します。テキ

ストと参考資料を併せて、心理学について楽しく学んでください。テキストや講義を聞いた

だけでは十分理解できなかった内容があれば、上記の参考文献も是非読んでみてください。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、講義内

容に関連する文献を読んでおく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 認知心理学 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原 治 

テーマ 認知心理学の考え方、基本的な概念、研究成果について学ぶ。 

授業計画 

認知心理学はおもに心理学の実験によって研究が行われている。 

授業では、心理学の代表的な実験をわかりやすく紹介する。 

また、認知心理学で提唱された代表的な理論やモデルについても講義する。 

第１回       ガイダンス：認知心理学とは 

第２回       認知心理学の歴史的背景 

第３回       感覚 

第４回       知覚 

第５回       認知，認知の近接領域（神経心理学） 

第６回       注意（選択的注意）  

第７回       注意（処理資源，資格探索） 

第８回       記憶（基本的な仕組みや働き） 

第９回       記憶（さまざまな記憶モデル） 

第 10回       記憶（さまざまな記憶モデル） 

第 11回       記憶（日常記憶） 

第 12回       思考（問題解決，推論) 

第 13回       思考（判断） 

第 14回       思考（意思決定） 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）認知心理学の手法による、人間の知覚、注意、認知、記憶などに関するモデルや理

論、実験的な研究方法を学ぶ。 

（目的）認知心理学は、理論的なモデルを作ることによって実験的な検討を行う学問である。

認知心理学の考え方、捉え方、研究の成果などについて学ぶことが目的である。到達目標は、

この授業によって認知心理学の研究の醍醐味を理解することである。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト なし 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方(20%)、授業開始時の 8回程度のミニテスト（80％）による総合評

価を行う。 

ミニテストを行った場合，次の授業でミニテストの問題の解説を行ったり，ミニテストの点

数の平均や SDを示す。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 
【希望的要件】理解を深めるために、「心理学統計法 A・B」、「心理学基礎実験 A・B」を

履修した者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
ミニテストは授業をきちんと聞くことによって高得点が可能である。したがって，授業に集

中し，復習を怠らないようにしてもらいたい。 

準備学習について 
2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 



 

講義科目名称： 性格心理学 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 玉木 賢太郎 

テーマ 性格について理解しよう 

授業計画 

第１回       ガイダンス・性格心理学の意義 

第２回       一般的な性格の考え方 

第３回       類型論による性格の捉え方 

第４回       特性論による性格の捉え方 

第５回       性格の発達 

第６回       ライフサイクルと性格 

第７回       家族関係と性格 

第８回       性格の測定 

第９回       性格の自己評価と他者評価 

第 10回       性格は変えられるのか 

第 11回       さまざまな性格 

第 12回       人間関係と男女の性格 

第 13回       分化と性格 

第 14回       現実場面での性格 

第 15回       性格の正常・異常 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

性格は人の行動に関与しており、人間が適応的に生きる意味においても、より善く生きる人

間像形成においても性格という視点から考えることは重要な意味を持つ。そこで、本授業で

は、性格とは何か、性格はどのように作られるのかなど、性格について心理学的な視点から

総合的に理解を深める。そのことで自分自身や他者について再考する機会ともする。 

テキスト 

テキスト名：グラフィック性格心理学 

ISBN： 9784781911021 

出版社：サイエンス社 

著者名：戸田まり、サトウタツヤ、伊藤美奈子 

価格（税抜）：2,450 円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験(70%)、授業での積極性(30%)によって総合的に評価します。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で受け付けます。 

 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 

講義内容に関連する書籍を紹介しますので、各回の内容が性格心理学でどのような位置づけ

にあるのか確実に理解できるようにしてください。また、関連するメディアも紹介しますの

で、それらを通じさらに考察を深めてください。 



 

講義科目名称： 臨床心理学Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 臨床心理学の成り立ちと臨床心理学の代表的な理論について学ぶ。 

授業計画 

第１回       臨床心理学の成り立ち 

第２回       心理的問題とは 

第３回       フロイトの精神分析学 

第４回       フロイトの精神分析学的治療法 

第５回       フロイト以降の理論の流れ、主要概念と精神力動的治療法 

第６回       ユングの分析心理学 

第７回       行動論・認知行動論の流れ 

第８回       行動療法の技法 

第９回       認知行動療法 

第 10回       心身相関とリラクゼーション技法 

第 11回       人間性心理学論と来談者中心療法 

第 12回       国産の心理療法理論（森田療法、動作療法、内観療法） 

第 13回       家族療法とシステム論 

第 14回       コミュニティ心理学と臨床心理的地域支援 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】臨床心理学の成り立ちと代表的な理論に関する基本的な知識を学ぶ。 

【到達目標】臨床心理学の成り立ちと代表的な理論に関する知識を習得する。 

【卒業認定・学位授与との関連】心理科目の知識を見につけ、かつ心理的援助の土台となる

理念や価値・態度を培うことができる。 

 

テキスト なし。随時、資料を配布する。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験またはレポートで評価する。 

試験等については、次回の授業内で解答を伝え、解説をする。成績評価のフィードバックに

ついては、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 なし。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 真面目な履修態度を希望します。 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



講義科目名称： 臨床心理学Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 村中 昌紀  

テーマ 臨床心理学を基盤とした様々な理論と治療技法について学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       心理療法の歴史と哲学① 人間の特質 

第３回       心理療法の歴史と哲学② 心理療法の歴史 

第４回       クライエント中心療法① 治療的人格変化の必要十分条件 

第５回       クライエント中心療法② ロジャーズ理論の形成過程 

第６回       精神分析① フロイトによる治療と研究 

第７回       精神分析② 局所論と構造論 

第８回       ユング派の心理療法 

第９回       認知行動療法① 行動療法 

第 10回       認知行動療法② 論理療法・認知療法 

第 11回       ブリーフセラピー・家族療法 

第 12回       ロゴセラピー① ロゴセラピーの基本理念 

第 13回       ロゴセラピー② 人生の三つの価値 

第 14回       プレイセラピー 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

臨床心理学における援助方法としての心理療法について学ぶ。心理療法には様々な学派によ

る理論と技法が存在する。まずは学派の違いを超えた心理療法の基礎となるものを学び、続

いてそれぞれの学派の理論やその差異を理解することを目的とする。この科目の履修を通じ

て、福祉心理学科の学位授与方針のうち、「心理学の専門領域における対人援助についての

重要な知識」を身につけることができる。 

テキスト 指定しない。（プリントを配布する） 

参考文献 

心理療法ハンドブック 乾吉佑ら（編） 創元社 2005 年 

その他、授業中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業中の小テスト（100％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室で、またはオフィスアワーに研究室で受け付ける。 

履修条件 

【必須要件】臨床心理学 Aの単位を取得済であること。 

4月の時点では臨床心理学 Aの単位取得見込みでも構いませんが、前期に臨床心理学 Aの単

位を落とした場合には、臨床心理学 Bは履修できません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
臨床心理学 Aの単位を取得しないまま臨床心理学 Bを履修登録しても、単位は取得できませ

ん。くれぐれも気をつけてください。 

準備学習について 授業ごとに 30分以上の復習を行い、前回の内容を理解して次回の授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 教育心理学 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 教育のフィールドに応用できる教育心理学の基本的な考え方を習得する。 

授業計画 

第１回       教育心理学の考え方、学習の基礎理論①行動主義的アプローチ 

第２回       学習の基礎理論②認知主義的アプローチ、構成主義的アプローチ 

第３回       学びの場とその移行 

第４回       学びの意欲と動機付け 

第５回       学びのしくみ①：記憶 

第６回       学びのしくみ②：メタ認知・問題解決 

第７回       学びの諸相：リテラシー、計数 

第８回       学びの開発と体系化 

第９回        学びの支援①：主体的な学びの授業づくり 

第 10回       学びの支援②：個に応じた学びの援助 

第 11回       適応の理解と支援：自立と社会性の学び①虐待 

第 12回       適応の理解と支援：自立と社会性の学び②学級集団 

第 13回       適応の理解と支援：子どもを支える 

              ①生徒指導と教育相談 ②特別支援教育 

第 14回       学びと適応の評価 

第 15回       教師の成長 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

人の学びを心理学の視点から理解し、支援するための教育心理学の理論と知識について、概

論に加え、「学び」「適応」「子どもを支える教師」といった観点から理解する。そして、

自らの学びについて理解すると同時に、適切な教育方法によって子どもを援助できるように

学習する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「心理的援助の土台とな

る価値や態度」、「対人援助における重要な知識」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる教育心理学 

ISBN：978-4-623-05104-5 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：中澤 潤 

価格（税抜）：2,500 円 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末筆記試験（70%）、中間レポート（20%）、授業毎の感想レポート（10%）によって評価

する。 

質問・相談の受付方法 

授業後に配布する感想カードに質問を書いてくだされば、次回授業で質問内容を紹介して回

答します。授業時間内、終了後にも教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
授業中に迷惑行為（私語など）を行う場合は、厳重に注意をすると共に、場合によっては退

室を命じることもあります（その場合は欠席扱い）。 

準備学習について 
事前にテキストを読んでおくこと（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、講義内

容に関連する文献を読んでおく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 産業心理学 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 福島 由衣 

テーマ 産業・組織心理学の基礎知識を学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       産業心理学から産業・組織心理学へ 

第３回       組織と人間、ワークモチベーション 

第４回       組織成員の選抜 

第５回       人事評価 

第６回       キャリア発達 

第７回       能力開発と教育研修 

第８回       職場の人間関係 

第９回       職場のコミュニケーション 

第 10回       組織におけるリーダーシップ 

第 11回       仕事の能率と安全 

第 12回       職場のストレスとメンタルヘルス 

第 13回       消費者の心理と行動 

第 14回       マーケティングの心理 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

本講義では、組織の中で働く人の心理や行動、組織の効率性や生産性を高めるための方法、

働く人の安全や心身の健康、消費者の心理や行動などについて概観し、産業・組織心理学の

基礎知識を学びます。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，社会福祉

の専門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト 使用せず（適宜資料を配布します）。 

参考文献 適宜授業中に紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート（50%）、定期試験(50%)で評価します。 

質問・相談の受付方法 授業終了時、教室にて受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ - 

準備学習について 

60分以上の予習復習を行い，内容をよく理解して次回の授業に臨むこと。授業内で次回の予

習内容を指示します。 

 



 

講義科目名称： 社会心理学Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 福島 由衣 

テーマ 社会心理学の基礎を学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       集団（１）―集団とは― 

第３回       集団（２）―内集団バイアスと社会的ジレンマの解消― 

第４回       リーダーシップ 

第５回       関係性（１）―関係性の重要性、関係のはじまり― 

第６回       関係性（２）―関係の維持・終焉、恋愛関係― 

第７回       文化と心 

第８回       原因帰属と社会的推論・判断（１）―原因帰属、帰属のバイアス― 

第９回       原因帰属と社会的推論・判断（２）―社会的推論、ヒューリスティック― 

第 10回       ステレオタイプ・差別（１）―ステレオタイプ・偏見・差別とは― 

第 11回       ステレオタイプ・差別（２）―ステレオタイプ形成とその影響― 

第 12回       公正・公平 

第 13回       環境（１）―環境の知覚と認知、環境評価― 

第 14回       環境（２）―環境と社会的行動― 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

私たちの感情や思考・判断、行動などは、ひとりでいるときと誰かといるときとでは大きく

違うことがあります。本講義では、こうした他者や社会から受ける影響や、また同時に私た

ちが他者や社会に対して与える影響についての理解を深めていきたいと考えています。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，社会福祉

の専門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト 使用せず（適宜資料を配布します）。 

参考文献 適宜授業中に紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート（50%）、定期試験(50%) 

質問・相談の受付方法 授業終了時、教室にて受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
- 

 

準備学習について 

60分以上の予習復習を行い，内容をよく理解して次回の授業の臨むこと。授業内で次回の予

習内容を指示します。 

 



 

講義科目名称： 社会心理学Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 社会的影響、対人行動、自己意識などの社会心理学について学ぶ。 

授業計画 

第１回       社会心理学とは 

第２回       社会からの影響力１（他者の存在効果、同調） 

第３回       社会からの影響力２（服従、社会的勢力） 

第４回       社会と自己１（自己概念、自己評価、自己の形成） 

第５回       社会と自己２（自己の働き、自己と動機づけ） 

第６回       社会と自己３（自己呈示） 

第７回       社会への行動１（攻撃行動とは） 

第８回       社会への行動２（攻撃行動が生じる心理過程） 

第９回       社会への行動３（援助行動とは） 

第 10回       社会への行動４（援助行動が生じる心理過程） 

第 11回       社会への行動５（ソーシャルサポート） 

第 12回       社会に働きかける力１（態度、態度変容） 

第 13回       社会に働きかける力２（説得的コミュニケーション） 

第 14回       社会的認知 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】社会心理学に関する知識について学ぶ。 

【到達目標】社会心理学に関する知識を習得する。 

【卒業認定・学位授与との関連】心理学の専門領域において深く理解し、かつ心理的援助の

土台となる理念や価値・態度を培うことができる。 

 

テキスト なし。随時、資料を配布する。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験またはレポートにて評価する。 

試験等については、次回の授業内で解答を伝え、解説をする。成績評価のフィードバックに

ついては学内制度を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 真面目な履修態度を希望します。 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 学習心理学 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 石原 治 

テーマ 学習心理学の捉え方によって行動のメカニズムを理解する。 

授業計画 

学習理論の代表的な理論を学んでいく。 

第１回       ガイダンス：学習心理学とは 

第２回       馴化と鋭敏化 

第３回       レスポンデント条件づけ（基礎理論，般化） 

第４回        レスポンデント条件づけ（消去） 

第５回       日常生活でのレスポンデント条件づけ 

第６回       レスポンデント条件づけによる心理療法 

第７回       試行錯誤学習 

第８回       オペラント条件づけ（基礎理論） 

第９回       オペラント条件づけ（強化の型） 

第 10回       オペラント条件づけ（般化、弁別） 

第 11回       オペラント条件づけ（強化スケジュール） 

第 12回       日常生活でのオペラント条件づけ 

第 13回       オペラント条件づけによる心理療法 

第 14回       観察学習、洞察 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）この授業では、学習心理学の代表的な理論や学習心理学の理論に基づく心理療法な

どについて学びます。 

（目的）「人はなぜそのような行動をとるのか」という素朴な疑問があります。その答えは、

心理学のなかの「学習心理学」を学ぶことによって理解することができます。この授業では

「学習心理学」について学びます。到達目標は、学習心理学への理解が深まり、さらに、学

習理論によって日常生活のさまざまな行動について自分なりに説明できるようになること

です。 

（学位授与との関連）この科目の履修を通じて，学位授与の方針のうち，「心理，福祉の専

門領域において深く理解」を身につけることができる。 

テキスト なし 

参考文献 授業中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に対する取り組み方（20％），授業開始時の 5回程度のミニテスト(80%)による総合評

価を行う。 

フィードバックとしては、毎回ミニテスト終了後、全員の平均値や標準偏差を算出し、授業

内にミニテストの総括を行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後、教室で受け付ける。オフィスアワーも利用してほしい。 

履修条件 特になし。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
ミニテストは授業をきちんと聞くことによって高得点が可能である。したがって，授業に集

中し，復習を怠らないようにしてもらいたい。 



準備学習について 
2時間以上の予習復習を行い、内容を良く理解して次回の授業に臨むこと。 

具体的な予習復習の内容は毎回授業の最後に指示する。 



講義科目名称： カウンセリング演習 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 4 必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子、 村中 昌紀 

テーマ 
カウンセリングの土台となるアセスメント、関わり技法ならびに治療的介入法について学

ぶ。 

授業計画 

【前期】     第１ 回 オリエンテーション、関係を作るグループワーク 

①自己開示は親密感を高めるか。②自己開示をしやすい条件。

第２回 援助者に求められる態度を考えるグループワーク 

   ワーク中の気持ちを 3種類（「中立公平」「自分側の価値観・嗜好」「相 

   手に寄り添う」）に分類。 

第３回 かかわり行動 

   相手への信頼感・不信感は相手のどのような姿勢・行動から生じるか。 

第４回 観察 

   普段のドラマ視聴で得た情報と正確な見聞きを心がけて得た情報に違いは 

   あるか。 

第５ 回 質問とアセスメント 

①質問形式ごとの答えやすさ・答えにくさ。②SOAP によるアセスメント作

   業。 

第６回 はげまし 

①「相手に寄り添う」態度を示すことができたか。②「相手に寄り添う」

   態度を示された時の気持ち。 

第７回 いいかえ・要約 

①「相手に寄り添う」態度を言葉にして返すことができたか。

第８回 いいかえ・要約 

②「相手に 寄り添う」態度を言葉にして返してもらった時の気持ち。

第９ 回 感情の反映・意味の反映 

①相手の言動の背後にある気持ちに気づくことができたか。

第 10回 感情の反映・意味の反映 

②自分が表明しきれなかった気持ちを察してもらえた時の気持ち。

第 11回 事例にみる心理的問題１ 

①現象としての問題とその背景にある問題を考える。

第 12回 事例にみる心理的問題２ 

②多面的な支援（心理臨床、ソーシャルワーク、医療、教育など）につい

   て。 

第 13回 自己について振り返る 

①過去・現在・未来の自分を描く人生曲線づくり。②人生曲線から気づく

   自分の価値観や嗜好について。 

第 14回 援助者としての自己 

   対人援助職を選択する動機、対人援助職を選択しない動機には何があるか。 

第 15回 悩める自分の話を聴いてもらう・悩める人の話を聴く 



             ①相手からどの程度援助されたと思うか。②相手を援助するにはどのよう 

             な工夫が必要と思うか。 

【後期】     第 16回 風景構成法、他 

             ①自分の作品について気づいた事。②他者の作品を見て気づいた事。 

第 17回 コラージュ療法 

             ①自分の作品について気づいた事。②他者の作品を見て気づいた事。 

第 18回 箱庭療法 

             ①自分の作品について気づいた事。②他者の作品を見て気づいた事。 

第 19回 遊戯療法・集団療法 

             ①主体的に遊べる体験から気づいた事。②一緒に行う体験から気づいた事。 

第 20回 フォーカシング 

             フォーカシングを体験した気づいた事。 

第 21回 呼吸法・自律訓練法、他 

             リラクゼーション技法を体験して気づいた事。 

第 22回 心理教育 

             ①知識やスキルを学ぶことの有意義性、②学習以外の重要な要素 

第 23回 行動療法① 

             不安階層表の作成 

第 24回 行動療法② 

             ＳＳＴを体験して気づいた事。 

第 25回 認知行動療法① 

             認知再構成法による自己の認知傾向の分析。 

第 26回 認知行動療法② 

             認知再構成法による自己の認知傾向の分析（続き）。 

第 27回 家族療法① 

             システムの視点からメンバー各人を理解する 

第 28回 家族療法② 

             「問題の外在化」をはかる 

第 29回 諸理論のアプローチの整理－自己理解と自己決定を目指して 

             ①自己や「問題」を客観視できるようになるには、②内省を促進する援助 

             者の関わりとは 

第 30回 まとめ 

             ①心理的問題を理解する枠組み。②心理的支援において大切なこと。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】カウンセリングに関する知識やスキルについて学ぶ。 

【到達目標】カウンセリングに関する知識やスキルを習得する。 

【卒業認定・学位授与との関連】対人援助における重要な知識と高度な専門技術を身につけ、

心理的援助の土台となる理念や価値・態度を培うことができる。 

テキスト なし。適宜、資料を配布する。 

参考文献 適宜、紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

提出課題またはレポート（ほぼ毎回）の完成度と演習課題に取り組む積極的態度の水準によ

って評価する。レポート等に関するフィードバックは次回の授業で総評として口頭で伝え

る。 



質問・相談の受付方法 授業終了後に教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 【希望的条件】臨床心理学 Aを履修中または単位修得済が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【要件を満たしていれば可】 

聴 講 生 【要件を満たしていれば可】 

キャリアデザインカレッジ【要件を満たしていれば可】 

メッセージ 

前回内容との連続性があるため、欠席をすると授業についていけない場合が生じます。極力、

欠席をしないように注意してください。授業中の演習課題の体験ありき、の授業です。 

 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 心理検査演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木 てる子 

テーマ 心理検査を含む心理的アセスメントについて学ぶ。 

授業計画 

第１回       心理的アセスメントの目的および倫理 

第２回       アセスメントの手法、情報収集の種類 

第３回       心理検査の種類①知能検査 

第４回       心理検査の種類②神経心理学的検査 

第５回       心理検査の種類③発達検査 

第６回       心理検査の種類④性格検査 

第７回       性格検査の受検体験①（受検から結果の算出まで） 

第８回       性格検査の受検体験②（結果の解釈から報告書の作成まで） 

第９回       面接法 

第 10回       個別式検査の実施体験（面接を行う際の留意点） 

第 11回       面接記録 

第 12回       観察法と観察評価・観察記録 

第 13回       行動観察体験（観察を行う際の留意点） 

第 14回       心理的支援に向けた心理的アセスメントの観点および展開 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】心理検査を含む心理的アセスメントの概要に関する知識や基本的スキルを学ぶ。 

【到達目標】心理検査を含む心理的アセスメントの概要に関する知識や基本的スキルを習得

する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】対人援助における重要な知識と高度な専門技術を身に

つけることにつながり、また心理的援助の土台となる理念や価値・態度の形成につながる。 

テキスト なし。随時、資料を配布する。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

提出課題（6回程度）の完成度と学期末のレポートから評価する。 

課題への総評は次回の授業時に行う。成績評価のフィードバックについては、学内制度（成

績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 授業終了後の教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 
【希望的要件】心理学概論ＡＢ、発達心理学ＡＢ、心理学統計ＡＢの単位を取得済みあるい

は履修中であることが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【要件を満たしていれば可】 

聴 講 生 【要件を満たしていれば可】 

キャリアデザインカレッジ【要件を満たしていれば可】 

メッセージ 

遅刻や欠席が多いと授業についていくことができなくなります。 

止むを得ない事情以外は遅刻と欠席をしないでください。 

 

準備学習について 授業終了時に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 心理検査演習Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 上野永子、小川翔大 

テーマ 心理検査（発達検査・知能検査含む）の基礎知識を学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション：知能検査の歴史と現在・WISC-Ⅳの概要及び処理速度に

ついて 

第２回       WISC-Ⅳの言語理解指標の特徴 

第３回       WISC-Ⅳのワーキングメモリ指標の特徴 

第４回       WISC-Ⅳの知覚推理指標の特徴 

第５回       WISC-Ⅳの評価点及び合成得点とは 

第６回       WISC-Ⅳのディスクレパンシー及びプロセス分析とは 

第７回       SCTとバウムテストの概要と評価方法 

第８回       KABCーⅡの概要及び継次尺度・同時処理の特徴 

第９回       KABCーⅡの語彙尺度・算数尺度の特徴 

第 10回       KABCーⅡのから同時処理能力と継次処理能力について学ぶ 

第 11回       田中ビネーⅤの概要 

第 12回       田中ビネーⅤにおける知能の測り方 

第 13回       新版 K式発達検査の概要 

第 14回       新版 K式発達検査からみた発達 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

臨床現場で行われている、さまざまな心理検査（発達検査・知能検査含む）に関する知識を

習得する。また、小グループで心理検査の体験・実施を行い、実際の施行方法の基礎を身に

着ける。心理検査で得られた所見と結果から、支援を要する者の問題を分析して支援方法を

考えることができる。 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与方針のうち、「心理学や対人援助におけ

る重要な知識と高度な専門技術」を身に着けることができる。 

テキスト 指定しない。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末のレポートで評価する。期末レポートに関するフィードバックは、学内制度(成績問

い合わせ制度)を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室で、またはオフィスアワーに研究室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】心理検査演習Ａの単位取得済みであること。また、初回の講義には、必ず出席

してください。欠席の場合、 履修を認めません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】但し、事前相談を要す 

聴 講 生 【可】但し、事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【可】但し、事前相談を要す 

メッセージ 
特別な事情のない限り遅刻や欠席のないように心がけてください。また、受講者数や講義の

進行具合によって、２クラス開講や、シラバスに変更がある場合があります。 

準備学習について 授業毎に 1時間半以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 福祉心理学 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 梼木てる子 

テーマ 福祉現場で生じる問題とその背景、心理社会的課題や支援について学ぶ。 

授業計画 

第１回       心理学的理解と支援の枠組み 

第２回       高齢者福祉現場で生じる問題とその背景①要介護状態 

第３回       高齢者福祉現場で生じる問題とその背景②認知症ケア 

第４回       高齢者福祉現場で生じる問題とその背景③行動の自立と依存 

第５回       高齢者福祉現場で生じる問題とその背景④介護ストレス 

第６回       高齢者福祉現場で生じる問題とその背景⑤高齢者虐待 

第７回       高齢者福祉現場における心理的支援①要介護者に対して 

第８回       高齢者福祉現場における心理的支援②介護者に対して 

第９回       児童福祉現場で生じる問題とその背景①社会的養護 

第 10回       児童福祉現場で生じる問題とその背景②疾患・障害の存在 

第 11回       児童福祉現場で生じる問題とその背景③ＤＶ被害・虐待 

第 12回       児童福祉現場で生じる問題とその背景④世代間連鎖 

第 13回       児童福祉現場における心理的支援①子どもに対して 

第 14回       児童福祉現場における心理的支援②保護者、養育者に対して 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】福祉心理学について学ぶ。 

【到達目標】福祉心理学の概要に関する知識を習得する。 

【卒業認定・学位授与との関連】対人援助における重要な知識を身につけ、心理的援助の土

台となる理念や価値・態度を培うことができる。 

 

テキスト なし。適宜、資料を配布する。 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験またはレポートにて評価する。試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度を

通して行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室にて、またはオフィスアワーの時間帯にて受け付ける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

利用者への理解と支援もさることながら、援助者を援助すること、援助者である自分をセル

フケアすることについても取り上げていきたいと考えています。 

 

準備学習について 授業終了後に指示した復習（1時間）・予習（1時間）を行う。 



 

講義科目名称： 障害児者心理学 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 蝦名直美 

テーマ 障害とは何かについて理解し、その生き方、支援の姿勢について考える。 

授業計画 

第１回       授業ガイダンス、授業の進め方・障害とは何かについて 

第２回       各機能障害について１（視覚障害） 

第３回       各機能障害について２（聴覚障害） 

第４回       各機能障害について３（肢体不自由） 

第５回        各機能障害について４（知的障害） 

第６回       各機能障害について５（発達障害） 

第７回        各機能障害について６（精神障害） 

第８回       各機能障害について７（情緒障害） 

第９回       各機能障害について８（内部障害） 

第 10回       各機能障害について９（重度・重複障害） 

第 11回       先天性障害と中途障害 

第 12回       「障害の受容」の基本姿勢 

第 13回       障害者の家族が抱える問題 

第 14回       援助の事例検討 

第 15回       心理学的援助の基本的方法、総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

1. 障害の定義について理解する。 

2. 各障害の心理学的特徴について理解し、それらの特性が環境とどのように関わるかにつ

いて学ぶ。 

3. 障害と生きるという事を、障害を持つ人の視点と援助の姿勢を通して学ぶ。 

テキスト 

障害者の心理と支援―教育・福祉・生活   

田中農夫男・木村 進・池田勝昭・後藤 守(著)  

福村出版 ISBN:9784571120954  価格（税抜）2,200円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

最終テスト（50％）、小テストとその他授業内での提出物（50％） 

出席が必要日数ないものは試験を受けられないので注意する事。詳細は初回のガイダンスで

直接指示する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
障害は個性の連続線上にあります。障害児者への支援を学ぶのはもちろんの事、障害理解を

通して自己理解を深め、支援の姿勢を学ぶことを目標としています。 

準備学習について 授業終了後に次回の予習内容を指示する。 



 

講義科目名称： 心理調査概論（自由科目） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 
人間の行動・思考・感情などの心理を理解するための調査方法、データ分析、調査に対して

の倫理に関する基礎知識を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション・心理調査とはなにか 

第２回       データの種類 

第３回       基本統計量とデータの分布 

第４回       データの分析と解釈：データの関連 

第５回       データの分析と解釈：データの検定 

第６回       質問紙法 

第７回       質問項目の作成 

第８回       調査票の構成 

第９回       サンプリング 

第 10回       実験法 

第 11回       観察法 

第 12回       面接法 

第 13回       実践と倫理：調査計画の立案 

第 14回       実践と倫理：調査の進め方 

第 15回       実践と倫理：調査の倫理的配慮 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

心理調査の目的、調査方法の種類や実践をする上での基礎知識を理解する。さらに、心理調

査で得られたデータを読み解くことができる。 

この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与の方針のうち、「福祉課題を解決に導く

ための知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法 

ISBN：978-4-7795-0998-8 

出版社：ナカニシヤ出版 

著者名：西村純一・井上俊哉 

価格（税抜）：2,800 円 

参考文献 授業で適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（70％）、小テスト（20％）、授業毎の感想レポート（10%）によって評価する。 

期末試験などに関するフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 
【希望的条件】「心理統計学Ａ・Ｂ」、「心理学基礎実験Ａ・Ｂ」の単位を取得済みまたは

履修中であることが望ましい。また、「心理学研究法」と併せて履修することが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 授業内で簡単な小テストを適宜行います。 

準備学習について 
指定のテキストを読んでおく（1.5時間）。授業後はテキストや配布資料を復習として読み、

そのほかの参考図書にも目を通しておく（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 心理学研究法（自由科目） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 人間の心を科学的に研究するための方法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、心を科学的に理解するために 

第２回       実証の方法と手続き 

第３回       実験法：独立変数の操作 

第４回       実験法：従属変数の測定 

第５回       実験法：剰余変数の統制 

第６回       心理学に特有な問題 

第７回       面接法 

第８回       観察法 

第９回       事例研究法 

第 10回       調査法 

第 11回       研究デザインと実施①：課題発見と文献収集 

第 12回       研究デザインと実施②：文献の読解と執筆方法 

第 13回       研究倫理と研究報告の意義 

第 14回       クリティカルシンキング①：課題用論文（実験法）を批判的に読み解く 

第 15回       クリティカルシンキング②：課題用論文（質問紙法）を批判的に読み解く 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

心理学の研究方法の基礎知識を理解する。様々な実証的研究法（質的研究法、量的研究法な

ど）の長所と短所を述べることができる。科学的な観点から、心理学研究の目的や問題点を

読み解くことができる。研究倫理の基礎知識を身に着ける。 

この科目の履修を通して、社会福祉学部の学位授与方針のうち、「福祉課題を解決に導くた

めの知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：心理学研究法 心を見つめる科学のまなざし 補訂版 

ISBN：978-4-641-22086-7 

出版社：有斐閣アマル 

著者名：高野 陽太郎・岡 隆（編） 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 
大野木 裕明・中澤 潤（編）心理学マニュアル 研究法レッスン 北大路書房 

その他、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末レポート（60%）、中間レポート（30％）、授業毎の感想レポート（10％）によって総

合的に評価する。 

各レポートに関するフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 
【希望的条件】「心理学基礎実験Ａ・Ｂ」の単位を取得済みまたは履修中であることが望ま

しい。また、「心理調査概論」と併せて履修することが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

授業内容はテキストを基本としますが、授業中に配布する資料を基に授業を進めることもあ

ります。レポートについて、内容に不備がある場合や他人やネット上の文章のコピーが疑わ

れる場合、事情を聴いた上で、受理しないこともあります（未提出扱いとする）。不明な点

があれば、遠慮なく質問にきてください。 

準備学習について 
テキストを読んでおく（1.5時間）。毎授業後に感想レポートを作成し、復習として授業内

容に関連する文献を読む（1.5時間）。 



 

講義科目名称： 精神保健の課題と支援Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 
人と環境の精神保健として必要なメンタルヘルスの基礎的知識を理解し、それぞれのライフ

ステージにおけるこころの問題や疾患を理解し知識を身につける。 

授業計画 

第１回       精神保健（メンタルヘルス）について基本的な知識 こころとは… 

第２回       精神衛生と精神保健の違い 精神保健の概念について 

第３回       精神障害の分類～精神の障害とは何か～ 精神障害の診断とは 

第４回       こころの健康、こころの疾患、こころの障害 

第５回       ライフサイクルと精神保健 アルコール依存症とその回復 

第６回       ライフサイクルと精神保健 母子の精神保健 

第７回       ライフサイクルと精神保健① 思春期における精神保健 

第８回       ライフサイクルと精神保健② 青年期における精神保健 

第９回       ライフサイクルと精神保健③ 成人期における精神保健 

第 10回       ライフサイクルと精神保健④ 老年期における精神保健 

第 11回       ライフサイクルと精神保健⑤ 人生の完結と精神保健福 

第 12回       精神保健の視点からみた家族の課題 

第 13回       精神保健の問題 機能不全家族とは 子どもへの影響とは 

第 14回       親子関係をめぐるメンタルヘルスの諸問題 

第 15回       全般のまとめ（重要項目の復習） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神科医療の実際と精神保健の現状を理解し、ライフサイクルやライフステージにおける精

神保健の問題や疾患についてこころの病を捉える。家族・学校・職場・教育現場・地域にお

ける精神保健の諸問題を具体的に取り上げる。また、治療や援助に必要な知識や理解を深め

るために資料・DVDを教材として使用する。 

精神保健福祉士国家試験の必須科目となるため、国家試験のキーワードを踏まえ、知識のみ

ではなく実践現場での支援の方法も身につける。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針の方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理

的援助の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人

間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身

につけることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ「精神保健の課題と支援」第 2版 

ISBN：9784335611148 

出版社：弘文堂 

著者名：松久保章、坂野憲司 

価格（税抜）：2,700 円 

参考文献 
授業において適宜紹介する予定。 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験にて評価する。国家試験に順ずる形式で出題をし試験を実施する。最終授業におい

てまとめを実施し出題範囲について解説する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後および空き時間またはオフィスアワーにて対応する。研究室は 104。 

履修条件 
【必須要件】精神保健福祉士受験資格取得には重要な科目となっており、1年次に修得して

おくこと。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
積極的な授業の参加をお願いします。出席カードがリアクションペーパーとなっているの

で、質問や感想を記載し下さい。質問等は授業の始めに復習をかねて再度解説をいたします。 

準備学習について 

毎回の授業の最後において重要なキーワードについて予習課題の提出を求めます。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健の課題と支援Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 
人と環境の精神保健についてメンタルヘルスの基礎的知識を理解し、それぞれのライフステ

ージにおけるこころの問題や疾患を理解し知識を身につける。 

授業計画 

第１回       精神保健（メンタルヘルス）の視点から見た家族の問題とその課題 

第２回       発達障害と社会的引きこもり等の諸問題 

第３回       職場におけるメンタルヘルス ①発見と予防とその支援 

第４回       職場におけるメンタルヘルス ②うつ病や精神疾患とその支援 

第５回       地域における精神保健のネットワークづくり 

第６回       現代社会と精神保健（メンタルヘルス）の課題 

第７回       精神保健対策 ①統合失調症や感情障害などの精神障害 

第８回       精神保健対策 ②認知症～それぞれのタイプと特徴～ 

第９回       精神保健対策 ③アルコール関連問題・薬物・ギャンブル依存症 

第 10回       精神保健対策 ④思春期における課題  

第 11回       精神保健対策 ⑤地域 ～自殺対策～ アウトリーチ 

第 12回       ターミナルケア（終末期医療）と精神保健福祉とは（ソーシャルワーカーの

役割） 

第 13回       精神保健関連機関の役割と連携 ①医療機関・行政機関等 

第 14回       精神保健関連機関の役割と連携 ②地域における社会資源の活用と開拓 

第 15回       全般のまとめ（復習及び国家試験等のキーワード） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神科医療の実際と精神保健の現状を理解し、ライフサイクルやライフステージにおける精

神保健の問題や疾患について心の病を捉える。家族・学校・職場・教育現場・地域における

精神保健の諸問題を具体的に取り上げる。また、治療や援助に必要な知識や理解を深めるた

めに DVD を教材として使用する。 

精神保健福祉士国家試験の必須科目となるため、国家試験のキーワードを踏まえ、知識のみ

ではなく実践現場での支援の方法も身につける。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ「精神保健の課題と支援」第 2版 

ISBN：9784335611148 

出版社：弘文堂 

著者名：松久保章、坂野憲司 

価格（税抜）：2,700 円 

参考文献 授業内で適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験にて評価する。国家試験に順ずる形式で試験を実施する。最終授業においてまとめ

を実施し出題範囲について解説する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後および空き時間もしくはオフィスアワーにて対応する。研究室は 104。 

履修条件 
【必須要件】精神保健福祉士受験資格取得の重要な科目となっており、1年次に修得してお

くこと。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

授業の積極的な参加をお願いします。出席カードがリアクションペーパーとなっているの

で、質問や感想を記載して下さい。質問等は授業の始めに復習をかねて再度解説をいたしま

す。 

 

準備学習について 

毎回の授業において重要なキーワードについて予習課題の提出を求めます。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神疾患とその治療Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 西村 勉 

テーマ こころを知り、こころの病を通して、人間存在の在りようを知る。 

授業計画 

第１回       「こころ」とは？ 

第２回       「こころ」の病とは？ 

第３回       精神医学概論（１）精神医学、精神医療の歴史と現状 

第４回       精神医学概論（２）精神現象の生物学的基礎 

第５回       精神医学概論（３）こころの理解 

第６回       精神障害の理解 

第７回       精神疾患の症状と診断 

第８回       代表的な精神疾患（１）器質性精神疾患 

第９回       代表的な精神疾患（２）精神作用物質使用による精神および・・・ 

第 10回       代表的な精神疾患（３）統合失調症① 

第 11回       代表的な精神疾患（４）統合失調症② 

第 12回       代表的な精神疾患（５）気分障害① 

第 13回       代表的な精神疾患（６）気分障害② 

第 14回       代表的な精神疾患（７）神経症性障害、ストレス関連および・・・① 

第 15回       代表的な精神疾患（８）神経症性障害、ストレス関連および・・・② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：生物学的次元から心理・社会的次元、実存的次元にわたる包括的な人間存在を対象と

する精神医学の特性を理解し、脳の高次活動である精神機能と精神の異常現象、精神障害へ

の理解を図る。また、精神医療の歴史や問題点、こころの健康といった精神保健的課題にも

言及していく。 

到達目標：精神機能と精神障害を理解する 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、精神障害と精神障害者の理解

をするとともに、福祉や心理的援助、コミュニケーションのベースとなる心を理解し、その

能力を高めることができる。 

テキスト 

テキスト名：精神疾患とその治療 

ISBN： 

出版社：中央法規 

著者名：日本精神保健福祉士養成校協会編 

価格（税抜）：2,700 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末のレポート、３回実施予定の小テスト、授業の積極性（ミニレポート）を総合して評

価する。 

授業の早い段階で行った小テストやレポートは授業の中で、講評していき、終了時に近いも

のは、問い合わせ制度などを通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室にて受け付ける。ミニレポートの利用も望まれる。 

履修条件 【必須要件】守秘義務が守れること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
精神医学や心理学はもちろん、文学や歴史、社会学など幅の広い学問への興味、積極的な取

り組みを期待したい。併せて、社会の動きや時事問題にも関心を持っていただきたい。 

準備学習について 
授業開始前に配布された予定表に沿って教科書を熟読してください。その中で生じた疑問

は、ミニレポートを活用して、提出してください。 



 

講義科目名称： 精神疾患とその治療Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 西村 勉 

テーマ こころを知り、こころの病を通して、人間存在の在りようを知る。 

授業計画 

第１回       こころの病の概観 前期の復習 

第２回       代表的な精神疾患（９）生理的障害および・・・ 

第３回       代表的な精神疾患（10）成人のパーソナリテイおよび行動の障害 

第４回       代表的な精神疾患（11）精神遅滞 

第５回       代表的な精神疾患（12）心理的発達の障害 

第６回       代表的な精神疾患（13）小児期および青年期に発症する行動および・・・ 

第７回       代表的な精神疾患（14）依存症 

第８回       精神疾患の治療（１）薬物療法、電気けいれん療法などの身体療法 

第９回       精神疾患の治療（２）精神療法 

第 10回       精神疾患の治療（３）精神科リハビリテーション、環境・社会療法 

第 11回       精神科医療機関の治療構造および専門病棟（１） 

第 12回       精神科医療機関の治療構造および専門病棟（２） 

第 13回       精神科治療における人権擁護（１） 

第 14回       精神科治療における人権擁護（２） 

第 15回       精神医療と福祉および関連機関との間における連携の重要性 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：生物学的次元から心理・社会的次元、実存的次元にわたる包括的な人間存在を対象と

する精神医学の特性を理解し、脳の高次活動である精神機能と精神の異常現象、精神障害へ

の理解を図る。また、精神医療の歴史や問題点、こころの健康といった精神保健的課題にも

言及していく。 

到達目標：精神機能と精神障害を理解する 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、精神障害と精神障害者の理解

をするとともに、福祉や心理的援助、コミュニケーションのベースとなる心を理解し、その

能力を高めることができる。 

テキスト 

テキスト名：精神疾患とその治療 

ISBN： 

出版社：中央法規 

著者名：日本精神保健福祉士養成校協会編 

価格（税抜）：2,700 円 

参考文献 講義中に適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末のレポート、３回実施予定の小テスト、授業の積極性（ミニレポート）を総合して評

価する。 

授業の早い段階で行った小テストやレポートは授業の中で、講評していき、終了時に近いも

のは、問い合わせ制度などを通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室にて受け付ける。ミニレポートの利用も望まれる。 

履修条件 【必須要件】守秘義務が守れること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

 



メッセージ 
精神医学や心理学はもちろん、文学や歴史、社会学など幅の広い学問への興味、積極的な取

り組みを期待したい。併せて、社会の動きや時事問題にも関心を持っていただきたい。 

準備学習について 
授業開始前に配布された予定表に沿って教科書を熟読してください。その中で生じた疑問

は、ミニレポートを活用して、提出してください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門） 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： 山城 厚生 

テーマ 精神保健福祉に関する相談援助について全般的に学ぶ。 

授業計画 

【前期】      ソーシャルワーカーとしての精神保健福祉士 

             第１回  精神保健福祉士としての役割と意義  

             第２回  現代社会と精神保健福祉士 

               

 ソーシャルワークの定義と構成要素 

             第３回  ソーシャルワークの定義 

             第４回  ソーシャルワークの構成要素 

             第５回  ソーシャルワークの価値・理念・技術 

             第６回  人間の尊重、人間の社会性、変化の可能性 

             第７回  クライエントの自己決定 

             第８回  ソーシャルワーク関係とソシャルワーカーの自己覚知 

 

 精神保健福祉とソーシャルワークの歴史 

             第９回  イギリスにおけるソーシャルワークの歴史 

             第 10回  産業革命と精神保健福祉の芽生え 

             第 11回  イギリス型福祉国家の進展 

             第 12回  アメリカにおけるソーシャルワークの発展（精神保健福祉） 

             第 13回  コミュニティメンタルヘルス運動と地域ケア 

             第 14回  日本におけるソーシャルワークの歴史（精神保健福祉） 

             第 15回  精神保健福祉士の国家資格 

【後期】      ソーシャルワーク理論と展開過程 

             第 16回  ソーシャルワーク理論と実践モデル 

             第 17回  ソーシャルワーク 3方法の統合 

             第 18回  ジェネラリストソーシャルワーク 

             第 19回  地域を基盤としたソーシャルワーク 

             第 20回  ソーシャルワークの展開過程 

             第 21回  インテーク、契約、アセスメント、支援計画 

             第 22回  ソーシャルワークの領域（ミクロ・メゾ・マクロ） 

                  

 ソーシャルワークにおける調査・研究 

             第 23回  社会調査 

             第 24回  量的調査と質的調査  

             第 25回  調査研究の評価と社会福祉調査の展望   

                  

 精神保健福祉領域における多職種連携とソーシャルワーク 



             第 26回  チームアプローチと多職種連携 

             第 27回  多職種連携と精神保健福祉士 

             第 28回  精神保健福祉における生活支援 

             第 29回  地域活動支援と精神保健福祉士の役割 

             第 30回  メンタルヘルスと精神保健福祉士の役割 

                      

 

 

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

ソーシャルワークの定義、理念、体系、歴史、精神保健福祉士の役割を中心に、ソーシャル

ワーク全般と精神保健福祉との関連性を学びます。（基礎編・専門編） 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー ３ 『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専

門）第 6版』 

ISBN978-4-89269-906-1 

出版社：へルス出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 

価格（税込）3,132円 

参考文献 随時、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（８０％） 期間中の小テスト（１０％） 授業中の積極性（１０％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後及び随時（研究室 研究棟 302号室） 

履修条件 【希望的条件】『精神保健の課題と支援 A・B』を単位取得済であることが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
精神保健福祉士国家試験の指定科目であり必須。 

精神保健福祉士国家試験を受験しなくとも精神保健福祉に関心ある学生歓迎。 

準備学習について 期間中に小テスト及び中テストを実施する。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉相談援助の基盤Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山城 厚生 

テーマ 精神保健福祉の相談援助について全般的（概論）に学ぶ。 

授業計画 

 ソーシャルワーカーとしての精神保健福祉士 

             第１回  精神保健福祉士の役割と意義 

             第２回  現代社会と精神保健福祉士 

              

              

               

 ソーシャルワークの定義と構成要素 

             第３回  ソーシャルワークの定義  

             第４回  ソーシャルワークの構成要素 

             第５回  ソーシャルワークの価値・理念・技術 

             第６回  人間尊重、人間の社会性、変化の可能性 

             第７回  クライエントの自己決定の尊重 

             第８回  ソーシャルワーク関係とソシャルワーカー自己覚知 

 

 精神保健福祉領域におけるソーシャルワークの歴史 

             第９回  イギリスにおけるソーシャルワークの歴史 

             第 10回  イギリスにおけるソーシャルワークと精神保健福祉の芽生え 

             第 11回  イギリス型福祉国家の進展   

             第 12回  アメリカにおけるソーシャルワークの歴史（精神保健福祉） 

             第 13回  コミュニティメンタルへルス運動と地域ケア  

             第 14回  日本におけるソーシャルワークの歴史（精神保健福祉） 

             第 15回  精神保健福祉士の国家資格 

              

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

ソーシャルワークの定義、理念、方法、体系、歴史、精神保健福祉士の役割等を中心に、ソ

ーシャルワーク全般と精神保健福祉との関連性を学びます。（基礎編） 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー ３ 『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専

門）第 6版』 

ISBN978-4-89269-906-1 

出版社：へルス出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 

価格（税込）3,132円 

参考文献 授業中適宜紹介 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末筆記試験（８０％） 小テスト（１０％）  授業での積極性（１０％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後及びオフィスアワー等（研究室  研究棟 ３０２号室） 

履修条件 

【希望的条件】精神保健福祉士を目指す学生は『精神保健の課題と支援 A・B』を単位取得済

であることが望ましい。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
精神保健福祉士国家試験の指定科目であり必須。 

 

準備学習について 
授業において小テスト及び中テストを実施する実施。 

精神保健福祉士国家試験を受験しなくとも精神保健福祉に関心ある学生は歓迎。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉相談援助の基盤Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 山城 厚生 

テーマ 精神保健福祉の相談援助について全般的（概論・専門）に学ぶ 

授業計画 

ソーシャルワーク理論と展開過程 

              第 1回   ソーシャルワーク理論と実践モデル 

              第 2回   ソーシャルワーク 3方法の統合 

              第 3回   ジェネラリストソーシャルワーク 

              第 4回   地域を基盤としたソーシャルワーク 

              第 5回   ソーシャルワークの展開過程 

              第 6回   インテーク、契約、アセスメント、支援計画 

              第 7回   ソーシャルワークの領域（ミクロ、メゾ、マクロ） 

                

ソーシャルワークにおける調査・研究 

              第 8回   社会調査と研究 

              第 9回   量的調査と質的調査 

              第 10回   調査研究の評価と社会福祉調査の展望 

精神保健福祉領域における多職種連携とソーシャルワーク 

              第 11回   チームアプローチと多職種連携 

              第 12回   多職種連携と精神保健福祉士 

              第 13回   精神保健福祉における生活支援 

              第 14回   地域生活支援と精神保健福祉士の役割 

              第 15回   メンタルへルスと精神保健福祉士の役割 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

「精神保健福祉相談援助の基盤Ａ」の継続科目として、ソーシャルワーク理論と展開、社会

調査、精神保健福祉に関係する多職種連携等について学びます。（専門編） 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー ３ 『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専

門）第 6版』 

ISBN978-4-89269-906-1 

出版社：へルス出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 

価格（税込）3,132円 

参考文献 授業中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末筆記試験（８０％） 小テスト（１０％）  授業での積極性（１０％） 

質問・相談の受付方法 講義終了後及びオフィスアワー等（研究室 研究棟 302号室） 



履修条件 
【希望的条件】『精神保健福祉相談援助の基盤Ａ』を履修中もしくは単位取得済であるるこ

とが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目聴講生【可】 

聴 講 生【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 精神保健福祉士国家試験の指定科目であり必須。 

準備学習について 授業において小テスト及び中テストを実施する。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅠＡ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 飛田 義幸 

テーマ 精神保健福祉士としての総合的な理論と技術を学びます。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       リハビリテーションの基本的概念 

第３回       我が国の精神保健福祉の歴史と現状 

第４回       諸外国の精神保健福祉制度の変遷 

第５回       精神保健福祉領域の支援対象者理解 

第６回       精神保健福祉士の活動の歴史 

第７回       中間まとめと中テスト 

第８回       精神保健福祉士とリハビリテーションの理念 

第９回       精神保健福祉の歴史と精神保健福祉士の役割と課題 

第 10回       グループワークと集団力動 

第 11回       精神科リハビリテーションの概念と歴史 

第 12回       精神科リハビリテーションの原則 

第 13回       精神科リハビリテーションの意義と構成 

第 14回       精神科リハビリテーションの展開と援助過程 

第 15回       精神科リハビリテーションの資源 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神障がい者に関わる相談援助の歴史的展開や、精神保健福祉士として身に着けておくべき

精神障害者リハビリテーションの基本的理念や専門職としての役割、必要となる基本的な技

術を視聴覚教材や講義によって学んでいきます。 

（到達目標・学位授与方針との関連） 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「対人援助における重要

な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の土台となる理念や価値・態度」、さ

らに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協

調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー５ 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ〈第

６版〉 

ISBN：978-4-89269-908-5 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税抜）：2,900 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業参加への積極性（配点１０） 

授業中の中テスト（配点４５） 

学期末試験（配点４５） 

 

質問・相談の受付方法 授業中やその前後に声をかけるか、研究室にお越し下さい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
精神保健福祉士を目指す方には必須の科目となります。中テスト及び期末試験を行いますの

で、復習等積極的な自主学習を行う様にしてください。 

準備学習について 

講義毎に教科書等の予習・復習該当箇所を指示します。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅠＢ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 飛田 義幸 

テーマ 精神保健福祉士としての総合的な理論と技術を学びます。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       精神科リハビリテーションの施設や機関 

第３回       精神科リハビリテーションのプロセスと対象者との援助関係 

第４回       精神科リハビリテーションの評価 

第５回       精神科リハビリテーションの支援モデルやアプローチ 

第６回       精神障害者の人権と権利擁護 

第７回       中間まとめと中テスト 

第８回       リハビリテーション計画と精神科専門療法概説 

第９回       作業療法、レクリエーション療法 

第 10回       認知行動療法等 

第 11回       ＳＳＴとアクションメソッド 

第 12回       精神科デイケアとピアサポート 

第 13回       心理教育・家族教室 

第 14回       アウトリーチとＡＣＴ 

第 15回       多職種連携とチーム医療 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神障がい者に関わる相談援助の歴史的展開や、精神保健福祉士として身に着けておくべき

精神障害者リハビリテーションの基本的理念や専門職としての役割、必要となる基本的な技

術を視聴覚教材や講義によって学んでいきます。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー５ 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ〈第

６版〉 

ISBN：978-4-89269-908-5 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税抜）：2,900 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業参加への積極性（配点１０） 

授業中の中テスト（配点４５） 

学期末試験（配点４５） 

 

質問・相談の受付方法 授業中やその前後に声をかけるか、研究室にお越し下さい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
精神保健福祉士を目指す方には必須の科目となります。中テスト及び期末試験を行いますの

で、復習等積極的な自主学習を行う様にしてください。 

準備学習について 

講義毎に教科書等の予習・復習該当箇所を指示します。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡＡ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 精神保健福祉士としての専門的技術のソーシャルワークの理論及び支援方法を習得する 

授業計画 

第１回       障害者福祉の理念と精神障害者の人権 

第２回       精神障害者の人権とインフォームドコンセントの重要性とは 

第３回       精神保健福祉の歴史と理念 ① 障害者の処遇の歴史的背景 ハンセン病と

その処遇 

第４回       精神保健福祉の歴史と理念 ② 精神障害者の処遇の歴史的背景 相馬事件

から精神病者監護法へ 

第５回       精神保健福祉の歴史と理念 ③ 精神障害者の処遇の歴史的背景 精神病院

法と精神衛生法 

第６回       精神保健福祉の歴史と理念 ④ 静岡県における精神障害者の処遇と歴史的

背景 

第７回       精神保健福祉の現状と展望とは 

第８回       精神保健福祉の領域におけるソーシャルワークの動向とは 

第９回       精神保健福祉士と「Ｙ問題」と混乱期について（歴史的背景を含む） 

第 10回       精神保健福祉士の国家資格化の流れについて 

第 11回       精神保健福祉士の専門性 倫理と業務 

第12回       精神保健福祉士の支援とソーシャルワークの展開過程 ① 医療における個

別・集団支援等とは 

第13回       精神保健福祉士の支援とソーシャルワークの展開過程 ② サービス事業所

等の地域支援とは 

第 14回       ソーシャルワークの展開とは ～具体的なソーシャルワーク実践とは～ 

第 15回       まとめ（重要ポイントのまとめと国家試験に関するキーワード） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神障がい者の人権や疾病及び障がいに配慮したソーシャルワーク実践の基本的な理解を

するために、それぞれ具体的な事例を取り上げながら、精神保健福祉士としての援助のあり

方を学ぶ。国家試験の重要な科目でもあり、国家資格取得を視野に過去に出題されたポイン

トを解説しながら、クライエントの生活課題やさまざまな生活ニーズに対応するたの知識と

その理解を深める。 

精神保健福祉士国家試験科必須科目となるため、国家試験のキーワードをふまえ、知識のみ

ではなく実践現場での支援のあり方を身につける。 

（到達目標・学位授与方針との関連） 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針の方針のうち、「対人援助におけ

る重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の土台となる理念や価値・態度」、

さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、

協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー④ 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ〈第

6版〉 

ISBN：978-4-89269-907-8 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税込）：3,348 円 



参考文献 授業内で適宜紹介をいたします。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験にて評価する。精神保健福祉士国家試験と同様の形式で筆記試験を実施する。最終

授業においてまとめを実施し、出題範囲について解説する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後および空き時間またはオフィスアワーにて対応します。研究室は 104。 

履修条件 
【必須要件】精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための重要な科目となるため、3年次

に必ず履修し修得しておくこと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

積極的な授業への参加をお願いします。出席カードがリアクションペーパーになっているの

で、質問や感想を記載して下さい。質問等は授業の始めに復習をかねて再度説明をいたしま

す。 

準備学習について 

毎回の授業において重要なキーワードについて予習課題の提出を求めます。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡＢ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂 和則 

テーマ 精神保健福祉士としての専門的技術のソーシャルワーク理論及び支援方法を習得する 

授業計画 

第１回       ソーシャルワーク実践 ケースワークとは何か ①（精神科医療における実

践） 

第２回       ソーシャルワーク実践 ②ケースワークの理論とその歴史 

第３回       ソーシャルワーク実践 ③ケースワークの実際 面接技術の実践例 

第４回       ソーシャルワーク実践 ①グループワーク グループワークの理論と歴史 

第５回       ソーシャルワーク実践 ②グループワーク  ミーティングの実際とその効

果 

第６回       ソーシャルワーク実践 グループワーク ③ 精神科デイケア・ナイトケア 

集団精神療法 

第７回       ソーシャルワーク実践 グループワーク 精神保健福祉士としてセルフヘル

プグループへの支援 

第８回       ソーシャルワーク実践 コミュニティワーク サービス事業所等の支援活動 

第９回       ソーシャルワーク実践 コミュニティワーク ソーシャルアクションなど 

第 10回       ソーシャルワーク実践 スーパービジョンとは 

第 11回       ソーシャルワーク実践 ケアマネジメントの歴史的背景 

第 12回       ソーシャルワーク実践 ケアマネジメント ＡＣＴ等 

第 13回       ソーシャルワークと関連専門職種の役割とチーム医療 

第 14回       チームアプローチの実際 （医療チームでの実践のあり方） 

第 15回       後期のまとめ 国家試験キーワード 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神障がい者の人権や疾病及び障がいに配慮したソーシャルワーク実践の基本的な理解を

するために、それぞれ具体的な事例を取り上げながら、精神保健福祉士としての援助のあり

方を学ぶ。国家試験の重要な科目でもあり、国家資格取得を視野に過去に出題されたポイン

トを解説しながら、クライエントの生活課題やさまざまな生活ニーズに対応するたの知識と

その理解を深める。 

精神保健福祉士国家試験科目となるため、国家試験のキーワードをふまえ、知識のみではな

く実践現場での支援のあり方を身につける。 

（到達目標・学位授与方針との関連） 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針の方針のうち、「対人援助におけ

る重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の土台となる理念や価値・態度」、

さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、

協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー④ 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ〈第

6版〉 

ISBN：978-4-89269-907-8 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税込）：3,348 円 

参考文献 授業内で適宜紹介する予定。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験にて評価する。精神保健福祉士国家試験と同様の形式で筆記試験を実施する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後及び空き時間またはオフィスアワーにて対応する。研究室は 104。 

履修条件 
【必須要件】精神保健福祉士国家試験受験資格取得のための重要な科目となるため、3年次

に必ず履修し修得しておくこと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

積極的な授業への参加をお願いします。出席カードがリアクションペーパーになっているの

で、質問や感想を記載して下さい。設問等は授業の始めに復習をかねて再度説明をいたしま

す。 

準備学習について 

毎回の授業において重要なキーワードについて予習課題をの提出を求めます。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉に関する制度とサービスＡ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 飛田義幸、渡邉明廣 

テーマ 精神保健福祉士としての視点から、法や制度といった環境の変遷と実際を理解する 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       精神保健医療福祉制度の概要 

第３回       精神障害の理解と福祉サービスの実際 

第４回       様々なメンタルヘルス課題と福祉施策 

第５回       精神科医療・法制度の変遷 

第６回       精神科医療・福祉サービスの変遷  

第７回       精神衛生法と Y問題  

第８回       精神保健福祉法 

第９回       中間まとめと中テスト 

第 10回       社会保障制度の概要 

第 11回       障害者基本法と人権 

第 12回       手帳制度と自立支援医療 

第 13回       精神障害者と障害年金 

第 14回       精神障害者と生活保護 

第 15回       社会保障・法制度のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神保健福祉士として、とりまく環境や制度を歴史的に理解し、目の前にいる人がどの様な

経緯を得て現在の様な状況にいるのか、人と環境の全体性から捉えることができる人材にな

ることを目指し、視聴覚教材や講義により学んでいきます。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー⑥ 精神保健福祉の制度・サービスと生活支援シ

ステム〈第６版〉 

ISBN：978-4-89269-909-2  

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税抜）：3,300 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業参加への積極性（配点１０） 

授業中の中テスト（配点４５） 

学期末試験（配点４５） 

質問・相談の受付方法 授業中やその前後に声をかけるか、研究室にお越しください。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
精神保健福祉士を目指す方には必須の科目となります。中テスト及び期末試験を行いますの

で、復習等積極的な自主学習を行う様にしてください。 

準備学習について 

講義毎に教科書等の予習・復習該当箇所を指示します。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉に関する制度とサービスＢ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 飛田 義幸 

テーマ 
精神保健福祉士としての視点から、法や制度といった環境を理解し、そこへのアプローチを

考える。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       社会調査と身近なメンタルヘルス課題 

第３回       発達障害者支援 

第４回       自殺対策 

第５回       ひきこもり対策 

第６回       総合支援法総合支援法と福祉サービス提供施設 

第７回       相談支援とインフォーマルな社会資源 

第８回       中間まとめと中テスト 

第９回       高次脳機能障害支援 

第 10回       精神障害者と医療保険制度 

第 11回       精神障害者の高齢化と介護保険 

第 12回       更生保護制度と精神保健福祉の関係 

第 13回       医療観察法制度 

第 14回       企業との連携とリワーク支援 

第 15回       社会調査 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

精神保健福祉士として、とりまく環境や制度を歴史的に理解し、目の前にいる人がどの様な

経緯を得て現在の様な状況にいるのか、人と環境の全体性から捉え、その環境面にアプロー

チできる人材になることを目指し、ビデオや講義により学んでいきます。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー⑥ 精神保健福祉の制度・サービスと生活支援シ

ステム〈第６版〉 

ISBN：978-4-89269-909-2  

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税抜）：3,300 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業参加への積極性（配点１０） 

授業中の中テスト（配点４５） 

学期末試験（配点４５） 

質問・相談の受付方法 授業中やその前後に声をかけるか、研究室にお越しください。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 
精神保健福祉士を目指す方には必須の科目となります。中テスト及び期末試験を行いますの

で、復習等積極的な自主学習を行う様にしてください。 

準備学習について 

講義毎に教科書等の予習・復習該当箇所を指示します。 

教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神障害者の生活支援システム 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡邉明廣、山城厚生、飛田義幸 

テーマ 精神障害者の生活支援に関する制度・システムとサービスについて学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       精神障害者の概念 

第３回       精神障害者の生活の実際 

第４回       精神障害者の生活と人権 

第５回       精神障害者の生活と差別 

第６回       精神障害者の地域生活支援システム 

第７回       精神障害者を取り巻く現状 

第８回       精神障害者の居住支援 

第９回       精神障害者の居住支援の実際 

第 10回       精神障害者の雇用・就業支援 

第 11回       精神障害者の雇用・就業支援の実際 

第 12回       精神障害者の雇用・就業支援における近年の動向 

第 13回       精神障害者の労災認定 

第 14回       行政における相談援助 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）精神障害者の生活支援の意義と特徴について理解し、精神障害者の居住支援と就労

支援に関する制度・施策と相談援助活動について学ぶ。 

 

（目的）精神保健福祉士として必要な専門知識の精神保健福祉関連の法律・制度等の理解と

相談援助活動に必要な精神障害者の生活支援システム等を理解する。 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「対人援助における重要

な知識」および「福祉や心理的延援助の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学

科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他

者とかかわり連携する力」を身につけることができます。 

 

テキスト 

テキスト名：新・精神保健福祉士養成講座７「精神障害者の生活支援システム」第３版 

ISBN：978-4-8058-5597-3 

出版社：中央法規 

著者名：一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会 

価格（税別）：2,700 円 

 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期間中の小テスト及びレポート（３０％） 

期末試験（７０％） 

 

質問・相談の受付方法 
講義終了後、各教員のオフィスアワー（後日提示） 

 

履修条件 

【必須要件】「「精神保健福祉に関する制度とサービス A.B」「精神保健福祉の理論と相談

援助の展開ⅠA.B」「精神保健福祉相談援助の基盤 A.B」「精神保健福祉の理論と相談援助の

展開ⅡA」を単位修得済みであること。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・精神保健福祉士国家資格の指定科目ですので、遅刻・欠席がないようにして下さい。やむ

を得ない欠席の場合は、教員に聞くなどして補填を確実に済ませて下さい。 

・積極的な質問を歓迎します。 

準備学習について 
授業前後には１時間半以上の予習復習を行い、内容を理解して授業に臨むように務めて下さ

い。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助演習Ⅰ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉援助技術の理論が実践につながるよう、グループ討議や実技指導を中心とする

演習形態により学習する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 授業の目的等 

第２回       グループづくりとグループダイナミクス 

第３回       他者との距離感の理解 

第４回       マッピング技法 精神保健福祉現場の理解 

第５回       参加型体験実習（プレ実習）に関する指導（個人票、実習計画書作成開始） 

第６回       クライエント（利用者）理解と多角的視点 

第７回       クライエント（利用者）との関係構築のコミュニケーション 

第８回       面接技法（個人票、実習計画書提出締切） 

第９回       精神保健福祉士を目指す理由の整理と自己理解と自己覚知 

第 10回       個別発表による伝達技術の習得 

第 11回       メンバー（学生）グループ体験 

第 12回       ＳＳＴ（ソーシャルスキルズトレーニング）の基礎 

第 13回       支援のための情報収集・活用の方法 

第 14回       実習記録の基礎と実際 

第 15回       ソーシャルアクションと社会資源の開発・調整・活用の実際 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(目的)精神保健福祉士の専門的援助技術及びリハビリテーション技法について、実技指導を 

   中心とする演習形態により習得し、自分自身で考え主体的に行動する態度を養成す

る。 

(概要)精神保健福祉援助実習の前段階として、ケースワーク･グループワークを中心とした 

   精神保健福祉士の援助方法を、事例検討及びロールプレイにより身につける。 

（到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー⑦ 精神保健福祉援助演習［基礎］［専門］〈第

６版〉  

ISBN：978-4-89269-910-8 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税込）：2,916 円 

参考文献 授業において適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

発表・レポート（60）、毎回の授業態度（20）、主体性・積極性及び発言等の内容（20）に

より評価する。 

質問・相談の受付方法 
質問については授業中、相談については授業の前後や空き時間等に各担当教員に申し出て下

さい。 



履修条件 

【必須要件】「精神疾患とその治療 A・B」「精神保健の課題と支援 A・B」「精神保健福祉

相談援助の基盤 A・B」、「精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅠA・B」、「精神保健に関

する制度とサービス A・B」を単位取得済であり、「精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ

A」を履修中または単位取得済の者に限る。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】  キャリアデザインカレッジ【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

演習は、相談援助の基盤および展開で身につけた技術を実習に結びつけるものです。そのた

め、授業においての積極的な参加・発言・質問を望みます。 

 

準備学習について 
教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助演習ⅡＡ 

開講期間： 後期(2015は

 

配当年： 3(2015 は 4) 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉援助技術の理論が実践につながるよう、実技指導・事例検討を中心とする演習

形態により学習する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーションと課題整理  

第２回       グループワーク（ＳＳＴ）の実践と具体例の展開 

第３回       支援における社会資源活用と家族調整（介入を含む） 

第４回       インテーク面接とアセスメント 

第５回       危機状態への対応（クライシスインタベンション） 

第６回       精神障害者等の偏見・差別と社会的排除 

第７回       精神科病院における社会的入院と退院支援 

第８回       精神障害者の地域移行・定着支援 

第９回       精神障害者のリカバリーと地域生活の継続 

第 10回       ひきこもり支援 ひきこもりの理解とその具体的支援方法 

第 11回       児童虐待への対応と家族介入とその支援 

第 12回       アルコール依存症支援（本人・家族への介入とその支援） 

第 13回       認知症支援 認知症の理解と本人・家族への介入とその支援 

第 14回       精神障害者の就労支援とは 

第 15回       まとめと総評 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(目的)精神保健福祉士の専門的援助技術及びリハビリテーション技法について、実技指導を

中心とする演習形態により習得し、自分自身で考え主体的に行動する態度を養成する。 

(概要)精神保健福祉援助実習の研鑽と定着を目指して、ケースワーク･グループワークを中

心とした精神保健福祉士の援助方法を、事例検討及びロールプレイにより身につける。 

(到達目標・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の

方針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助

の土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊

厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけ

ることができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー⑦ 精神保健福祉援助演習［基礎］［専門］〈第

６版〉  

ISBN：978-4-89269-910-8 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税込）：2,916 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

発表・レポート（60）、毎回の授業態度（20）、主体性・積極性及び発言等の内容（20）に

より評価する。 

質問・相談の受付方法 
質問については授業中、相談については授業の前後や空き時間等に各担当教員に申し出て下

さい。 



履修条件 

【必須要件】 

2016年度生：「精神保健福祉援助演習Ⅰ」、「精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡA」

を単位取得済であり、「精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡB」、「精神保健福祉援助

実習指導 A」、「精神保健福祉援助実習」を履修中である者に限る。 

2015年度生：「精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡA」、「精神保健福祉の理論と相談

援助の展開ⅡB」、「精神保健福祉援助実習指導 A」を単位取得済であり、「精神保健福祉援

助実習指導 B、C」、「精神保健福祉援助実習」を履修中である者に限る。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】  キャリアデザインカレッジ【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

2016年度生：本演習は、演習Ⅰで身につけた技術を春季実習へと繋げるものです。そのため、

授業においての積極的な発言や質問を望みます。 

2015年度生：本演習は、演習Ⅰで身につけた技術を春季実習での体験と絡めて定着させ、夏

季実習へと繋げるものです。そのため、授業においての積極的な発言や質問を望みます。 

準備学習について 
教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助演習ⅡＢ 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉援助技術の理論が実践につながるよう、実技指導・事例検討を中心とする演習

形態により学習する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション、実習を終えての個別課題整理  

第２回       グループワーク（ＳＳＴ：ソーシャルスキルズトレーニング）の実践と具体

例の展開（実習事例を用いて） 

第３回       貧困、ホームレスへの支援 

第４回       精神科デイケアにおけるソーシャルワーク 

第５回       危機介入（クライシスインタベンション） 

第６回       ピアサポート（当事者によるサポート支援） 

第７回       リハビリテーションゴールに向けた支援計画 

第８回       アウトリーチとは 具体的展開例 

第９回       ケアマネジメント（実習事例を用いて） 

第 10回       医療観察法におけるチームアプローチとネットワーキング 

第 11回       チーム医療と他職種との連携 

第 12回       精神保健福祉ボランティア講座と地域における支援 

第 13回       支援・サービス評価 

第 14回       わが国の障害者施策と当事者参加 

第 15回       まとめと総評 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(目的)精神保健福祉士の専門的援助技術及びリハビリテーション技法について、実技指導を

中心とする演習形態により習得し、実際の現場で自分自身で考え主体的に行動する態度を養

成する。 

(概要)現場で動ける精神保健福祉士となるため、ケースワーク･グループワークを中心とし

た精神保健福祉士の援助方法を、事例検討及びロールプレイにより身につける。 

この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「対人援助における重要

な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的延援助の土台となる理念や価値・態度」、

さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、

協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につけることができます。 

 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士養成セミナー⑦ 精神保健福祉援助演習［基礎］［専門］〈第

６版〉  

ISBN：978-4-89269-910-8 

出版社：へるす出版 

著者名：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会 編集 

価格（税込）：2,916 円 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

発表・レポート（60）、毎回の授業態度（20）、主体性・積極性及び発言等の内容（20）に

より評価する。 

質問・相談の受付方法 
質問については授業中、相談については授業の前後や空き時間等に各担当教員に申し出て下

さい。 



履修条件 

【必須要件】 

「精神保健福祉援助演習ⅡA」を単位取得済であり、「精神保健福祉援助実習指導 B、C」、

「精神保健福祉援助実習」を履修中である者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

本演習は、演習Ⅰ・ⅡＡで身につけた技術を実習での体験と絡めて定着させ、現場実践へと

繋げるものです。そのため、授業においての積極的な実技実践や発言を望みます。 

 

準備学習について 

次回の事例について予習を行い、把握しておくこと。 

各自の実習における個別支援事例を用いた演習を行いますので、個別の事例について整理し

ておいてください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助実習指導Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉実習に必要な倫理・知識・技術を身に付け、精神保健福祉士としての相談援助

のあり方について学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（合同授業） 

             参加型体験実習（プレ実習）の振り返り 

第２回       プレ実習報告会 

             参加型体験実習（プレ実習）の振り返り、実習報告会参加者の確認 

第３回       実習の目的と達成課題の理解 

             実習の配属先発表 

              

 

第４回       実習計画書の意義と書き方 

             配属先の概要等調べ、情報収集をする。資料が必要な学生は実習指導セン 

             ターに相談を行う。 

第５回       個人票の作成、事前訪問の流れと注意点 

第６回       実習計画書（下書き）の作成 

第７回       事前訪問準備、実習報告会参加準備 

第８回       精神科医療機関の理解 

第９回       地域の障害福祉サービス事業所の理解 

第 10回       事前訪問の報告と事前学習、実習計画書作成  

第 11回       実習計画書（清書）の作成 

             ※個人票・実習計画書清書の提出（提出前に２部コピーをとる） 

第 12回       個人のプライバシー保護と守秘義務の理解 

             社会人としてのマナーやルールについて学ぶ 

第 13回       記録の意味理解と実習日誌の記録方法 

             具体的な内容を実際に書き記録としての意味や理解したことを記入する 

第 14回       精神保健福祉援助に係る専門的知識と技術に関する理解 

第 15回       実習に向けてのオリエンテーション 

             実習生の心得・挨拶・精神保健福祉士の倫理綱領等 

第 16回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)精神保健福祉援助実習の事前教育を行う。 

(目的)精神保健福祉援助実習の意義について理解し、精神保健福祉士として求められている

資質・技能・倫理等を学ぶとともに、自己に求められている課題を把握し専門職としてのあ

り方を習得する。 

(到達目標・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方

針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の

土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳

を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につける

ことができます。 



テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ１１「精神保健福祉援助実習」（第２版） 

ISBN：978-4-335-61123-0 

出版社：弘文堂 

著者名：福祉臨床シリーズ編集委員会編 責任編集=河合美子 

価格（税抜）：2,700 円 

 

テキスト名：本学精神保健福祉実習委員会編『精神保健福祉援助実習の手引き』 

参考文献 

その他、講義にて適宜紹介する。 

 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①提出物（事前学習 10%、日誌 20%、個人票 10%、実習計画書 20%）の期限・内容 

②受講態度(40%） 

※実習前に実習を辞退した場合、本科目は不可となる。 

質問・相談の受付方法 質問については各担当教員に申し出ること。 

履修条件 

【必須条件】施設見学実習及び参加型体験実習に参加し、「精神疾患とその治療 A・B」「精

神保健の課題と支援 A・B」「精神保健福祉相談援助の基盤 A・B」「精神保健福祉に関する

制度とサービス A・B」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅠA・B」、「精神保健福祉の

理論と相談援助の展開ⅡA」、「精神保健福祉援助演習Ⅰ」の単位を取得済みであり、「精

神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅡB」「精神障害者の生活支援システム」「精神保健福

祉援助演習ⅡA」を履修中または単位取得済の者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

原則として毎回講義には確実に出席をする。やむを得ない欠席の場合は、担当教員に聞くな

ど、その補填を確実に済ませておくこと。実習に必要な書類やレポートなどの準備・提出は

必ず期限を厳守し、記載内容に漏れがないよう注意を払って提出前のチェックを行うこと。

掲示板は常に確認し、Gメールの設定を必ず行うこと。※実習指導では、４回以上の欠席の

場合は単位の修得を認めない。 

準備学習について 
教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助実習指導Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉援助実習に必要な倫理・知識・技術を身に付け、精神保健福祉士としての相談

援助のあり方を学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       個別ワーク 

             内容：自己評価票作成、実習体験申し送り記入、実習を終えての１２の質 

             問 

第３回       個別発表 

             内容：個人発表（実習を終えての１２の質問） 

第４回       自分の課題について 

             内容：個別ワーク(教科書 P36.37 を参照のこと） 

第５回       実習先の事前訪問について 

第６回       実習における個人票の作成 

第７回       実習計画書（下書き）の作成 

第８回       地域施設の理解  

第９回       精神科病院の理解 

第 10回       事前訪問報告、実習計画書の作成 

第 11回       実習計画書（清書）の作成・提出 

             ※個人票・実習計画書清書の提出（提出前に２部コピーをとる 

第 12回       実習生のマナーやルール、守秘義務について 

第 13回       記録の理解（実習日誌等） 

第 14回       夏季実習に向けた各自の課題と目標の整理・発表 

第 15回       実習報告会・報告書について 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)精神保健福祉援助実習の事前・事後教育を行う。 

(目的)精神保健福祉援助実習の意義について理解し、精神保健福祉士として求められている

資質・技能・倫理等を学ぶとともに、自己に求められている課題を把握し専門職としてのあ

り方を習得する。 

(到達目標・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方

針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の

土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳

を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につける

ことができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ１１「精神保健福祉援助実習」（第２版） 

ISBN：978-4-335-61123-0 

出版社：弘文堂 

著者名：福祉臨床シリーズ編集委員会編 責任編集=河合美子 

価格（税抜）：2,700 円 

 

テキスト名：本学精神保健福祉実習委員会編『精神保健福祉援助実習の手引き』 

参考文献 その他、講義にて適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①提出物（事前学習 10%、個人票 10%、実習計画書 20%、報告書 20%）の期限・内容 

②受講態度(40%) 

※「精神保健福祉援助実習」が不可となった場合本科目も不可となる。 

質問・相談の受付方法 質問については各担当教員に申し出ること。 

履修条件 
【必須条件】「精神保健福祉相談援助実習指導Ａ」の単位を取得済みであること。「精神保

健福祉援助演習ⅡA」を履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

原則として毎回講義には確実に出席をする。やむを得ない欠席の場合は担当教員に聞くな

ど、その補填を確実に済ませておくこと。実習に必要な書類やレポートなどの準備・提出は

必ず期限を厳守し、記載内容に漏れがないよう注意を払って提出前のチェックを行うこと。

掲示板は常に確認し、Gメールの設定を必ず行うこと。 

※実習指導では、４回以上の欠席の場合は単位の修得を認めない。 

準備学習について 
教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助実習指導Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉援助実習に必要な倫理・知識・技術を身に付け、精神保健福祉士としての相談

援助のあり方を学ぶ。 

授業計画 

第１回       自己評価票作成、実習体験申し送り記入 

第２回       実習の振り返り 

第３回       パワーポイント・レポートの作成 ① 

第４回       パワーポイント・レポートの修正 ② 

第５回       家族支援の実際（具体的展開例） 

第６回       うつ病支援の実際（具体的展開例） 

第７回       統合失調症支援の実際（具体的展開例） 

第８回       依存症支援の実際（具体的展開例） 

第９回       報告会のリハーサル 

第 10回       実習報告会 

第 11回       専門職としてのセルフケア （メンタル面を含む） 

第 12回       認知症高齢者への支援の実際（具体的展開例） 

第 13回       対人援助職の倫理（医療現場等） 

第 14回       対人援助職の倫理（地域事業所等） 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)精神保健福祉援助実習の事後教育を行う。 

(目的)精神保健福祉援助実習の意義について理解し、精神保健福祉士として求められている

資質、技能、倫理等を学ぶとともに、実習の振り返りを通じて自己の課題を把握し専門職と

してのあり方を習得する。 

(到達目標・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方

針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の

土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳

を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につける

ことができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ１１「精神保健福祉援助実習」（第２版） 

ISBN：978-4-335-61123-0 

出版社：弘文堂 

著者名：福祉臨床シリーズ編集委員会編 責任編集=河合美子 

価格（税抜）：2,700 円 

 

テキスト名：本学精神保健福祉実習委員会編『精神保健福祉援助実習の手引き』 

参考文献 その他、講義にて適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

①提出物：報告書の期限・内容、報告会のプレゼンテーション（50%） 

②受講態度(50%) 

※自己評価を含む 

※「精神保健福祉援助実習」が不可となった場合、本科目も不可となる。 

質問・相談の受付方法 質問については各担当教員に申し出ること。 



履修条件 

【必須条件】 

「精神保健福祉援助実習指導 B」を履修中かつ取得見込で「精神保健福祉援助演習ⅡB」の単

位修得済の者に限る。 

特別学生の履修可否 
科目等履修生【不可】  キャリアデザインカレッジ【不可】 

聴 講 生 【不可】 

メッセージ 

原則として毎回講義には確実に出席をする。やむを得ない欠席の場合は担当教員に聞くな

ど、その補填を確実に済ませておくこと。実習報告書・パワーポイント資料の提出は必ず期

限を厳守し、記載内容に漏れのないよう注意を払って提出前のチェックを行うこと。 

※実習指導では、４回以上の欠席の場合は単位の修得を認めない。 

準備学習について 
教科書の該当箇所や配布資料、レジュメの内容について、1時間半以上の予習復習を行った

うえで講義に臨んでください。 



 

講義科目名称： 精神保健福祉援助実習 

開講期間： 後期、通年 配当年： 3年,4年 単位数： 5 

 

必選： 選択 

担当教員： 長坂和則、飛田義幸、山城厚生 

テーマ 
精神保健福祉現場における実習体験を通して、精神障害者がおかれている状況及び精神保健

福祉の現場を把握し精神保健福祉士としての相談援助の方法及びあり方を学ぶ。 

授業計画 

  １．     基本的な実習期間 

              ①夏季：8月中旬～9月下旬 

              ②春季：2月中旬～3月下旬 

              ※実習先の状況及び学生の状況を考慮し配属を決定する。実習先の状況 

             により、実習期間・日程は変わる。 

              ※実習中は週に１回以上巡回担当教員が実習先を巡回もしくは帰校日指 

             導を行う。 

  ２．     主な実習機関と目的 

              精神科医療機関・障害者総合支援法における障害福祉サービス事業所・ 

             公的機関等 2ヶ所で現場実習を実施する。精神保健福祉士としての知識と 

             技術を身につけることを目的する。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）精神保健福祉援助実習を通して、精神障害者のおかれている現状とその生活背景を

理解し、生活実態や生活上の課題について把握する。精神保健福祉士としての相談援助業務

及び支援の方法を学び、ソーシャルワークの実践力を養う。 

※医療機関での実習は必須となっている。 

(目的)精神科医療（精神科病院・診療所）並びに地域の障害福祉サービス事業所等における

現場実習を通して、精神障害者の相談援助に関わる専門的知識と実践的な技術等を体得する

こと。 

(到達目標・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、福祉心理学科の学位授与の方

針のうち、「対人援助における重要な知識と高度な専門技術」および「福祉や心理的援助の

土台となる理念や価値・態度」、さらに医療福祉学科の学位授与の方式のうち「人間の尊厳

を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する力」を身につける

ことができます。 

テキスト 

テキスト名：精神保健福祉士シリーズ１１「精神保健福祉援助実習」（第２版） 

ISBN：978-4-335-61123-0 

出版社：弘文堂 

著者名：福祉臨床シリーズ編集委員会編 責任編集=河合美子 

価格（税抜）：2,700 円 

 

テキスト名：本学精神保健福祉実習委員会編『精神保健福祉援助実習の手引き』 

参考文献 

その他、講義にて適宜紹介する。 

 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

実習指導者が作成した本学所定の実習評価票、実習日誌、巡回指導及び帰校日指導の態度を

もとに、精神保健福祉実習委員会の合議にて決定する。 

質問・相談の受付方法 
実習中は、原則として１週間に１回以上の巡回指導教員が巡回もしくは、帰校日指導を行う

ので、巡回担当教員に質問や相談をし、指導を受けること。 



 

履修条件 

【必須要件】施設見学実習及び参加型体験実習に参加し、「精神疾患とその治療Ａ・Ｂ」、

「精神保健の課題と支援Ａ・Ｂ」、「精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）」または

「精神保健福祉相談援助の基盤Ａ・Ｂ」、「精神保健に関する制度とサービスＡ・Ｂ」、「精

神保健福祉の理論と相談援助の展開ⅠＡ・Ｂ」の単位を取得済であり、「精神保健福祉援助

実習指導Ａ」を履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 
実習先での遅刻や欠席は認められない。また、実習時間(210 時間)は全て実施しなければ修

得したことにはならない。 

準備学習について 実習には精神保健福祉士を目指すものであり、実習の手引きと内容を理解して臨むこと。 



 

講義科目名称： 情報科学概論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ コンピュータ内の処理速度や補助記憶装置などの記憶の仕組みなどを学習する。 

授業計画 

第１回       フロッピーディスクの仕組みと容量計算（セクタ方式） 

第２回       フロッピーディスクの記憶の仕組み（セクタ方式） 

第３回       ハードディスクの仕組みと容量計算（バリアブル方式） 

第４回       ハードディスクの記憶の仕組み（バリアブル方式） 

第５回       データの転送時間（セクタ方式） 

第６回       データの転送時間（バリアブル方式） 

第７回       補助記憶装置総合 

第８回       ＣＰＵアーキテクチャ１ プロセッサの性能評価 

第９回       ＣＰＵアーキテクチャ２ ＭＩＰＳ 

第 10回       メモリアーキテクチャ ヒット率 

第 11回       システムの信頼性 保守性と可用性 

第 12回       システムの信頼性 稼働率 

第 13回       ＲＡＩＤシステムについて 

第 14回       ＲＡＩＤシステムの稼働率 

第 15回       シングルタスクとマルチタスク 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

補助記憶装置をはじめとする、システムの仕組みや性能をより深く具体的に理解するため、

数値による計算を用いて比較・確認を行います。 

内容の区切りごとに確認テストを実施します。 

医療福祉学科の福祉情報科目で情報の基礎知識を習得できます。 

 

テキスト プリント配布 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験 ６０％、確認テスト ４０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。 

不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入して下さい。 

履修条件 【必須要件】情報と論理の単位を取得していること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・確認テストの追・再試は行いません。 

・欠席した場合は、次の授業までに内容を確認のため必ず質問に来てください。 

 

 



準備学習について 

・前回の授業内容を復習してから授業に参加すること。 

・テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： 情報と論理 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ コンピュータ内部で表現されている数値、論理などの取扱について学ぶ。 

授業計画 

第１回       データの単位、補助単位 

第２回       基数変換１ １０進数からｎ進数 

第３回       基数変換２ ｎ進数から１０進数 

第４回       小数部の基数変換 

第５回       ２進数の加算、減算 

第６回       補数、補数を用いた計算 

第７回       負の数の基数変換（２進数から１０進数） 

第８回       基数変換 総合 

第９回       論理演算と論理素子 

第 10回       論理回路と半加算機・全加算機 

第 11回       シフト演算 算術シフトと論理シフト 

第 12回       文字コード データ表現と図の容量 

第 13回       音声の容量 

第 14回       数値の正規表現について 

第 15回       浮動小数点の表現 ＩＥＥＥ標準形式 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

コンピュータ内部で使用されている２値の信号について理解し、この信号を用いた論理操作

やデジタル演算、制御について学習する。 

内容の区切りごとに確認テストを実施します。 

医療福祉学科の福祉情報科目で情報の基礎知識を習得できます。 

 

テキスト 

テキスト名：情報処理活用試験２級テキスト 2018年度版  

出版社：実教出版  

著者名：岩井 宏、太田信宏、齋藤裕美、中島寛和、洪 邦夫  

価格（税抜）：1,500 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験 ６０％、確認テスト ４０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 【必須要件】コンピュータシステムＡを受講していること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
・欠席した場合は、次の授業までに内容確認のため必ず質問に来てください。 

・確認テストの追・再試は行いません。 



準備学習について 

・前回の授業内容を復習してから授業に参加すること。 

・テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 

 

 



 

講義科目名称： アルゴリズムとデータ構造 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ アルゴリズムの表現方法とさまざまな処理方法を理解する。 

授業計画 

第１回       アルゴリズムとは 

第２回       変数、配列 

第３回       流れ図記号について 

第４回       変数と演算、基本構造 

第５回       トレースとトレース表 

第６回       合計処理 

第７回       平均処理 

第８回       最大・最小処理 

第９回       配列処理 入力、出力 

第 10回       配列処理 演算処理 

第 11回       線形探索法 

第 12回       二分探索法 

第 13回       基本選択法 

第 14回       基本交換法 

第 15回       その他の処理について 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

問題を解決したり、さまざまな処理を行ったりするためには、手順が必要になる。この手順

のことをアルゴリズムという。本講義では、アルゴリズムの表現方法を理解し、コンピュー

タの内部や表計算ソフトなどで利用されている処理方法を実際のアルゴリズムとして理解

し、プログラム作成の基礎を習得する。 

医療福祉学科の福祉情報科目で、プログラムの基礎となる知識を習得することができる。 

テキスト プリント配布 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験（５０％）と提出物・確認テストなど（５０％）の平常点で評価する。 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 キャリアデザインカレッジ【可】 

聴 講 生 【不可】 

但し、翌年にプログラミング系科目の取得を希望する方。 

 

メッセージ 

・確認テストの追・再試は行いません。 

・２年次以降に C言語プログラミング、JAVA プログラミングを受講したい学生は、 

 本科目を受講した方がよいと思います。 



準備学習について 

・授業内に終了しなかったものは、必ず次回までに完成させること。 

・復習をして理解を深めておくこと。 

・次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： ソフトウェア 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ コンピュータにおけるオペレーティングシステムの役割 

授業計画 

第１回       ソフトウェアの概要 

              講義内容紹介 

              ソフトウェアとは（ソフトウェア、アルゴリズム、ドキュメント、マニ 

             ュアル、など） 

第２回       ソフトウェアの体系 

              ＯＳの構成 

第３回       ＯＳの管理機能① 

              ジョブ管理 

第４回       ＯＳの管理機能② 

              タスク管理 

第５回       ＯＳの管理機能③ 

              記憶管理 

              仮想記憶管理 

第６回       ＯＳの管理機能④ 

              セキュリティ管理と入出力管理 

第７回       ファイル管理① 

              ファイルとレコード 

              ファイルのアクセス、アクセス権 

第８回       ファイル管理② 

              ファイルの編成法 

第９回       ファイル管理③ 

              ファイルシステム、アクセス方式 

              論理ファイル管理（ディレクトリ、絶対パス／相対パス） 

第 10回       プログラム言語とその特徴 

              プログラム言語体系 

              プログラム言語とその種類 

第 11回       プログラム言語と現在におけるプログラム言語の動向 

              プログラム言語の分類 

              プログラム言語とその種類 

              現在におけるプログラム言語の動向 

第 12回       言語プロセッサ 

              言語プロセッサ コンパイラ 

第 13回       言語プロセッサ 

              言語プロセッサ インタプリタ ジェネレータ 

第 14回       マルチメディア 



              マルチメディアと社会・動向 

第 15回       現在のソフトウェアの動向と社会 

              ソフトウェアの動向と社会 

試験 

              ソフトウェア全般に関する知識の確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業概要】 

情報社会の中で必要な基礎的なソフトウェアについての学習を行う。 

 

【到達目標及び卒業認定・学位授与】 

情報社会の中で使用されているコンピュータソフトウェアについて、その機能・意味などに

ついて理解する。 

テキスト 毎時間、レジュメを配布し、レジュメにしたがい講義を行う。 

参考文献 必要に応じて講義内で紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業へ積極的授業参加と受講態度（30％）、及び試験（70％）により評価する。 

質問・相談の受付方法 

授業終了後教室、及び、講師控室で受け付ける。 

また、電子メールにて随時受け付ける。 

 

履修条件 高校までの情報教育以上の基礎知識は不要。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
ネットワークの時代の中でコンピュータやスマフォの裏方で機能するソフトウェアについ

て理解を授業を通して深めてほしい。 

準備学習について 
内容は相当量のボリュームとなるので、復習を心がけること。予習は不要であるが、３０分

程度の復習を心掛けること。用語の記憶だけでなく、その仕組みの概略も押さえること。 



 

講義科目名称： 視覚障害情報保障論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 視覚障害と視覚障害者に対する情報保障 

授業計画 

第１回      視覚障害者の理解と視覚障害体験 

              情報提供の仕方 

              立体蝕図による晴眼者と視覚障害者との理解の違い 

 

第２回      視覚障害に関する基本的知識と支援 

              誘導支援など基本的な視覚障害知識と支援技術 

第３回       視覚障害者に関する応用的知識と支援 

              食事支援など応用的な支援技術 

第４回       視覚障害者の特徴 

              視覚障害者の特徴と視覚障害に関する基礎知識 

第５回       視覚障害児者における発達 

              視覚障害児者における発達とその支援 

 

第６回       視覚障害児者の触覚支援 

              視覚障害児者の触覚支援法と体験 

第７回       視覚障害の聴覚を使用した情報入手 

              視覚障害の聴覚を使用した情報入手法と体験 

第８回       視覚障害の病気とその症状 

              網膜色素変性症とその見え方 

              黄班部変性症とその見え方 

              高齢者と視覚障害 

              

 

第９回       視覚障害の病気とその症状② 

              緑内障のさまざまとその見え方 

              現代の目の生活習慣病 ドライアイなど 

 

第 10回       視覚障害の病気とその症状③ 

              白内障のさまざまとその見え方 

              飛蚊症とその見え方 

              網膜裂孔、網膜はく離とその見え方 

 

第 11回       目の構造 

              目の構造とその仕組み、各器官の役割 

第 12回       目の構造と色の認識 



              色弱者への配慮と支援、体験 

第 13回       視覚障害シミュレーションめがねの制作 

              興味のある視覚障害を実現するめがねの制作 

第 14回       視覚障害シミュレーションめがねによる体験 

              制作しためがねを使っての視力検査や視野検査、読書、工作などを行っ 

             ての視覚障害者理解 

第 15回       視覚障害情報保障のまとめ 

試験 

              視覚障害となる病気や目の構造に関する知識確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

視覚障害者は、見えないためにさまざまな不便を強いられている。視覚障害者が私たちと同

じ情報を得るようにすることを情報保障という。本講義では、眼の知識とともに、講義と演

習を通して視覚障害、および視覚障害を理解するための学習を行う。 

        

（目的）  

視覚障害と視覚障害への情報保障に対する理解。 

 

テキスト 講義レジュメを毎回配布します。 

参考文献 適宜授業中に紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験および課題提出で評価します。 

質問・相談の受付方法 
講義終了後、教室で受け付けます。 

 

履修条件 特に設定しません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 視覚障害者への理解とともに、視覚障害に関する知識が得られます。 

準備学習について 

この授業では目の構造や視覚障害の学習をした後にシミュレーションメガネを制作します。

視覚障害の学習をせずにメガネの制作は困難となりますので、授業に欠席しないことが大切

となります。また演習等の報告書の提出がない場合、単位取得が困難となる場合があります。 



 

講義科目名称： 視覚障害情報保障論演習 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 視覚障害者のさまざまな情報保障 

授業計画 

第１回       視覚障害概論 

             視覚障害と視覚障害の疾病 

第２回      パソコンによる拡大図書制作① 

             拡大図書制作理論 

             パソコンによる拡大図書の制作 

第３回      パソコンによる拡大図書制作② 

             パソコンによる拡大図書の制作と製本 

第４回      手書きによる拡大図書の制作① 

             手書きによる拡大図書の制作の理論 

             手書きによる拡大図書の制作 

第５回      手書きによる拡大図書の制作② 

              手書きによる拡大図書の制作・製本 

第６回      弱視者の理解と拡大図書の作成① 

             弱視者のための拡大図書制作理論 

             白黒絵本、白黒図書の制作 

第７回      弱視者の理解と拡大図書の作成② 

             弱視者のための拡大図書制作 

             白黒絵本、白黒図書の制作製本 

第８回      立体触図教材の制作① 

             立体触図の制作理論 

             立体触図絵本教材制作  

第９回      立体触図教材の制作② 

             立体触図絵本教材制作・製本   

第 10回      触覚絵本教材制作① 

             触覚の理論 

             触覚による物の理解絵本教材制作 

第 11回      触覚絵本教材制作② 

             触覚によるものの理解絵本教材制作・製本 

第 12回      視覚障害者ガイドヘルプ法① 

             基本的なガイドヘルプ法 

             同行援護従業者基礎 

第 13回      視覚障害者ガイドヘルプ法② 

             応用的なガイドヘルプ 

             同行援護従業者応用 

第 14回      コンピュータによる視覚障害者支援① 



             コンピュータによる点字点訳 

               

 

第 15回      コンピュータによる視覚障害者支援② 

             コンピュータによる情報入手法 

試験 

              情報保障論演習で学習したことの確認テスト 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

視覚障害者は、見えないためにさまざまな不便を強いられている。視覚障害者が私たちと同

じ情報を得るようにすることを情報保障という。本講義では、情報保障手段として使用され

ている点字や点訳、視覚障害者支援のための学習を行う。 

 

（目的）  

点訳ができる、また多面に渡り視覚障害者支援ができる。 

 

テキスト 講義レジュメを毎回配布します。 

参考文献 

「点訳の手引き」全国視覚障害者情報提供施設協会 

「点訳便利帳」点字学習を支援する会 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験および課題提出で評価します。 

 

質問・相談の受付方法 
講義終了後、教室で受け付けます。 

 

履修条件 

【希望的要件】視覚障害情報保障論を履修していることが望ましい。 

 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
視覚障害者支援のさまざまを学習することは、これからの社会に大いに役立ちます。「知っ

ていること」ことは、視覚障害者のためだけではなく、自分のためにもなります。 

準備学習について 視覚障害支援のための教材制作も行います。自宅での制作になることもあります。 



 

講義科目名称： 福祉製品論 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ 福祉用具を中心とした福祉製品やそれを用いた住環境について学習する 

授業計画 

第１回       福祉用具の定義と役割 

第２回       移動・移乗のための福祉用具 

第３回       車いすについて 

第４回       車いすの操作演習 

第５回       スロープ・段差解消機 

第６回       特殊寝台について 

第７回       ポータブルトイレ・入浴補助用具について 

第８回       コミュニケーション支援用具、その他の福祉用具について 

第９回       安全な住まいの整備概論 

第 10回       手すりについて 

第 11回       高齢者用トイレの設計１（資料調査） 

第 12回       高齢者用トイレの設計２（図面作成） 

第 13回       入浴について 

第 14回       高齢者用浴室の設計１（資料調査） 

第 15回       高齢者用浴室の設計２（図面作成） 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

福祉用具を中心として、各種福祉用具に関する知識と福祉住環境に使用される用具などに関

する知識の習得をする。 

医療福祉学科の福祉情報科目で、この科目の履修を通じて人の尊厳の尊重、多様な価値観を

認めて、福祉用具環境整備を通して他者との関わりを学ぶ。 

テキスト 

テキスト名：福祉住環境コーディネーター検定試験 ３級公式テキスト 改訂４版 

ISBN： 978-4924547599 

出版社：東京商工会議所 

価格（税抜）：2,700 円 

参考文献 福祉用具のカタログ 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験 50%、課題 50％で評価する。 

課題の評価は返却時に行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
国際福祉機器展を見学するなど、実際のものを目にする努力をしてください。 

 

準備学習について 

テキストで授業を行う内容を確認すること。 

設計においては、時間内に終わらせるための準備をしてくること。 

講義１回に対し４時間以上の時間を費やし、予習・復習・設計を行うこと。 



 

講義科目名称： ウェブアクセシビリティ論演習Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 多様なユーザに配慮したウェブページ制作の基礎 

授業計画 

第１回       ＨＴＭＬの基本 

第２回       HTMLとスタイルシート 

第３回       マークアップ 

第４回       文字のデザイン 

第５回       ヘッダーとフッター 

第６回       レイアウトとデザイン（１）背景の色 

第７回       レイアウトとデザイン（２）文書の配置と罫線 

第８回       レイアウトとデザイン（３）さまざまなフォント 

第９回       画像の表示 

第 10回       画像の配置とキャプション 

第 11回       リンク（１）ページの追加 

第 12回       リンク（２）ナビゲーション 

第 13回       総合演習（１）コンテンツの制作 

             オリジナルページの制作 

 

第 14回       総合演習（２）ページのデザイン 

             オリジナルページの制作 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）ウェブページ作成の基礎となる HTML, CSS について、簡単なウェブページを作成し

ながら学ぶ。また、多様なユーザに配慮したウェブページやそのために推奨・非推奨とされ

る表現について学部。 

（到達目標）多様な利用者に配慮した情報発信の基礎を身につける。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性を持って他者と関わり連携

する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：HTML5&CSS3レッスンブック 

ISBN：978-4883378722 

出版社：ソシム 

著者名：エビスコム 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 

翔泳社『HTML5&CSS3 辞典』（株）アンク著 

『JIS 高齢者･障害者等配慮設計指針- 情報通信における機器､ソフトウェア及びサービス-

第 3部:ウェブコンテンツ JIS X 8341-3』 日本規格協会 

ほか、講義で紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義で実施する課題と学期末のレポート課題で評価します。（配点 ５０：５０） 

授業で実施したレポート課題は、次の回の授業内で総評と解説、または適宜個別指導を行い

ます。学期末のレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通

じて行います。 



質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mail による）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 

履修条件 
コンピュータの基本操作（フォルダ作成、メモ帳での文書作成・保存、ペイントでの作図な

ど）ができること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ Web制作を通して、コンピュータの世界から福祉について考えてみましょう。 

準備学習について 授業で課す課題を行い（1時間）、次回の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： ウェブアクセシビリティ論演習Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ 多様なユーザに配慮したウェブページ制作 

授業計画 

第１回       前期の復習（１）－Webと HTML 

第２回       前期の復習（２）－CSS 

第３回       リンクの設定 

第４回       ナビゲーション 

第５回       インデックスページの作成（１）－効率よくページにアクセスするために 

第６回       インデックスページの作成（２）－トップページをデザインする 

第７回       テーブル（１）－表組みの作成 

第８回       テーブル（２）－デザインの指定 

第９回       スマートフォンやタブレットへの対応 

第 10回       ウェブユーザについて知ろう 

第 11回       効果的な情報発信 

第 12回       ウェブ標準とアクセシビリティ 

第 13回       総合演習（１） 

             オリジナルページの制作 

             （コンテンツの作成） 

第 14回       総合演習（２） 

             オリジナルページの制作 

             （ページのデザイン） 

第 15回       まとめと総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）ウェブアクセシビリティ論演習Ａの続きの内容となる。ウェブページ作成の基礎と

なる HTMLと CSS について理解し、ウェブ標準とアクセシビリティについて理解し、ウェブ

が現代社会で果たしている役割について知る。 

（到達目標）ウェブが現代社会で果たしている役割を知り、多様なユーザに対して効果的に

情報発信する力を身につける。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の

方針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり

連携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：HTML5&CSS3レッスンブック 

ISBN：978-4883378722 

出版社：ソシム 

著者名：エビスコム 

価格（税抜）：2,400 円 

参考文献 

翔泳社『HTML5&CSS3 辞典』（株）アンク著 

『JIS 高齢者･障害者等配慮設計指針- 情報通信における機器､ソフトウェア及びサービス-

第 3部:ウェブコンテンツ JIS X 8341-3』 日本規格協会 

ほか、講義で紹介します。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義で実施する課題と学期末のレポート課題で評価します。（配点 ５０：５０） 

授業で実施したレポート課題は、次の回の授業内で総評と解説、または適宜個別指導を行い

ます。学期末のレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通

じて行います。 

質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mail による）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 

 

履修条件 【必須要件】ウェブアクセシビリティ論演習Ａの単位を取得していること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ ウェブアクセシビリティ論演習Ａの続きであるため、同年に受講することが望ましい。 

準備学習について 授業で課す課題を行い（1時間）、次回の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： Ｃ言語プログラミング 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ Ｃ言語でのプログラミングの基礎を学習する。 

授業計画 

第１回       C言語とは プログラムとコンパイル 

第２回       変数の型 

第３回       キーボード入力と画面表示 

第４回       型と四則演算、キャスト 

第５回       プログラミング１ 入力・計算・出力 

第６回       繰り返し処理１ while、do 

第７回       プログラミング２ 繰り返し処理 

第８回       分岐処理 if 

第９回       プログラミング３ 分岐処理 

第 10回       繰り返し処理２ for 

第 11回       １次元配列と 2次元配列 

第 12回       配列を利用した入出力 

第 13回       プログラミング４ 配列 

第 14回       プログラミング５ 探索処理 

第 15回       プログラミング６ ソート 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

C言語の文法を理解し、アルゴリズムに従ったプログラミング技術を身につける。 

１年次の「アルゴリズムとデータ構造」内容をＣ言語に置き換える。 

医療福祉学科の福祉情報科目で、プログラミングの基礎知識を習得できる。 

テキスト 

テキスト名：初級 C言語―やさしい C 

ISBN：978-4-407-32089-3 

出版社：実教出版 

著者名：筧 捷彦、後藤良和、佐久間修一、高田大二 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 「アルゴリズムとデータ構造」で使用した「データベースとアルゴリズム」 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験、課題で評価する。学期末試験 ４０％  課題 ６０％ 

課題は、流れ図、コーディング、リストをセットで提出し、1つの課題を 10点からの減点法

で採点します。 

授業時間内に課題が終わらない場合は、持ち帰り翌週までに提出してください。 

提出期限を過ぎた課題は 0点として採点します。また、未提出課題がある場合には期末試験

の受験はできません。 

課題の評価は、返却時に行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。 

不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入して下さい。 

履修条件 

「アルゴリズムとデータ構造」を履修しているか同等の知識を有すること。 

「アルゴリズムとデータ構造」を履修していない場合には、同等の知識があるか確認させて

いただきます。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 欠席した場合でも、期限内に課題を作成してください。必ず相談に来てください。 

準備学習について 

流れ図の作成、コーディングは、プログラミングの前に必ず完成させておくこと。 

テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上自己学習してください。 



 

講義科目名称： Ｃ言語プログラミング演習 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ C言語で実際にプログラムをコンピュータで実行する 

授業計画 

第１回       ｉｆ関数の入れ子、ｓｗｉｔｃｈ 

第２回       プログラミング１、２ （ｉｆを利用した処理、switchを利用した処理） 

第３回       関数 引数と戻り値１ 

第４回       プログラミング３ （配列への入力と出力） 

第５回       関数 引数と戻り値２ 

第６回       プログラミング４ （平均、分散、標準偏差） 

第７回       ファイル処理１ 読込 

第８回       プログラミング５ （ファイルからの読込みと出力） 

第９回       ファイル処理２ 書込 

第 10回       プログラミング６ （度数分布） 

第 11回       文字列処理１ 入、出力 

第 12回       プログラミング７ （グラフ作成） 

第 13回       文字列処理２ 文字列内の書き換え 

第 14回       プログラミング８ （文字列を使用したグラフ処理） 

第 15回       総合プログラミング 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

C言語プログラミングの続き科目で有り、C言語プログラミングのプログラムを実際にコン

ピュータで実行し、また応用部分の知識を取得する。 

医療福祉学科の福祉情報科目で、情報処理の仕事に必要なプログラミング技術を習得でき

る。 

テキスト 

テキスト名：初級 C言語―やさしい C 

ISBN：978-4-407-32089-3 

出版社：実教出版 

著者名：筧 捷彦、後藤良和、佐久間修一、高田大二 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 「アルゴリズムとデータ構造」で使用した「データベースとアルゴリズム」 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

課題点の合計を 100点換算して評価する。 

課題は、流れ図、コーディング、リストをセットで提出し、1つの課題を 10点からの減点法

で採点します。 

授業時間内に課題が終わらない場合は、持ち帰り翌週までに提出してください。 

提出期限を過ぎた課題は 0点として採点します。未提出課題は－１０点として採点します。 

各課題の評価は、返却時に行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。 

不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入して下さい。 

履修条件 
【必須要件】C言語プログラミングの単位を取得していること。 

平均、分散、標準偏差などの処理を行うため、統計学の知識が必要。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
欠席した場合は、課題について指示をしますので、必ず相談に来てください。 

 

準備学習について 

流れ図の作成、コーディングは、プログラミングの前に必ず完成させておくこと。 

テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： ユニバーサルデザイン技術論 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ ユニバーサルデザイン商品や製品の技術開発のための素養を養う 

授業計画 

第１回       ユニバーサルデザイン技術の基本的な考え方 

             ユニバーサルデザインの定義・目的 

第２回       ユニバーサルデザインの考え方 

             ユニバーサルデザインの考え方・発生の背景 

第３回       ユニバーサルデザイン開発の推進 

             ユニバーサルデザイン開発のプロセス 

第４回       ユニバーサルデザイン開発の推進 

             ユニバーサルデザイン開発のステップ① 

第５回       ユニバーサルデザイン開発の推進 

             ユニバーサルデザイン開発のステップ② 

第６回       ユニバーサルデザインマトリックスの使用法 

第７回       ユニバーサルデザインユーザ分類表の作成① 

             多様なユーザに対応する分類表の作成 

             視覚障害者 

第８回       ユニバーサルデザインユーザ分類表の作成② 

             多様なユーザに対応する分類表の作成 

             聴覚障害者 肢体不自由者 

第９回       ユニバーサルデザインユーザ分類表の作成③ 

             多様なユーザに対応する分類表の作成 

             発達障害者 理解が苦手なユーザ 

第 10回       ユニバーサルデザイン商品の制作演習① 

             ユニバーサルデザイン開発の推進に沿ってのユニバーサルデザイン製品の 

             考案 

             問題点発見 

第 11回       ユニバーサルデザイン商品の制作演習② 

             ユニバーサルデザイン開発の推進に沿ってのユニバーサルデザイン製品の 

             考案 

             要求定義書の作成 

第 12回       ユニバーサルデザイン商品の制作演習③ 

             ユニバーサルデザイン開発の推進に沿ってのユニバーサルデザイン製品の 

             考案 

             コンセプト構築とデザイン制作 

第 13回       ユニバーサルデザイン試作品の制作 

             紙粘土などによるユニバーサルデザイン試作品の制作 

第 14回       ユニバーサルデザイン試作品の評価 



             ユニバーサルデザインの評価 

             試作品評価 

第 15回       ユニバーサルデザイン試作品の発表 

             各自が制作したユニバーサルデザイン試作品の発表と評価 

試験 

              ユニバーサルデザインの実際やユニバーサルデザイン商品開発について 

             の関係事項の確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

ユニバーサルデザイン商品や製品を開発するにあたって必要な基礎知識と応用知識を得る。 

テキスト 指定しない。 

参考文献 適時指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験 60%、課題 40％ 

質問・相談の受付方法 
授業終了時に受け付けます。メール（hirait@suw.ac.jp)にても受け付けます。 

 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 世の中にあふれているさまざまな製品や商品を見て、問題点や疑問点を見つけてください。 

準備学習について 
ユニバーサルデザイン商品の開発に向けた授業をしながら商品開発を目指す。授業の時間だ

けでは開発作業時間が不足するため、課題となることが多い。課題の提出は必須です。 



 

講義科目名称： ＪＡＶＡプログラミング 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ Java言語でプログラムを動かしてみよう 

授業計画 

第１回       Java言語の概要とプログラミングの準備 

第２回       プログラムの基本構造 

第３回       変数宣言の文 

第４回       式と演算子（１） 計算とオペランド 

第５回       式と演算子（２） 型の変換 

第６回       場合に応じた処理（１） if文 

第７回       場合に応じた処理（２）switch文 

第８回       繰り返しの処理（１） for文 

第９回       繰り返しの処理（２） while文 

第 10回       配列（１）配列とは 

第 11回       配列（２）多次元配列 

第 12回       メソッド（１）メソッドとは 

第 13回       メソッド（２）引数と戻り値 

第 14回       パッケージ 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）Java言語による簡単なプログラミングを通して Java 言語の文法とプログラミング

の基礎を学ぶ。 

（到達目標）Java言語の文法とプログラミング作法を習得する。 

（特記事項）講義は「導入→プログラミング→解説→課題」という形式で進め、毎回の授業

後に課題を提出します。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与方

針のうち、「情報について基礎的な知識を修得し、さまざまな学習課題に取り組む」力を身

につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：スッキリわかる Java入門 第 2版 

ISBN：978-4844336389 

出版社名：インプレス 

著者名：中山清喬・国本大悟 著 

価格（税抜）： 2,600円 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義で実施する課題と学期末のレポート課題で評価します。（配点 ５０：５０） 

授業で実施した課題は、次の回の授業内で総評と解説、または適宜個別指導を行います。学

期末のレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行い

ます。 

 

質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mail による）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 

履修条件 

【希望的要件】コンピュータの基本操作（入力、ファイル操作）ができること。 

プログラミングの経験は問いませんが、「アルゴリズムとデータ構造」を単位取得済である

ことが望ましいです。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

簡単なプログラミングを通して学習内容を確認していくので、プログラミング初心者でも無

理なく親しむことができます。 

プログラミングの世界を楽しみましょう。 

準備学習について 
授業毎に 2時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回の授業に臨むこと。 

 



 

講義科目名称： ＪＡＶＡプログラミング演習 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤 裕子 

テーマ オブジェクト指向言語としての Java 

授業計画 

第１回       Java言語の概要 

             前期の学習内容の復習 

第２回       オブジェクト指向入門 

第３回       クラスとインスタンス（１） クラスの定義 

第４回       クラスとインスタンス（２） インスタンスの利用 

第５回       コンストラクタ 

第６回       静的メンバ 

第７回       カプセル化 

第８回       継承 

第９回       抽象クラス 

第 10回       インタフェース 

第 11回       多態性 

第 12回       APIの活用 

第 13回       総合演習（１） 

             オブジェクト指向のまとめ 

第 14回       総合演習（２） 

             大きなプログラムに挑戦 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）オブジェクト指向の基本的な概念を理解する。また、様々なアルゴリズムによるプ

ログラミング演習を繰り返し行うことにより、プログラミングの力をつけていく。 

（到達目標）オブジェクト指向技術を用いたより汎用性の高いプログラミング手法を習得す

る。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与方

針のうち、「情報について基礎的な知識を修得し、さまざまな学習課題に取り組む」力を身

につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：スッキリわかる Java入門 第 2版 

ISBN：978-4844336389 

出版社名：インプレス 

著者名：中山清喬・国本大悟 著 

価格（税抜）： 2,600円 

参考文献 講義中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の講義で実施する課題と学期末のレポート課題で評価します。（配点 ５０：５０） 

授業で実施した課題は、次の回の授業内で総評と解説、または適宜個別指導を行います。学

期末のレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行い

ます。 

質問・相談の受付方法 

毎回の講義での課題提出（E-Mail による）の際に、質問事項を記述してください。内容によ

っては個人的に返信する場合もありますが、基本的には次回の講義の冒頭で質問事項につい

て解説をします。 



履修条件 

【必須要件】「Java プログラミング」を履修中または単位取得済、もしくは Java 言語によ

るプログラミング経験者（前期講義内容程度）であること。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
授業を欠席した場合には、次回の講義までに欠席分の内容についてテキストに目を通してお

いてください。 

準備学習について 授業毎に 2時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 情報システム設計論 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 情報システム開発の基礎を学ぶ 

授業計画 

第１回       システム開発技法 

              システム開発技法とその特徴 

第２回       開発コストモデル、システム開発組織 

              システム開発と開発コスト、その評価法 

              システム開発における組織体制 

第３回       システム開発の準備、システム化要件定義 

              システム化計画、準備 

              システム開発のシステム要件定義法 

第４回       システム分析技法 

              システム要件定義演習 

第５回       システム設計技法 

              システム開発設計技法とその特徴 

第６回       外部設計（１） 

              外部設計の手順とその内容 

第７回       外部設計（２） 

              外部設計の手順とその内容、演習 

第８回       外部設計（３） 

              外部設計の手順とその内容、演習 

第９回       内部設計（１） 

              内部設計の手順とその内容 

第 10回       内部設計（２） 

              内部設計の手順とその内容、演習 

第 11回       内部設計（３） 

              内部設計の手順とその内容、演習 

第 12回       プログラム設計 

              プログラム設計の手順とその内容 

第 13回       プログラミング、テストとレビュー 

              プログラミング言語とその特徴 

              開発ソフトウェアのテスト法 

              開発ソフトウェアのレビュー 

 

第 14回       システムの運用とサービスマネジメント 

              システムの運用管理、システム資源管理、障害管理などシステム運用に 

             かかわる管理法 

第 15回       システムの保守、調達計画・実施、ソフトウェアの再利用 



              システムの保守にかかわる事項や形態、契約、保守管理 

試験 

              システム設計全般にかかわる事項の知識確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

情報システムの開発は、情報社会において重要な位置を占めている。身近な情報システムに

図書館管理システムや鉄道や航空機の座席予約システムなどがある。このようなシステムが

どのように開発され、運用されるのか、その開発過程とともにシステム開発に関連する事柄

を学習する。 

 

（目的）  

情報システム開発の概要を理解する。 

 

テキスト 

テキスト名：基本情報技術者テキストⅢ システム開発とその運用 改訂版 

ISBN：978-4-407-33137-0 

出版社：実教出版株式会社 

著者名：平井利明・斎藤裕美 

価格（税抜）：1,600 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

筆記試験（４０点）、授業態度（２５点）、小テスト２回（３５点） 

講義中の質問への回答・発言に対し、適宜加点・減点 

質問・相談の受付方法 
教室、及び、講師控室で受け付ける。 

また、電子メールにて随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】原則、情報系科目の集大成となるので、情報科学概論、情報と論理、アルゴリ

ズムとデータ構造、ソフトウェアなど情報系の科目を履修した学生が対象。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
教職課程「情報」の履修者は履修することが望ましい。情報系企業や情報関係の就職や仕事

を考える学生は履修すると役立つ。 

準備学習について 
内部設計や外部設計では演習が一部入ります。授業時間内での課題消化は無理ですので自宅

での課題となります。課題提出は必須です。 



 

講義科目名称： ユニバーサルデザイン情報保障論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 障害者・高齢者・情報社会を意識したユニバーサルデザイン 

授業計画 

第１回      ユニバーサルデザイン情報保障論概論  

              ユニバーサルデザイン情報保障論の学習の概要について説明 

              ユニバーサルデザインの原則とその内容 

第２回      ユニバーサルデザインの原則 

              ユニバーサルデザインの原則とその内容 

第３回      ユニバーサルデザインの原則 

              ユニバーサルデザインの原則とその内容 

              ユニバーサルデザイン実践のための付則事項 

              ユニバーサルデザインのゆくえ 

              ユニバーサルデザインと法令（日本、アメリカ） 

第４回      ユニバーサルサインの原則 

              ユニバーサルサインとは 

              ユニバーサルデザインの原則 

              ディズニーランドにおけるユニバーサルデザイン 

第５回      ディズニーランドにおけるユニバーサルデザイン 

              ディズニーランドにおけるユニバーサルデザイン 

              エンターテインメントにおけるユニバーサルデザイン 

第６回      ユニバーサルデザインの発見 

              社会に出回っているユニバーサルデザインの特徴についての研究 

第７回      トイレのユニバーサルデザイン 

              社会で使用されているトイレのユニバーサルデザインについての研究 

第８回      視覚障害者のＵＤ 

              視覚障害者の特性 

              視覚障害者の特性に配慮したユニバーサルデザイン 

第９回      聴覚障害者のＵＤ 

              聴覚障害者の特性 

              聴覚障害者の特性に配慮したユニバーサルデザイン 

第 10回      聴覚障害のＵＤ 

              聴覚障害の理解と聴覚障害者 

第 11回      聴覚障害者のための音マップ 

              聴覚障害者のための音マップ・音カタログの制作 

第 12回      ピクトグラムとＵＤ 

              ピクトグラムとは 

              ユニバーサルデザインとなるピクトグラム 

第 13回      発達障碍者のためのピクトグラム 



              発達障害と発達障害者 

              発達障碍者のためのピクトグラム制作 

第 14回      カラーユニバーサルデザイン 

              カラーユニバーサルデザインの理論 

              カラーユニバーサルデザインに配慮したピクトグラムの制作 

第 15回      ユニバーサルサインの制作 

              道路標識や工事用柵のユニバーサルデザインを考える 

試験 

              これまで学習した内容の知識の確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

 障害者・高齢者・情報社会におけるユニバーサルデザインの基本的な考え方や技術等につ

いて総合的に学び製品機器開発・創出の知識等を身につける。 

 

（目的） 

 ユニバーサルデザインを学ぶことで障害者や高齢者の自立を促す製品機器開発・創出がで

きる、またその支援としての情報技術の知識・技術の利用・活用の必要性を学ぶ。    

 

テキスト 特に指定しません。 

参考文献 講義中適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験および課題提出で評価します。 

 

質問・相談の受付方法 
講義終了後、教室で受け付けます。 

 

履修条件 
履修要件は特にありませんが、視覚障害情報保障論や福祉対話技法、Webアクセシビリティ

論などを履修していると理解が容易となります。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
ユニバーサルデザインに関する豊富な知識が得られます。新しいユニバーサルデザイン製品

の開発や創造をしませんか。 

準備学習について 
ユニバーサルデザイン全般について、ユニバーサルデザインに関する商品等を考案したいと

思う学生には大いに役立つ授業です。 



 

講義科目名称： 医療概論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 
歴史的変遷を含めて医学・医療が何かを広く学び、その全体の姿を理解するとともに、そこ

にある基本的な問題点を考える。 

授業計画 

第１回       医学と医療 

第２回       医学の起源、古代の医学 

第３回       中世の医学、近世の医学 

第４回       20世紀の医学 

第５回       わが国の医学と医療の歴史 

第６回       現代医療 

第７回       倫理綱領 

第８回       脳死と植物状態、臓器移植 

第９回       インフォームドコンセント、情報開示 

第 10回       個人情報の保護 

第 11回       社会保障制度 

第 12回       医療制度 

第 13回       医療法と医療計画 

第 14回       地域保健と公衆衛生 

第 15回       予防医学 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

医療に従事する人は、医学・医療が何であるかを知らなければならない。ここでは、医学の

起源、医学の歴史に始まり現代医学に至る道のりと、近年の医療の現状とその問題点、さら

には日本の医療保険制度の仕組みについて講義する。 

医学の歴史と発展、これからの展望、医学の基礎的知識について理解を深めることを目的と

する。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 講義中、適宜指示します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：80％  授業態度：20％ 

質問・相談の受付方法 講義の終了後に随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件になります。 



準備学習について 
事前に該当部のテキスト読書をしてください。 

次回該当部は授業内で指示します。 



講義科目名称： 人体構造・機能論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 飯嶋 重雄

テーマ 「人体の解剖学・生理学概論」の修得 

授業計画 

第１回       細胞と組織の構造・機能 

第２回       神経組織・筋組織・上皮組織 

第３回       腺組織・ホルモンの生成と作用 

第４回       内分泌疾患の症状と検査 

第５回       膜組織・結合組織・支持組織・血液・体液 

第６回       頭蓋と脳神経の構造・機能 

第７回       脳幹部・脊髄の構造・機能 

第８回       皮膚・顔と頸部の構造・機能 

第９回       呼吸器官の構造・機能 

第 10回       循環器の構造と機能 

第 11回       消化管の構造と機能 

第 12回       肝臓・胆嚢・膵臓・腹膜の構造と機能 

第 13回       腎臓・泌尿器の構造と機能 

第 14回       生殖器の構造と機能 

第 15回       上肢下肢の骨と筋肉 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

指定テキストの第２章「人体構造・機能論」を全 15回で理解習得します。毎日の予習復習

に重点を置いて、基礎医学の理解を深めるために、毎回ミニテストを実施して、成績評価の

ベースとします。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 カラー版 徹底図解 からだのしくみ 新星出版社 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎日の予習復習に重点を置いて、基礎医学の理解を深めるために、毎回ミニテストを実施し

ます。ミニテストの評価が８５点で、講義中の積極性の評価が１５点です。１００点満点の

絶対評価です。 

質問・相談の受付方法 講義時間内に随時受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴  講  生  【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・理解向上のために、参考文献『からだのしくみ』を購入して講義に持参してください。 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件になります。 

準備学習について 授業計画に沿って、テキストを使って予習しておいてください。 



 

講義科目名称： 臨床医学Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 「臨床医学総論」および「感染症」の各論 

授業計画 

第１回       健康と疾病・疾病の原因 

第２回       病理的変化、病気の診断 

第３回       診断・検査の概要（血液所見・尿検査・画像検査） 

第４回       検査の概要（電気生理学的検査・呼吸機能検査・内視鏡検査、その他） 

第５回       治療方針の概要 

第６回       先天奇形（神経系・眼・耳・顔・頚） 

第７回       先天奇形（呼吸器・消化器・腎尿路・筋骨格） 

第８回       染色体異常・各部位の損傷（頭蓋・顔面・頚・胸部） 

第９回       各部位の損傷（腰腹部・泌尿器・上肢） 

第 10回       各部位の損傷（下肢・手足の関節）・中毒概論・薬品中毒 

第 11回       薬品以外の中毒各論 

第 12回       感染症・寄生虫症・腸管感染症 

第 13回       結核・細菌感染症 

第 14回       その他の細菌感染症 

第 15回       臨床医学Ａ全体のまとめと復習 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

テキストの第 3章「臨床医学総論」および第 4章の「感染症および寄生虫症」の前半部分を

理解し習得します。毎日の予習復習に重点を置いて、基礎医学の理解を深めるために、毎回

ミニテストを実施し、成績評価のベースとします。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 カラー版 徹底図解 からだのしくみ 新星出版社 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎日の予習復習に重点を置いて、基礎医学の理解を深めるために、毎回ミニテストを実施し

ます。ミニテストの評価が８５点で、講義中の積極性の評価が１５点です。１００点満点の

絶対評価です。 

 

質問・相談の受付方法 講義中随時受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

・医療従事者に必要な基礎医学の修得を目指す、レベルの高い講義内容です。学生は理解の

ために予習復習を徹底して行うように心がけてください。 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件になります。 



準備学習について 授業計画に沿って、テキストを使って予習しておいてください。 



 

講義科目名称： 臨床医学Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 寄生虫症ならびに皮膚・筋骨格系の疾患について理解を深める。 

授業計画 

第１回       寄生虫とは 

第２回       スピロヘータ・クラミジア・リケッチア・中枢神経ウイルス 

第３回       ウイルス続き（節足動物・出血熱・皮膚粘膜・肝炎） 

第４回       ヒト免疫不全ウイルス(HIV)・その他のウイルス・真菌・原虫 

第５回       蠕虫症・寄生虫症のまとめと復習 

第６回       皮膚及び皮下組織の感染症 

第７回       水疱症、皮膚炎および湿疹 

第８回       丘疹落屑、鱗屑性障害、じんま疹および紅斑 

第９回       皮膚および皮下組織の放射線に関係する障害 

第 10回       皮膚付属機の障害、皮膚および皮下組織のその他の障害 

第 11回       関節障害 

第 12回       全身性結合組織障害（膠原病とは？） 

第 13回       脊柱障害 

第 14回       軟部組織障害、骨障害および軟骨障害 

第 15回       筋骨格系および結合組織のその他の障害 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

寄生虫症として代表的疾患の基本的な病態・検査・治療について講義する。 

また、皮膚・筋骨格系疾患の基本的な知識を学び診療録から必要な情報を読み取れる能力を

習得することを目的とする。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：50％  授業態度：50％ 

質問・相談の受付方法 講義の終了後に随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件 

になります。 

 

準備学習について 講義出席を重視します。十分に注意してください。 



 

講義科目名称： 臨床医学Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 古賀震、竹内隆浩 

テーマ 
血液・造血器・免疫応答、代謝・内分泌系、精神・脳神経・感覚器系の疾患について理解を

深める。 

授業計画 

第１回       血液の組成、血液疾患の主要症状 

第２回       血液疾患の検査 

第３回       貧血１ 

第４回       貧血２ 

第５回       凝固障害、紫斑病、その他の出血性病態 

第６回       血液・造血器のその他の疾患、免疫機構の障害 

第７回       甲状腺障害 

第８回       糖尿病、その他のグルコース調節・膵内分泌障害 

第９回       その他の内分泌腺障害 

第 10回       栄養失調、栄養欠乏症、肥満・過栄養、代謝障害 

第 11回       精神および行動の障害 1 

第 12回       精神および行動の障害 2 

第 13回       中枢神経系の炎症性疾患、系統委縮症、錐体外路障害等 

第 14回       中枢神経系の変性疾患・脱髄疾患、発作性疾患等 

第 15回       末梢神経系障害、神経筋接合部・筋疾患、麻痺性症候群等 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

血液・造血器・免疫応答、代謝・内分泌系及び精神・脳神経・感覚器系の代表的疾患の基本

的な病態・検査・治療について講義する。 

血液・造血器、代謝・内分泌系および精神・脳神経・感覚器系の疾患の基本的な知識を習得

することを目的とする。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：50％  授業態度：50％ 

質問・相談の受付方法 講義の終了後に随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件 

になります。 

 



準備学習について 事前に教科書を読み予習をしてください。また事後の復習も忘れずに。 



 

講義科目名称： 臨床医学Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 感覚器ならびに周産期系の疾患について理解を深める。 

授業計画 

第１回       眼瞼、涙器、眼窩、結膜、胸膜、角膜、虹彩の障害 

第２回       水晶体、脈絡膜、網膜の障害、緑内障、硝子体・眼球の障害 

第３回       視神経、視覚、眼筋、眼球運動、視機能、眼および付属機の障害 

第４回       外耳疾患、中耳および乳様突起の疾患 

第５回       内耳疾患、耳のその他の障害 

第６回       正常分娩 

第７回       流産に終った妊娠 

第８回       妊娠・分娩・産褥における浮腫、蛋白尿、高血圧 

第９回       妊娠に関連するその他の母体障害 

第 10回       分娩の諸問題 

第 11回       産褥に関連する合併症 

第 12回       周産期に発生した病態 1 

第 13回       周産期に発生した病態 2 

第 14回       周産期に発生した病態 3 

第 15回       周産期に発生した病態 4 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

ここでは、感覚器の主症状、主な検査法を理解したうえで、それらの疾病について特徴と症

状・所見、診断法、治療法等を学ぶ。さらに、周産期系として、排卵から着床までの過程を

理解し、正常妊娠・正常分娩について学ぶ。それらの知識をもとに周産期系の疾病について、

流産、浮腫、蛋白尿および高血圧障害などの特徴と症状・所見、診断法、治療法等を学び、

各種診断記録の内容を理解できることをめざす。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：50％  授業態度：50％ 

質問・相談の受付方法 講義の終了後に随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件になります。 

 

準備学習について 事前に教科書を読み予習をしてください。また事後の復習も忘れずに。 



 

講義科目名称： 臨床医学Ｅ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大和田 秀穂 

テーマ 循環器、呼吸器、消化器系の疾患について理解を深める。 

授業計画 

第１回       急性リウマチ熱、慢性リウマチ性心疾患 

第２回       高血圧性疾患、虚血性心疾患 

第３回       肺性心疾患および肺循環疾患、その他の型の心疾患 

第４回       脳血管疾患、動脈、細動脈および毛細血管の疾患 

第５回       静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの 循環器系の

その他のおよび詳細不明の障害 

第６回       急性上気道感染症 インフルエンザおよび肺炎 

第７回       その他の急性下気道感染症 上気道その他の疾患 

第８回       慢性下気道疾患 外的因子による肺疾患 

第９回       主として間質を傷害するその他の呼吸器疾患 下気道の化膿性および壊死性

病態 

第 10回       胸膜のその他の疾患 呼吸器系のその他の疾患 

第 11回       口腔、唾液腺および顎の疾患 食道、胃および十二指腸の疾患 

第 12回       虫垂の疾患 ヘルニア 

第 13回       非感染性腸炎および非感染性大腸炎 腸のその他の疾患 

第 14回       腹膜の疾患 肝疾患 胆嚢、胆管および膵の障害 

第 15回       消化器系のその他の疾患 総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

循環器、呼吸器、消火器系の臓器は人身の体腔にあり、非常に多数の種々の疾患が存在する。

それぞれの臓器の解剖学的な関係と疾患の大系の習得を目的として講義する。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 からだのしくみ 新星出版社 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート：100％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 自立した他者を尊重する人間になることが大切。 



準備学習について 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件 

になります。 

事前に該当部のテキストを読書しておいて下さい。 

次回分は授業内で指示します。 

 



 

講義科目名称： 臨床医学Ｆ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 五十嵐 有紀子 

テーマ 腎尿路生殖器系の疾患、新生物について理解を深める。 

授業計画 

第１回       腎臓の症状 糸球体疾患  

第２回       全身疾患と腎 腎尿管間質性疾患 

第３回       腎不全 尿路結石症 腎および尿管のその他の障害 尿路系その他の疾患  

第４回       男性生殖器の疾患 乳房の障害 女性骨盤臓器の炎症性疾患 女性骨盤臓器

の非炎症性障害 腎尿路生殖器系のその他の障害 

第５回       新生物の定義、種類、悪性新生物・良性新生物新生物の検査・識別方法、治

療・臨床的経過、口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 

第６回       消化管の悪性新生物  

第７回       肝・胆道系の悪性新生物 

第８回       呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 

第９回       骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚、中皮および軟部組織の悪性新生物 

第 10回       乳房の悪性新生物 生殖器、腎尿路の悪性新生物 

第 11回       眼、脳およびその他の中枢神経系の悪性新生物 

第 12回       甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 

第 13回       リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 

第 14回       上皮内新生物、良性新生物 

第 15回       授業の総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

腎尿路生殖系の構造、疾患大系の習得を目的とする。 

新生物（腫瘍）は全ての臓器・組織に発生する疾患として重要であり、その概要、代表的な

新生物の分類、診断法、治療法について講義する。 

代表的な新生物の基本的な知識を習得することを目的とする。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅰ 基礎・医学編 2016 

テキスト名：診療情報管理問題集 基礎・医学編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 からだのしくみ 新星出版社 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：80％  ミニテスト・授業態度：20％ 

質問・相談の受付方法 講義終了後随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 仕事以外でもいつか何かの役に立つと思います。 



準備学習について 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件 

になります。 

事前に該当部のテキストを読書してください。 

次回該当部は授業内で指示します。 



 

講義科目名称： 医学用語 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 五十嵐 有紀子 

テーマ 医学用語を理解する。 

授業計画 

第１回       造語の基本 1 

第２回       造語の基本 2 

第３回       循環器 1 

第４回       循環器 2 

第５回       呼吸器 1 

第６回       呼吸器 2 

第７回       消化器 1 

第８回       消化器 2 

第９回       泌尿器生殖器 

第 10回       代謝・内分泌 

第 11回       神経、感覚器 

第 12回       骨格系 

第 13回       皮膚・感染・寄生虫 

第 14回       精神医学 

第 15回       乳腺、周産期 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

病院において医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、その他さまざまな職種の人々が用いる

用語、それが医学用語である。診療情報管理士は、これらの医学用語を理解することで、仕

事が円滑に行えるよう適切な医療情報を提供する必要がある。ここでは、診療情報を理解す

るために必要な医学用語の基礎を講義する。 

医療の領域で用いられる専門用語の習得を目的とする。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅱ 基礎・医学・医療用語編 2016 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：80％  ミニテスト・授業態度：20％ 

質問・相談の受付方法 講義の終了後に随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 知識は無駄になりません。使い方次第です。 



準備学習について 

・診療情報管理士受験資格科目です。 

・病院実習を履修するためには、本科目について単位修得済みであることが条件 

になります。 

事前に該当部の単語の発音を予習してください。 

次回該当部は授業内で指示します。 

 



 

講義科目名称： 医療管理論Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田上江里 

テーマ 病院の組織、運営、管理及び我が国の医療保険制度について学ぶ 

授業計画 

第１回       病院の経営管理①（病院経営管理、プロセスとは） 

第２回       病院の経営管理②（組織と機能、管理と組織） 

第３回       病院の経営管理③（財務・経営管理） 

第４回       病院の経営管理④（人事・労務管理） 

第５回       病院の経営管理⑤（施設管理） 

第６回       医療管理①（医療管理・診療部門、看護部門） 

第７回       医療管理②（医療技術部門・診療協力部門・メディカルスタッフ部門） 

第８回       医療管理③（教育研究部門・診療情報管理部門、スタッフ機能事務部門） 

第９回       病院の経営管理⑥ プロセス、組織と機能 

第 10回       医療管理④（ライン機能事務部門、施設・機器維持管理部門、労働安全衛生・

環境衛生管理部門、ハウスキーピング部門） 

第 11回       チーム医療 

第 12回       医療保険制度①（医療保険の種類と保険診療） 

第 13回       医療保険制度②（わが国の診療報酬制度、医療費の支払いの仕組み） 

第 14回       医療保険制度③（診療報酬の請求について） 

第 15回      まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

病院という組織の特性を理解し、医療関連職種からなる「人的資源」、医療施設や設備、機

器、薬剤、医療資材などの「物的資源」、医療の経済基盤である医療保険制度を中心とした

「財的資源」について具体的に理解した上で、わが国の医療提供システムの特徴を理解し、

欧米諸国との相違を認識することにより、医療の実務に対応できる知識の充実を目的とす

る。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅲ 専門 1章～7章 2017 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 医療法、医師法、健康保険法、保険医療機関及び保険医療養担当規則 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（60％）、確認テスト（30％）、受講態度（10％）によって評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

１．診療情報管理士受験資格科目ですので、原則として欠席は認めません。 

２．やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠席した授業の内容を確認し、自習して

から次の授業に臨んでください。 

準備学習について 厚生労働省のホームページや新聞等から時勢について情報収集することを推奨します。 



 

講義科目名称： 医療管理論Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 河村保孝 

テーマ 病院における安全管理、医療の質管理、診療報酬請求制度の概要、ＤＰＣ制度について学ぶ 

授業計画 

第１回       わが国の診断群分類 

第２回       DPC 

第３回       DPC演習 

第４回       介護保険制度概要 

第５回       医療安全概論 

第６回       医療事故 

第７回       診断群分類・医療安全総括 

第８回       医療の質と保証 

第９回       医療の質マネジメント 

第 10回       医療の質の評価と公表 

第 11回       診療情報管理における診療報酬請求データの活用 

第 12回       診療情報管理におけるデータ活用 

第 13回       電子カルテ、オーダーデータと医事会計データ 

第 14回       診療情報管理データと医事会計データ 

第 15回       まとめ・総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

現代の病院における安全管理と医療の質管理について把握する。 

わが国の医療制度の特徴である皆保険制度に立脚した診療報酬請求制度の仕組みと

DPC/PDPSを理解し、そのデータ活用について学ぶ。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅲ 専門 1章～7章 2017 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 社会保険研究所『診断群分類ハンドブック』 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（50％）、確認試験（30％）、課題提出（20％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了時に受け付けます。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

１．診療情報管理士受験資格科目ですので、原則として欠席は認めません。 

２．やむなく欠席する場合は、教員あるいは友人に欠席した授業の内容を確認し、自習して

から次の授業に臨んでください。 

準備学習について 復習はもとより、予習をして授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 医療情報学 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 城崎俊典 

テーマ 
医学・医療に情報が必要になった背景を理解し、その動向を認識した上で、医療情報システ

ムの現状を把握し、現代社会おける医療情報の重要性について学ぶ。 

授業計画 

第１回       保健医療情報学とは 

第２回       医療情報の特徴と種類 

第３回       行政が進める医療の情報化政策 

第４回       医療情報システム① 病院情報システムの概要 

第５回       医療情報システム② オーダーエントリシステム 

第６回       医療情報システム③ 電子カルテシステム 

第７回       医療情報システム④ 部門の業務を支える情報システム（１） 

第８回       医療情報システム⑤ 部門の業務を支える情報システム（２） 

第９回       医療情報システム⑥ 病院情報システム実習（１）デモンストレーション 

第 10回       医療情報システム⑦ 病院情報システム実習（２）デモンストレーション 

第 11回      医療情報システム⑧ 地域医療情報システム、診療情報の二次利用 

第 12回      医療情報の標準化① 標準化の枠組み、伝送のための標準化 

第 13回      医療情報の標準化② 用語・コードの標準化、標準病名マスター 

第 14回      情報セキュリティ① 診療情報の安全管理、システムの安全管理 

第 15回       情報セキュリティ② 医療情報システムにおけるセキュリティ対策 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

情報通信技術の進展は、社会を変革しつつあり、ITの利用によって得られる医療支援の効果

は計り知れない。とくに診療記録の電子化は今後ますます進む方向であり、診療情報管理士

は、IT を活用して、有効かつ的確に診療データ・診療情報を処理できる能力が求められてい

る。 

 まず、IT の基礎知識と医療の情報科学的認識を理解した上で、行政の IT化の動向と医療

における IT 化の動向を把握し、さらに、医療情報システムの歴史的背景、現状および今後

の課題を理解するとともに、医療情報システムの構築に際して問題となる標準化、情報セキ

ュリティについて学ぶ。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理Ⅲ 専門 1章～7章 2017 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 適宜、紹介。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（50％）、授業での確認試験（30％）、授業での課題提出（20％）によっ

て評価する。 

総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了時に受け付ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 

１．診療情報管理士受験資格科目ですので、原則として欠席は認めません。 

２．やむなく欠席する場合は、友人に欠席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業

に臨んでください。 

準備学習について 復習はもとより、予習として次の範囲をよく読み、授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 医療情報学演習 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ 診療情報管理士の仕事で多く使われる表計算ソフトの応用とデータベースの基本操作 

授業計画 

第１回       平均、分散、標準偏差、相関係数、回帰直線の計算処理（表計算） 

第２回       度数分布表の作成とヒストグラムの作成（表計算） 

第３回       観測値から度数分布表を作成する（表計算） 

第４回       最適なグラフの作成（表計算） 

第５回       ｉｆ関数での条件処理（表計算） 

第６回       ピボットテーブルとグラフの作成（表計算） 

第７回       カイ二乗検定による報告書の作成（表計算） 

第８回       表計算の機能を利用しないでの、回帰直線の作成（表計算） 

第９回       フィルタを利用した処理（表計算） 

第 10回       テーブルの作成（データベース） 

第 11回       クエリー１（データベース 単表） 

第 12回       クエリー２（データベース グループ集計） 

第 13回       データベースと表計算のリンク 

第 14回       ワープロ、表計算のリンク 

第 15回       総合課題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

診療情報管理士の仕事において、表計算・データベースソフトウェアは必修である。医療統

計学で学習した内容を、表計算・データベースソフトウェアを用いて計算や処理を行い、処

理結果の報告書の作成を行う。 

医療福祉学科の医療福祉科目Ⅰで、医療現場で働く診療情報管理士の仕事で使用する表計算

の応力を中心に修得できる。 

テキスト 
表計算用の参考書は各自で必ず用意すること。 

課題はの印刷物として適宜配布する。 

参考文献 必要な場合、講義内で紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

課題の合計点を 100点換算し評価する。提出期限は、授業終了１０分前である。 

1つの課題は 10 点からの減点方式で採点する。期限遅れの課題の評価は０点とする。未提出

の課題の評価は-10点とする。 

課題の評価は、返却時に行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 

【必須要件】 

・医療統計学の単位を取得していること。 

・表計算演習の単位を取得しているもしくは同等の能力があること。（情報処理検定２級レ

ベル） 

・同年に病院実習指導を受講する学生を対象とする。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 

・講義で使用するソフトウェアを習熟することが目的ではなく、異なるシステムであっても

対応 

 できるような応用力を持った知識の習得を目指してほしい。 

・病院実習指導で受講指示が出ている科目ですので、実習指導と同様出席率 100％が基本で

す。 

・欠席した場合は、課題などの指示を受けるために必ず相談に来ること。 

準備学習について 

前もって課題が示される。 

その課題を授業時間内に提出できるように各自で考え用意をして授業に臨むこと。 

質問は、授業の前日までに済ませておくこと。 

予習に１時間以上、課題が完成しなかった場合には完成するまで学習してください。 



 

講義科目名称： 診療情報管理論Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 河村 保孝 

テーマ 診療情報管理の理解、基本的管理方法 

授業計画 

第１回       診療情報管理の意義と役割 

第２回       診療情報管理の歴史 

第３回       診療情報管理と法規等～診療記録の記載と保存～ 

第４回       診療情報管理と法規等～診療記録の提示～ 

第５回       診療情報管理と法規等～医療事故の法的責任～ 

第６回       診療情報管理と法規等～個人情報保護と診療情報提供～ 

第７回       診療情報管理関連法規総括 

第８回       診療情報の記載～診療記録の記載方法～ 

第９回       診療情報の記載～診療記録の種類と記載事項～ 

第 10回       診療情報管理士について 

第 11回       診療情報管理士に求められる資質 

第 12回       診療情報管理士の基本業務～診療情報の管理～ 

第 13回       診療情報管理士の基本業務～診療情報の活用～ 

第 14回       個人情報保護の視点からの保管管理 

第 15回       まとめ・総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

診療情報管理の意義と役割について系統的に学習し、診療情報関連法規の理解と診療情報の

記載方法、基本業務について学ぶ 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅳ 専門 8章～12章 2017 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（50％）、確認試験（30％）、課題提出（20％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了時に受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 各回とも、講義範囲のテキストを自己学習し講義に備えること。 



 

講義科目名称： 診療情報管理論Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 河村 保孝 

テーマ 診療情報管理業務の具体的方法の理解とその活用 

授業計画 

第１回       紙カルテ運用における診療情報管理～番号法、保管法～ 

第２回       紙カルテ運用における診療情報管理～回収と点検～ 

第３回       電子カルテ運用における診療情報管理～電子カルテ運用～ 

第４回       電子カルテ運用における診療情報管理～電子カルテの点検～ 

第５回       診療情報の提供に係る業務 

第６回       診療情報管理士による改善への取り組みと活動組織 

第７回       診療情報管理の基本総括 

第８回       ＤＰＣ制度との関わり～影響調査～ 

第９回       ＤＰＣデータの活用 

第 10回       ＤＰＣ演習 

第 11回       医師事務作業補助者業務について 

第 12回       がん登録の実務について 

第 13回       がん登録演習 

第 14回       レセプト情報。特定健診等情報データベースについて 

第 15回       診療情報管理の実務総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

診療情報を適切に管理するため診療情報管理士に必要な知識・技能を実践的に学ぶ。 

診療情報管理士が関わることの多いＤＰＣ業務、医師事務作業補助者業務、がん登録業務に

ついて学習する。 

 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 診療情報管理Ⅳ 専門 8章～12章 2017 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（50％）、確認試験（30％）、課題提出（20％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了時に受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ - 

準備学習について 各回とも、講義範囲のテキストを自己学習し講義に備えること。 



 

講義科目名称： 分類法演習Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 河村 保孝 

テーマ 疾病の分類方法を学習し、コーディング技術を習得する 

授業計画 

第１回       コーディングをはじめるにあたって 

第２回       皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) 

第３回       筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 

第４回       尿路性器系の疾患(N00-N99) 

第５回       妊娠、分娩および産褥(O00-O99) 

第６回       周産期に発生した病態(P00-P96) 

第７回       ICD10 12章から 16章までのまとめ 

第８回       先天奇形、変形および染色体異常(Q00-Q99） 

第９回       症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（R00-R99） 

第 10回       損傷、中毒およびその他の外因の影響(S00-T98) 

第 11回       傷病および死亡の外因(V01-Y98) 

第 12回       損傷、中毒およびその他の外因の影響と傷病および死亡の外因総合 

第 13回       健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用(Z00-Z99) 

第 14回       原死因の選択(A00-B99) 

第 15回       ICD10 17 章から 21章と原死因選択のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

分類法Ｂでは国際疾病分類（ICD-10）の第 12章皮膚および皮下組織の疾患から第 21章健康

状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用までの各章の構成、分類軸・検索軸等の

理解を深め、正確かつ迅速にコーディングできる基本的技法の習得を目的とする。併せて医

療行為と原死因選択を学習する。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 

     『診療情報管理Ⅳ 専門・分類法編 2016』 

     『診療情報管理士教育問題集 専門・分類法編 2016』 

     『疾病,傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版準拠)内容例示表』 

     『疾病,傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版準拠)索引表』 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 - 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（40％）、確認試験（30％）、課題提出（30％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了時に受け付けます。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 課題は期限までに必ず提出すること。 



準備学習について 各回とも当該する章のテキストを読み、練習問題を実施しておくこと。 



 

講義科目名称： 医療管理総論 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 城崎俊典 

テーマ 医療法を理解したうえで、病院の組織、運営、管理について学ぶ 

授業計画 

第１回       病気と病気の人を理解するために 

第２回       医療資源①（物的資源） 

第３回       医療資源②（人的資源） 

第４回       医療資源③（財的資源、情報資源） 

第５回       日本の医療制度① 医療保障、医療制度の詳細（1） 

第６回       日本の医療制度② 医療制度の詳細（2） 

第７回       日本の医療制度③ 国民医療費の現状と将来 

第８回       医療の需要と供給① 人口の推移 

第９回       医療の需要と供給② 医療需要・医療供給 

第 10回       地域医療① 医療供給体制 

第 11回       地域医療② 医療計画 

第 12回       医療関連の法規定① 医療と保健生活活動に関する法規 他 

第 13回       医療関連の法規定② 健康増進法 他 

第 14回       医療関連の法規定③ 個人情報の保護に関する法律・ガイドライン 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

わが国の医療サービスは、「医療法」によって組織、管理、運営の実際が定められている。

医療関連職種である「人的資源」、医療施設や設備、機器、薬剤、医療資材などの「物的資

源」、医療の経済基盤である医療保険制度を中心とした「財的資源」について具体的に理解

した上で、わが国の医療提供システムの特徴を理解し、医療の実務に対応できる知識の充実

を目的とする。 

医療福祉学科の医療福祉科目Ⅰの科目で有り診療情報管理士認定試験の指定科目である。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 2017.7版 診療情報管理Ⅲ 専門・１章～７章 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

改定があった場合には、その時点の最新版とする。 

※学生・教務課で販売 

参考文献 厚生統計局『国民衛生の動向』他 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（60％）、授業での確認試験（30％）、積極性（10％）によって評価する。 

総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

質問・相談の受付方法 講義終了時に受け付ける。 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

１．診療情報管理士受験資格科目ですので、原則として欠席は認めません。 

２．やむなく欠席する場合は、友人に欠席した授業の内容を確認し、自習してから次の授業

に臨んでください。 



準備学習について 復習はもとより、予習として次の範囲をよく読み、授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 医療統計学Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ 医療情報から統計的方法による分類と視覚化の学習 

授業計画 

第１回       医療統計Ⅰ 変数の種類 

第２回       データ要約 度数分布とヒストグラム 

第３回       代表値 平均、モード、メジアン、レンジ 

第４回       分布のばらつき 分散と標準偏差 

第５回       四分位数、変動係数 

第６回       統計学的推測の基礎 母集団と標本 

第７回       推測統計の基礎、母集団と標本、確率分布、正規分布 

第８回       正規分布 

第９回       母平均の区間推定 

第 10回       統計的仮説検定 仮説検定の手順 

第 11回       仮説検定にともなう 2種類の誤り 

第 12回       平均の差の検定 

第 13回       割合の差の検定 

第 14回       独立の検定 

第 15回       分散と回帰直線 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

診療記録に含まれる医療の質に関わる情報、傷病名等、必要な医療情報から統計的方法によ

る分類と視覚化を学習するとともに、病院の統計資料について適切な解釈ができるように学

習することを目的とする。 

単元ごとに確認テストを行います。 

医療福祉学科の医療福祉科目Ⅰの科目で有り診療情報管理士認定試験の指定科目である。 

テキスト 

（１冊目） 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 2017.7版 診療情報管理Ⅲ 専門・１章～７章 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

（２冊目） 

テキスト名：診療情報管理教育問題集 2017 専門・１章～７章 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 

「診療情報管理士のための やさしい医療統計学」じほう 

「図解でわかる 統計解析」日本実業出版社 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験７０％ 確認テスト３０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

 

質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 



履修条件 
【必須要件】診療情報管理士受験専門科目につき、診療情報管理士受験希望者以外は履修し

ないこと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・欠席した場合、次の授業までに内容をカバーするため必ず質問に来てください。 

・日本病院会指定科目につき、出席率 100％が基本です。 

・ルートが計算できる電卓を持参。電卓の使い方をマスターしておくこと。 

・確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 

毎回授業が行われた日に復習をし、授業の前日に前回の復習をもう一度行ってくること。 

テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： 医療統計学Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岩井 宏 

テーマ 医療情報から統計的方法による分類と視覚化の学習 

授業計画 

第１回       グラフの表現１ グラフの視覚化、棒グラフ 

第２回       グラフの表現２ 円グラフ、帯グラフ 

第３回       グラフの表現３ 折れ線グラフ 

第４回       グラフの表現４ クモの巣グラフ、３次元グラフ 

第５回       箱ひげ図と四分位数 

第６回       病院の統計資料について１ 作成と意義 

第７回       病院の統計資料について２ 年次推移 

第８回       主な医療評価指標１ 平均在院患者数など 

第９回       主な医療評価指標２ 在院日数など 

第 10回       主な医療評価指標３ 平均病床利用率など 

第 11回       主な医療評価指標４ 再入院率など 

第 12回       経営管理指標 

第 13回       臨床研究の主な手法と医学系研究に関する倫理指針 

第 14回       人を対象とする医療系研究に関する倫理指針 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

診療記録に含まれる医療の質に関わる情報、傷病名等、必要な医療情報から統計的方法によ

る分類と視覚化を学習するとともに、病院の統計資料について適切な解釈ができるように学

習することを目的とする。 

単元ごとに確認テストを行います。 

医療福祉学科の医療福祉科目Ⅰの科目で有り診療情報管理士認定試験の指定科目である。 

 

テキスト 

医療統計学Ａと同じ 

（１冊目） 

テキスト名：診療情報管理士テキスト 2017.7版 診療情報管理Ⅲ 専門・１章～７章 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

（２冊目） 

テキスト名：診療情報管理教育問題集 2017 専門・１章～７章 

出版社：日本病院会 

著者名：日本病院会 

※学生・教務課で販売 

参考文献 

「診療情報管理士のための やさしい医療統計学」じほう 

「図解でわかる 統計解析」日本実業出版社 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験、確認テストで評価する。 

期末試験７０％ 確認テスト３０％ 

確認テストは、テスト終了後に自己採点を行う。総合成績は成績問い合わせ制度を利用。 

 



質問・相談の受付方法 

授業終了時に受け付けます。その他研究室にいる時間帯は随時受け付けます。210研究室を

訪ねてください。不在時は、入口の時間割から担当の空き時間を確認し、訪問時間を記入し

て下さい。 

履修条件 
【必須要件】診療情報管理士受験専門科目につき、診療情報管理士受験希望者以外は履修し

ないこと。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・欠席した場合、次の授業までに内容をカバーするため必ず質問に来てください。 

・日本病院会指定科目につき、出席率 100％が基本です。 

・ルートが計算できる電卓を持参。電卓の使い方をマスターしておくこと。 

・確認テストの追・再試は行いません。 

準備学習について 

毎回授業が行われた日に復習をし、授業の前日に前回の復習をもう一度行ってくること。 

テキストの次の授業範囲を必ず一読しておくこと。 

予習と復習の時間あわせて４時間以上行ってください。 



 

講義科目名称： 国際統計分類Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 河村 保孝 

テーマ 国際疾病分類（ICD）の理解、わが国における利用の現状 

授業計画 

第 1回        わが国の人口動態統計 

第 2回        国際疾病分類の歴史 

第 3回        国際疾病分類の現状 

第 4回        国際疾病分類の構造 

第 5回        国際統計分類ファミリーの概念と構造 

第 6回        国際生活機能分類 

第 7回        国際疾病分類腫瘍学 

第 8回        国際疾病分類総括 

第 9回        原死因選択ルール 

第 10回       主要病態のコーディング 

第 11回       主要病態の再選択ルール 

第 12回       原死因選択と主要病態選択演習 

第 13回       診断群分類における国際疾病分類の利用 

第 14回       ICDを用いるうえでの注意点 

第 15回       国際統計分類総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

わが国の人口動態統計の意義を理解し国際疾病分類（ICD）についての歴史と現在の状況を

理解する。 

国際統計分類群（ファミリー）の分類体系についての理解を深め、健康情報に関する幅広い

コード体系についての意義と問題点を理解する。 

わが国の DPC/PDPS （Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System)制度に

おける ICDの利用について理解する。 

テキスト 

診療情報管理士テキスト 

『診療情報管理Ⅳ 専門 8章～12章 2017』 

『診療情報管理士教育問題集 専門 8章～12章 2017』 

『疾病,傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版準拠)内容例示表』 

『疾病,傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2013年版準拠)索引表』 

参考文献 - 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験（50％）、確認試験（30％）、課題提出（20％）で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了時に受け付けます。 

履修条件 - 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ - 

準備学習について - 



 

講義科目名称： 病院実習指導 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤裕子、岩井宏、渡辺央 

テーマ 

実習前：実習に必要な倫理・知識・技術等を身につける 

実習後：診療情報管理士としての自己の資質および専門性を確認する 

 

授業計画 

第１回       ボランティア活動（社会的活動）の報告・実習及びその意義 

第２回       実習の流れについて（事前準備→実習→実習事後処理→実習報告会）、個人

票の作成について 

第３回       実習準備：個人票の作成①   

第４回       実習準備：個人票の作成② 

第５回       ホスピタリティマナーとコミュニケーション 

第６回       診療情報管理士の倫理綱領および個人情報保護   

第７回       実習日誌の記入法（文章作成演習）① 

第８回       実習日誌の記入法（文章作成演習）② 

第９回       実習準備：実習機関の事前調査① 

第 10回       実習準備：実習機関の事前調査② 

第 11回       実習準備：実習計画書の作成① 

第 12回       実習準備：実習計画書の作成② 

第 13回       実習事前訪問・実習前日から終了までの流れ（最終チェック） 

＜病院実習＞ 

第 14回       実習の振り返り・実習報告会資料作成（報告書・発表用スライド） 

第 15回       実習報告会 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】 

医療現場における体験学習の事前指導および準備を講義形式で行った上で、実習に臨む。医

療機関における診療管理部門の業務を体験することにより、診療情報管理士の専門性への理

解を深める。さらに、実習内容を振り返り、診療情報管理士としての自己の資質を考える。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】 

この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方針のうち、「人間の尊厳を尊重し、

多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する」能力を身につけることがで

きる。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理 実習生のためのガイドブック 

ISBN：978-4-902527-56-8 

出版社：ヘルス・システム研究所 

著者名：大友達也 

価格（税抜）：2,300 円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】提出物・実習報告会を中心に、授業中の態度を考慮して、総合的

に評価（提出物・実習報告会 70％、授業中の態度等：30％） 

【フィードバック方法】実習前の個人票・実習計画書及び実習後の報告書の添削、実習に関

する評価票を踏まえた振り返りを行う。 

 

質問・相談の受付方法 原則として授業中に受け付ける。また、適宜、担当教員の研究室を訪ねること。 



履修条件 

【必須要件】診療情報管理士実習参加要件を満たしている者。 

      ボランティアなどの社会的活動に参加していること。 

      医療情報学演習を受講すること。 

 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・病院実習に行くための準備の科目です。自覚を持って授業に取り組んでください。 

・日本病院会指定科目につき、出席率 100％が基本。 

・6回以上欠席した場合は、病院実習に参加できない。 

・遅刻・欠席をした場合や受講態度など、実習参加に不適切と思われる場合は面談を行い、 

 病院実習参加の可否について再審査する。 

準備学習について 授業終了時に指示される次回の予習内容や課題を必ず完成させてくること（2 時間程度） 



 

講義科目名称： 病院実習 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 岡澤裕子、岩井宏、渡辺央 

テーマ 実習を通して、診療情報管理士の業務、診療情報管理室の役割についての理解を深める。 

授業計画 

以下の項目を夏期 3週間の実習期間中（８月下旬～９月上旬）に実施する。なお、詳細な実

習内容・実習期間は、実習機関により異なる。 

  １．     実習医療機関の理解 

  ２．     診療記録貸出とアリバイ管理 

  ３．     診療記録取り出し・収納・保管 

  ４．     診療記録の運搬 

  ５．     入院ファイルの準備 

  ６．     診療記録の量的点検 

  ７．     検査伝票貼付 

  ８．     製本作業 

  ９．     コーディング①（ICD-10） 

  10．     コーディング②（ICD-9-CM） 

  11．     DPC入力 

  12．     統計業務と臨床指標（CI） 

  13．     情報の活用と提供 

  14．     診療情報の開示 

  15．     移動（パージング）と廃棄 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要と到達目標】 

①医療機関の職員と良好な人間関係を形成し、実習機関における診療情報管理士の役割を理

解する。 

②病院の基本的機能の理解、入院及び外来診療録の具体的管理状況の理解、診療情報管理部

門の 

 病院内で果たしている機能の理解、疾病統計・サマリーなどがどのようなものかを具体的

に理解する。 

③診療録の量的・質的点検の方法および編綴の実習、記録の収納・探索、貸出業務を実習す

る。 

④疾病名、手術・処理等のコーディング補助業務を実習する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】 

この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方針のうち、「人間の尊厳を尊重し、

多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連携する」能力を身につけることがで

きる。 

テキスト 

テキスト名：診療情報管理 実習生のためのガイドブック 

ISBN：978-4-902527-56-8 

出版社：ヘルス・システム研究所 

著者名：大友達也 

価格（税抜）：2,300 円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】実習機関の評価（70％）＋実習記録（30%） 

【フィードバック方法】実習巡回時に実習指導者と連携を図りながら助言する。 



質問・相談の受付方法 適宜、実習巡回担当教員が受け付ける。 

履修条件 【必須要件】診療情報管理士受験希望者 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

診療情報管理士の集大成の科目です。静岡福祉大学の学生としての自覚を持って取り組んで

ください。 

遅刻・欠席は認められません。 

準備学習について 
【予習・復習】予習として次の日の実習における各自の目標の設定を、復習として日々の実

習の振り返りと日誌記載を行うこと。 



 

講義科目名称： 医療福祉論 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 渡辺 央 

テーマ 保健医療の現場におけるソーシャルワークの実践を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション（授業の目的、進め方の確認）、医療をめぐる課題 

第２回       現代の医療と福祉 

第３回       医療と医療ソーシャルワークの歴史 

第４回       利用者理解 

第５回       医療の場の理解① 医療組織の特性  

第６回       医療の場の理解② 施設と体制 

第７回       多職種によるチーム医療 

第８回       保健医療をめぐる社会保障の枠組み 

第９回       医療ソーシャルワーカーの業務 

第 10回       業務の内容① 心理的・社会的問題 

第 11回       業務の内容② 経済的問題 

第 12回       業務の内容③ 退院援助 

第 13回       医療ソーシャルワーカーの実際① 現場の理解 

第 14回       医療ソーシャルワーカーの実際② 業務の理解 

第 15回       今後の動向と医療ソーシャルワークの展望 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】保健医療の現場では、保健・医療・福祉の連携と統合がソーシャルワーカー

に求められ、その基本的な知識や技術、価値に基づく専門職としてのスタンスを学ぶ。 

【到達目標】ソーシャルワークの視点から、現代の保健医療福祉を取り巻く状況や、そこか

ら生じる諸問題を理解し、支援方法について考察することができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与の

方針のうち、「福祉課題を解決に導くための知識・技術」を身に着けることができる。 

 

テキスト 授業内で資料、プリントの配布 

参考文献 授業中に適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

【成績評価の基準・方法】 

小テスト・小レポート 60点 

期末レポート     40点 

【フィードバック方法】小レポートを回収した次の回の授業内で総評を口頭で伝える。 

 

質問・相談の受付方法 授業終了後、オフィスアワーに対応します。 

履修条件 特に設けません。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

保健医療の現場で活躍したい学生の受講を歓迎します。 

授業の中で紹介する事例については、守秘義務を厳守して下さい。 

 



準備学習について 
授業毎に学習した内容を復習し（およそ 2時間程度）、理解して次回授業に参加することが

望ましい。 



 

講義科目名称： 公衆衛生学 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 佐野 満昭 

テーマ 
集団として、疾病の予防、健康の維持増進、健全な生活環境の保持や発展を図るための方法

論を学ぶ。 

授業計画 

第１回       公衆衛生の概念 

             公衆衛生の考え方(定義、健康の概念)を学ぶ。 

             公衆衛生学の歴史を学ぶ。 

第２回       健康教育とヘルスプロモーション 

             プライマリーヘルスケア、ヘルスプロモーション、健康日本 21などの公衆 

             衛生活動の基本方針を学ぶ。  

第３回       健康に関する統計資料 

             健康に関する統計資料(人口、平均寿命など)を基に、我が国の健康水準を 

             諸外国と比較し学ぶ。 

第４回       疫学 

             疫学(地域社会の中で発生する病気や健康障害について、その発生の原因 

             や状況の変動を明らかにする学問のこと)の手法や解析法を種々の事例を 

             基に学ぶ。 

第５回       感染症と食中毒 

             感染症の種類と感染症法による分類、届け出の義務やその対策について学 

             ぶ。 

             食中毒の種類とその予防対策について学ぶ。 

第６回       環境と健康 

             地球環境の現状と過去との比較、国際的な取り組みについて学ぶ。 

第７回       環境衛生 

             生活環境の保全(大気、水質、土壌、騒音、放射性物質)を、関連法規を含 

             めその対策について学ぶ。 

第８回       生活習慣と疾病 

             生活習慣病の概念と現状、および我が国における発症要因について学ぶ。 

第９回       生活習慣病の予防 

             我が国における生活習慣病の予防対策として、食生活の改善(飲酒、喫煙 

             の問題を含む)、適度な運動等の効果について、種々の事例を基に学ぶ。 

第 10回       精神保健 

             我が国における精神障害者の現状と精神保健医療行政について学ぶ。 

第 11回       母子保健、老人保健  

             我が国における母子保健の現状と母子保健事業の内容について学ぶ。 

             老人保健の現状と老人保健制度について学ぶ。 

第 12回       学校保健 

             学校保健制度とその内容、および公衆衛生制度の中の学校保健の位置づけ 

             について学ぶ。 



第 13回       産業保健 

             我が国の産業保健の現状と安全管理の方法(作業環境管理、作業管理、健 

             康管理)について学ぶ。 

第 14回       保健・医療・福祉の制度と連携 

             これまでに講義した内容をもとに、公衆衛生の立場から保健・医療・福祉 

             の制度とその連携について討論する。 

第 15回       これからの公衆衛生の課題 

             21世紀の我が国は、人口問題、疾病構造の変化、科学技術の発展、価値観 

             の変化、さらには世界レベルでの地球環境問題など、予期しない出来事を 

             含め過去に例を見ないような変化がより速く引き起こされる可能性がある。 

             これらに対処するため、これからの公衆衛生の役割について討論する。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

地域の中で生活する人々の疾病予防及び健康増進のための環境整備や健康管理を、常に地域

社会全体の視点で捉えるという公衆衛生学的な考え方やその方策を学び、各授業計画のテー

マについて説明できることを到達目標とする。 

テキスト 

テキスト名：わかりやすい公衆衛生学 

ISBN：978-4-86174-066-4 

出版社：ヌーヴェルヒロカワ 

編集者：清水忠彦・佐藤拓代 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 
テキスト名: 国民衛生の動向 

出版社: 厚生労働統計協会 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

小テスト、レポートにより評価 

質問・相談の受付方法 講義中随時又は授業終了後の教室または講師控室にて受け付ける。 

履修条件 履修登録をすること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

1 授業は、テキストと授業毎に配布するプリントを中心に行う。 

2 授業内容が理解されているかの確認のため「小テスト」を実施することもある。 

 

準備学習について テキスト(わかりやすい公衆衛生学)にあらかじめ目を通し予習しておくこと。 



 

講義科目名称： リハビリテーション論 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 熊谷 範夫 

テーマ リハビリテーションの理解と関わり。 

授業計画 

第１回       リハビリテーションの歴史と理念 

第２回       障害に対する基本的な考え方 ICFの理解 

第３回       リハビリテーションに関係する諸制度 

第４回       リハビリテーションの種類と関連職種 チームアプローチについて 

第５回       ADLと IADL の理解 

第６回       福祉用具と住宅改造 （義肢 車いす 日常生活用具） 

第７回       福祉用具と住宅改造 （住宅改造 トイレ 浴室） 福祉の街づくり 

第８回       リハビリテーション介護とは（在宅生活の目標） 

第９回       老化と廃用症候群 

第 10回       障害別リハビリテーションの実際  脳血管障害 

第11回       障害別リハビリテーションの実際  関節リュウマチ パーキンソン病 脊

髄損傷 

第 12回       障害別リハビリテーションの実際  大腿骨頚部骨折 内部障害 

第 13回       認知症のリハビリテーション 

第 14回       精神疾患のリハビリテーション 

第 15回       地域リハビリテーション 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

リハビリテーションの理念と障害に関する基本を知り、ソーシャルワーカーの役割を考え

る。 

リハビリテーションは各領域の専門職が連携して、全人的復権という目標を達成する仕事で 

あることを学習します。 

特に医療現場におけるリハビリテーションの理解を深めます。 

 

テキスト プリント配布。 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末のレポートで評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室（研究室棟 1階）で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

担当講師はリハビリテーション病院の現役作業療法士であり、事務長です。 

医療連携の実際にもリアルタイムで携わっており、現場の声をお伝えしたい。 

積極的な質問を歓迎します。 

 

準備学習について 一般的に認知されているリハビリテーションのイメージをとらえておくこと。 



 

講義科目名称： 医療事務論Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小松 富士子 

テーマ 医療事務の実際 

授業計画 

第１回       医療事務とは 

第２回       医療機関と医事業務 

第３回       医療保険とは 

第４回       公費負担医療制度、介護保険制度 

第５回       医療人として守るべきこと 

第６回       患者接遇の実際、 ロールプレイング 

第７回       初診料再診料の算定 

第８回       医学管理の算定 

第９回       在宅医療の算定  

第 10回       投薬の算定 

第 11回       注射の算定 

第 12回       投薬・注射の算定、基礎ドリルを解く 

第 13回       画像診断の算定 

第 14回       処置の算定 

第 15回       処置の算定演習 レセプトの記載要領 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務の仕事には、病院の受付業務をはじめ診療報酬請求業務、会計業務、カルテ

管理などさまざまな仕事がある。この学習は、将来医療現場での仕事を目指すためのもので

ある。したがって医療の事務に関連する幅広い知識習得を行う。 

(到達目標)医療事務員としての知識の基礎を身につける。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：医療事務講座医科テキスト１～4、スタディブック・医科診療報酬点数表、医

科ハンドブック、 

マイベストノート、しっかりわかる基礎ドリル、受験対策問題集、レセプト点検攻略ドリル、

技能審査（実技Ⅰ）、慣用点数早見表 

※学生･教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、課題の提出、講義中に単元ごとに行う確認テストの結果(配点 10：20：70) 

確認テストを回収した次の回の授業内で返却と解説を行う。 

課題の提出については、取組み具合を毎回チェックする。わからない事や質問を受け、解説

を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】医療事務論 Bを履修中のものに限る。 

第一回目の授業で人数と座席を決める為、第一回目の出席が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
前期の医療事務論Ａ・Ｂと後期の医療事務論Ｃ・医療事務実践Ａ・Ｂは引き続きの内容とな

ります。 

準備学習について 
授業終了後に指示した、問題集での復習を 1～２時間以上行い、講義内容の理解をする様に

してください。 



 

講義科目名称： 医療事務論Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小松 富士子 

テーマ 医療事務の実際 

授業計画 

第１回       医療保険制度の基礎知識 

第２回       医療人としてのマナー  

第３回       後期高齢者医療制度、診療報酬 

第４回       医療保険制度のまとめ 

第５回       患者接遇の基本 

第６回       受付の事例、クレーム対応、ロールプレイング 

第７回       初診料再診料の算定演習 レセプトの記載要領 

第８回       医学管理の算定演習 レセプトの記載要領 

第９回       在宅医療の算定演習 レセプトの記載要領   

第 10回       投薬の算定演習 レセプトの記載要領  

第 11回       注射の算定演習 レセプトの記載要領 

第 12回       投薬・注射の算定演習 

第 13回       画像診断の算定演習 レセプトの記載要領 

第 14回       処置の算定 

第 15回       前期の点数算定のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務の仕事には、病院の受付業務をはじめ診療報酬請求業務、会計業務、カルテ

管理などさまざまな仕事がある。この学習は、将来医療現場での仕事を目指すためのもので

ある。したがって医療の事務に関連する幅広い知識習得を行う。 

(到達目標)医療事務員としての知識の基礎を身につける。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：医療事務講座医科テキスト１～4、スタディブック・医科診療報酬点数表、医

科ハンドブック、 

マイベストノート、しっかりわかる基礎ドリル、受験対策問題集、レセプト点検攻略ドリル、

技能審査（実技Ⅰ）、慣用点数早見表 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、課題の提出、講義中に単元ごとに行う確認テストの結果(配点 10：20：70) 

確認テストを回収した次の回の授業内で返却と解説を行う。 

課題の提出については、取組み具合を毎回チェックする。わからない事や質問を受け、解説

を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】医療事務論 Aを履修中のものに限る。 

第一回目の授業で人数と座席を決める為、第一回目の出席が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
前期の医療事務論Ａ・Ｂと後期の医療事務論Ｃ・医療事務実践Ａ・Ｂは引き続きの内容とな

ります。 

準備学習について 
授業終了後に指示した問題集での復習を 1～２時間以上行い、講義内容の理解をする様にし

てください。 



 

講義科目名称： 医療事務論Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小松 富士子 

テーマ 医療事務の実際 

授業計画 

第１回       前期の復習 

第２回       手術の算定演習、レセプトの記載要領 

第３回       検査 検体検査の算定 

第４回       検査 生体検査の算定 

第５回       病理診断の算定 

第６回       リハビリテーション等の算定 

第７回       入院の算定 

第８回       診療報酬明細書について 

第９回       医事システムとは 

第 10回       修了試験（学科） 

第 11回       診療報酬明細書点検 1 外来のカルテ症例 

第 12回       診療報酬明細書点検 2 乳幼児のカルテ症例等 

第 13回       診療報酬明細書点検 3 入院のカルテ症例 

第 14回       審査問題集を解く A学科 

第 15回       審査問題集を解く B学科 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務の仕事には、病院の受付業務をはじめ診療報酬請求業務、会計業務、カルテ

管理などさまざまな仕事がある。この学習は、将来医療現場での仕事を目指すためのもので

ある。したがって医療の事務に関連する幅広い知識習得を行う。 

(到達目標)医療事務員としての知識の基礎を身につける。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：医療事務講座医科テキスト１～4、スタディブック・医科診療報酬点数表、医

科ハンドブック、 

マイベストノート、しっかりわかる基礎ドリル、受験対策問題集、レセプト点検攻略ドリル、

技能審査（実技Ⅰ）、慣用点数早見表 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、課題の提出、講義中に単元ごとに行う確認テストの結果(配点 10：20：70) 

確認テストを回収した次の回の授業内で返却と解説を行う。 

課題の提出については、取組み具合を毎回チェックする。わからない事や質問を受け、解説

を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】医療事務論 A・Bの単位を取得し、かつ、医療事務実践 Aを履修中のものに限

る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
前期の医療事務論Ａ・Ｂと後期の医療事務論Ｃ・医療事務実践Ａ・Ｂは引き続きの内容とな

ります。 

準備学習について 
授業終了後に指示した問題集での復習を 1～２時間以上行い、講義内容の理解をする様にし

てください。 



 

講義科目名称： 医療事務実践Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小松 富士子 

テーマ 医療事務の実際と演習 

授業計画 

第１回       手術の算定 

第２回       麻酔の算定演習 レセプトの記載要領 

第３回       検体検査の算定演習 レセプトの記載要領 

第４回       生体検査の算定演習 レセプトの記載要領 

第５回       病理診断の算定演習 レセプトの記載要領  

第６回       リハビリテーション等の算定演習 レセプトの記載要領 

第７回       入院の算定演習 レセプトの記載要領 

第８回       診療報酬明細書作成演習 外来レセプト 

第９回       診療報酬明細書点検の仕方について 

第 10回       修了試験（実技） 

第 11回       診療報酬明細書点検演習 外来のカルテ症例 

第 12回       診療報酬明細書点検演習 外来時間外のカルテ症例等 

第 13回       審査問題集を解く Ａ・Ｂ実技Ⅰ 

第 14回       審査問題集を解く Ａ実技Ⅱ  

第 15回       審査問題集を解く Ｂ実技Ⅱ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務の仕事には、病院の受付業務をはじめ診療報酬請求業務、会計業務、カルテ

管理などさまざまな仕事がある。この学習は、将来医療現場での仕事を目指すためのもので

ある。したがって医療の事務に関連する幅広い知識習得を行う。 

(到達目標)医療事務員としての知識の基礎を身につける。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：医療事務講座医科テキスト１～4、スタディブック・医科診療報酬点数表、医

科ハンドブック、 

マイベストノート、しっかりわかる基礎ドリル、受験対策問題集、レセプト点検攻略ドリル、

技能審査（実技Ⅰ）、慣用点数早見表 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、課題の提出、講義中に単元ごとに行う確認テストの結果(配点 10：20：70) 

確認テストを回収した次の回の授業内で返却と解説を行う。 

課題の提出については、取組み具合を毎回チェックする。わからない事や質問を受け、解説

を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 【必須要件】医療事務論 A・Bの単位を取得し、かつ、医療事務論 Cを履修中のものに限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
前期の医療事務論Ａ・Ｂと後期の医療事務論Ｃ・医療事務実践Ａ・Ｂは引き続きの内容とな

ります。 



準備学習について 
授業終了後に指示した問題集での復習を 1～２時間以上行い、講義内容の理解をする様にし

てください。 



 

講義科目名称： 医療事務実践Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小松 富士子 

テーマ 医療事務試験対策 

授業計画 

第１回       審査問題集を解く Ｃ・Ｄ実技Ⅰ 

第２回       審査問題集を解く Ｃ学科 

第３回       審査問題集を解く Ｄ学科 

第４回       審査問題集を解く Ｃ実技Ⅱ 

第５回       審査問題集を解く Ｄ実技Ⅱ 

第６回       審査問題集を解く Ｅ実技Ⅰ・学科 

第７回       審査問題集を解く Ｅ実技Ⅱ 

第８回       模擬試験問題を解く 実技Ⅰ・学科 

第９回       模擬試験問題を解く 実技Ⅱ 

第 10回       模擬試験問題 解説解答 

第 11回       過去問題を解く 実技Ⅰ 

第 12回       過去問題を解く 学科 

第 13回       過去問題を解く 実技Ⅱ 

第 14回       間違いやすい過去問題を解く 学科 

第 15回       間違いやすい過去問題を解く 実技Ⅱ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務の仕事には、病院の受付業務をはじめ診療報酬請求業務、会計業務、カルテ

管理などさまざまな仕事がある。この学習は、将来医療現場での仕事を目指すためのもので

ある。したがって医療の事務に関連する幅広い知識習得を行う。 

(到達目標)医療事務員としての知識の基礎を身につける。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：医療事務講座医科テキスト１～4、スタディブック・医科診療報酬点数表、医

科ハンドブック、 

マイベストノート、しっかりわかる基礎ドリル、受験対策問題集、レセプト点検攻略ドリル、

技能審査（実技Ⅰ）、慣用点数早見表 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度、課題の提出、模擬試験の結果(配点 10：20：70) 

模擬試験を回収した次の回で返却と解答解説を行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 【必須要件】医療事務論 A・B・C・医療事務実践 Aの単位を取得したものに限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
前期の医療事務論Ａ・Ｂと後期の医療事務論Ｃ・医療事務実践Ａ・Ｂは引き続きの内容とな

ります。 



準備学習について 
授業修了後に指示した問題集での復習を 1～２時間以上行い、講義内容の理解をする様にし

てください。 



 

講義科目名称： ホスピタリティマナー 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 松永 富佐代 

テーマ メディカルスタッフのためのマナー 

授業計画 

第１回       メディカルスタッフとしての心構え 

第２回       基本動作、コミュニケーションテスト 

第３回       守秘義務、個人情報保護法、望まれる医事担当者 

第４回       応対の基本（身だしなみ・姿勢） 

第５回       応対の基本（顔・声の印象、笑顔の作り方） 

第６回       言葉遣いの基本（敬語の使い分け） 

第７回       好感を持たれる態度 

第８回       電話応対（受け方とかけ方） 

第９回       電話応対（ロールプレイング） 

第 10回       患者受付の実際（窓口応対） 

第 11回       クレーム対応、職場のコミュニケーション 

第 12回       受付窓口、クレーム対応(ロールプレイング） 

第 13回       社会人としての一般常識、人間関係とコミュニケーション（セルフテスト） 

第 14回       復習 テスト 

第 15回       模擬面接練習 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)医療事務職には多くのスキルが求められます。患者さんに支持され好かれる病院を目

指すためには、高い事務処理能力に加えて“ホスピタリティマインド（もてなしの心＝思い

やりの心）”を形に表す技能が必要です。 

(到達目標)ロールプレイングをとおして、メディカルスタッフとしてのマナーを身に着けま

す。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、医療福祉学科の学位授与の方

針のうち、「人間の尊厳を尊重し、多様な価値観を認め、協調性をもって他者とかかわり連

携する」能力を身につけることができる。 

 

テキスト 
テキスト名：医療事務講座テキスト２ 患者接遇マナー 

※学生・教務課で販売 

参考文献 なし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度（身だしなみ）、作成資料の提出、毎回小テスト、ロールプレイングの実技、学期

末の筆記試験（配点 10：10：10：10：60） 

小テストは講義中に回収し、採点し、次回返却します。総評を口頭で伝えます。 

質問・相談の受付方法 講義終了後教室で受け付ける。 

履修条件 第一回目の授業で人数と座席を決める為、第一回目の出席が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ なし 



 

準備学習について 

講義日により、スーツ着用の指示をすることがあります。 

授業で学習した事を実生活で意識して実践することが毎回の宿題です。 

毎回提出する資料の作成を宿題にします。(約 30分) 



 

講義科目名称： 人間関係とコミュニケーション 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 介護福祉士に必要とされるコミュニケーションの基本を学ぶ 

授業計画 

第１回       オリエンテーション・個々の人の認知世界 

第２回       人生というドラマの主人公 

第３回       ストレスを考える 

第４回       援助対象者のとらえ方 

第５回       人間関係の形成とさまざまな広がり 

第６回       発達と人間関係 

第７回       エコロジカルな視点からみた人間関係 

第８回       集団力動からみた人間関係 

第９回       援助者支援と対人援助 

第 10回       コミュニケーションの基礎 

第 11回       コミュニケーションの目的と方法 

第 12回       コミュニケーションを促す環境 

第 13回       コミュニケーション技法を知る 

第 14回       各種コミュニケーション技法と実際 

第 15回       コミュニケーション技法を活かす 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】より専門化、高度化した介護実践を行ううえで必要となる人間の理解や、他

者への情報伝達に必要な基礎的コミュニケーション能力を養う。 

【授業の到達目標】他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につけること

ができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針である「対象者の課題解決に向けた取り組みができること」の基礎となる、対人関係に

関わるコミュニケーションの知識と能力を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 １ 人間の理解 第３版 

ISBN：978-4-8058-5306-1 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験またはレポート：授業での積極性＝80：20 

試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 介護福祉士の国家試験を受験する上での指定科目です。 



準備学習について 
テキスト本「新・介護福祉士養成講座１人間の理解 第３版 P90～P194」に目を通してお

くこと。また、前回の授業で実施した内容を復習してから授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 発達と老化の理解Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 人間の成長と発達、老化に伴うこころとからだの変化について学ぶ。 

授業計画 

第１回       人間の成長と発達の基礎的理解（「発達」とは） 

第２回       人間の発達段階と発達課題 

第３回       発達と個人差 

             ・老化が及ぼす心理的影響 

             ・高齢者の心の問題と精神障害 

第４回       老年期の発達と成熟（「老化」とは） 

             ・サクセスフルエイジングに関連する考え方 

             ・老年期の適応課題とパーソナリティー 

             ・主観的幸福感         

             ・死生観    

             ・QOL・生きがいの視点   

 

第５回       老いから加齢へ 

第６回       老年期の発達課題の留意点 

第７回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活（老化が及ぼす心理的影響） 

第８回       主観的幸福感 

第９回       動機づけ（欲求）に基づく理解と支援 

第 10回       老年期のパーソナリティに関する諸理論 

第 11回       死生観 

第 12回       高齢者のこころの問題と精神障害 

第 13回       老年期の統合失調症とせん妄 

第 14回        老年期の日常生活 

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】人が成長、発達する過程で迎える老年期をどうとらえるか、人間学的観点から学ぶ。 

【到達目標】介護の対象となる“人”を理解するために必要な基礎的知識を身につける。 

【特記事項】2～3週間に 1回、授業に関連した「課題レポート」を提出する。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識」を身につけることができ

る。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座  第 11巻  発達と老化の理解」  第 3版 

ISBN  ：978-4-8058-5114-2 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編集 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：学習状況＝60：40 

・課題レポートを回収した次の回の授業内で総評を口頭で伝える。 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 



質問・相談の受付方法 講義終了後、オフィスアワー等で適宜受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 積極的な発言を期待します。 

準備学習について 
毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 発達と老化の理解Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 高齢者の健康について学ぶ。 

授業計画 

第１回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活① 

             外見・免疫・感覚器の変化     

第２回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活② 

             消化器・循環器の変化 

第３回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活③ 

             呼吸器・骨・筋肉・関節・泌尿器の変化 

第４回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活④ 

             生殖機能・体温調節機能の変化    

第５回       老化に伴うこころとからだの変化と日常生活⑤ 

             記憶機能・認知機能の変化 

第６回       高齢者に多い症状、訴えとその留意点① 

             痛み（腹痛・骨・筋肉・関節） めまい しびれ 

第７回       高齢者に多い症状、訴えとその留意点② 

             体重減少 食欲不振 浮腫 咳・痰 息切れ 息苦しさ 

第８回       高齢者に多い症状、訴えとその留意点③ 

             掻痒感 不眠 便秘 下痢 誤嚥 出血 

第９回       高齢者と健康① 

             生活習慣病 

第 10回       高齢者と健康② 

             口腔の病気 目の病気 耳の病気 皮膚の病気  

第 11回       高齢者と健康③ 

             呼吸器の病気 腎臓の病気 泌尿器の病気 

第 12回       高齢者と健康④ 

             脳・神経系の病気 骨・関節の病気 

第 13回       高齢者と健康⑤ 

             消化器系の病気 循環器系の病気  

第 14回       高齢者と健康⑥ 

             介護保険の特定疾病 高齢者に起こりやすい感染症  

第 15回       総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】老化に伴うこころとからだの変化や、高齢者に多い症状や病気について学ぶ。 

【到達目標】高齢者の健康に関連する基礎的知識を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識」を身につけることができ

る。 



テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座  第 11巻  発達と老化の理解」  第 3版 

ISBN  ：978-4-8058-5114-2 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編集 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：学習状況＝60：40 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、オフィスアワー等で適宜受け付ける。 

履修条件 【希望的要件】発達と老化の理解Ａを履修中または単位取得済が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 積極的な発言を期待します。 

準備学習について 
毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 認知症の理解Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 認知症介護の基礎 

授業計画 

第１回       認知症を取り巻く状況（認知症高齢者の現状と今後） 

第２回       本人本位の視点 

第３回       認知症の人の体験 

第４回       認知症ケアの歴史 

第５回       認知症ケアの理念と視点 

第６回       医学的側面からみた認知症の基礎①（脳のしくみと記憶・認知症による障が

い） 

第７回       医学的側面からみた認知症の基礎②（認知症に類似した症状・若年性認知症） 

第８回       医学的側面からみた認知症の基礎③（認知症の診断） 

第９回       医学的側面からみた認知症の基礎④（アルツハイマー型認知症・血管性認知

症） 

第 10回       医学的側面からみた認知症の基礎⑤（レビー小体型認知症・前頭側頭型認知

症・その他） 

第 11回       認知症の予防と認知症の治療 

第 12回       認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活① 

             （認知症の人の行動・心理症状） 

第 13回       認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活② 

             （認知症の人の心理的理解） 

第 14回       生活に及ぼす認知機能の変化と影響 

第 15回       前期授業のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概  要：認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意思表

示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点

を学ぶ。 

到達目標：認知症のある人の生活を理解し、介護の視点を述べることができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「確かな介護の知識・技術を活用し、認知症の人のケアができること。」を身に

つけることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 12巻 認知症の理解 第３版」 

ISBN：978-4-8058-5309-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 『新・介護福祉士養成講座８ 生活支援技術Ⅲ 第３版』 中央法規出版 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価 

学期末試験：レポート：授業での積極性＝６０：２０：２０ 

期末試験やレポートのフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
介護福祉士国家試験の指定科目です。 

授業中は、携帯電話をマナーモードにし、私語は慎むこと。 

準備学習について 
認知症の人の手記を読み、認知症の「人」の理解に努めること。授業毎に 2時間以上の予習

復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 認知症の理解Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 認知症のある人の症状や日常生活への影響を理解し、介護の視点を習得する。 

授業計画 

第１回       認知症の人と環境 

第２回       認知症の人の生活の維持 

第３回       認知症の人へのかかわりの基本 

第４回       認知症への気づき 

第５回       認知症の進行に応じた介護 

第６回       生きることを支える 

第７回       地域におけるサポート体制 

第８回       チームアプローチ 

第９回       介護者自身の体験 

第 10回       家族への支援① 家族へのレスパイトケア 

第 11回       家族への支援② 家族へのエンパワメント 

第 12回       家族会と介護教室 

第 13回       認知症対策と介護保険制度 

第 14回       認知症へのその他の施策 

第 15回       後期授業のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（授業の概要）認知症の症状やケアの方法に関する基礎的な知識、認知症の進行とそれに伴

う症状の特徴、本人および家族への配慮について理解する。 

（到達目標）認知症の進行状態とそれに伴う介護方法の違いや留意点を理解できるようにす

る。また、本人および家族へのケアとアプローチについて考えることができるようにする。 

（学位授与方針との関連）高度な介護の知識・技術を活用し、認知症疾患や症状へのケアが

できることを目指す。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 12 認知症の理解」（第３版） 

ISBN：978-4-8058-5309-2 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

学期末試験：レポート等の提出物＝８０：２０ 

フィードバックとしてレポートとの提出物にコメントを添えて返却します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験受験資格取得の指定科目てす。 

テキスト学習の他、認知症に関連した新聞記事や書籍などにも目を通して頂くことをお勧め

します。 



準備学習について 
認知症のことに関連したニュースや新聞記事などの情報を入手する。（1日 10分・週 1時間

程度） 



 

講義科目名称： 障害の理解Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 障がいを持っている人の生活を理解し、介護の視点を習得する 

授業計画 

第１回       障がいの概念、障がいの法的定義 

第２回       障がい者福祉の基本理念 

第３回       視覚障がいを持っている人たちの生活 ① (視覚機能、発症時期による分

類、障害受容の過程) 

第４回       視覚障がいを持っている人たちの生活 ② (視覚障がいの主な眼疾患、生活

の理解と介護上の留意点) 

第５回       聴覚・言語障がいを持っている人たちの生活 ① (聴覚障がい) 

第６回       聴覚・言語障がいを持っている人たちの生活 ② (言語障がい、盲ろう重

複・ろう重複障がい) 

第７回       肢体不自由(運動機能障がい)を持っている人たちの生活 ① (肢体不自由

とは、麻痺とは、中途障がい者の障害受容過程) 

第８回       肢体不自由(運動機能障がい)を持っている人たちの生活 ② (脊髄損傷、脳

性麻痺) 

第９回       肢体不自由者にとっての補装具 

第 10回       知的障がいを持っている人たちの生活 ① (知的障害とは、原因) 

第 11回       知的障がいを持っている人たちの生活 ② (生活と介護) 

第 12回       精神障がいを持っている人たちの生活 ① (精神障害とは、分類、年代別

の課題) 

第 13回       精神障がいを持っている人たちの生活 ② (代表的な精神疾患) 

第 14回       内部障がいを持っている人たちの生活 ① (心臓機能障害、呼吸機能障害、

腎機能障害、膀胱・直腸機能障害) 

第 15回       内部障がいを持っている人たちの生活 ② (肝臓機能障害、ヒト免疫不全

ウィルスによる免疫機能障害) 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)障がいを持っている人たちのこころやからだの働きに関する基礎的な知識を習得す

るとともに、障がいを持っている人たちが経験している事柄を理解し、家族等周囲の環境に

も配慮した介護の視点を学ぶ 

(到達目標)障がいを持っている人たちの心理や身体機能に関する基礎的知識を習得するこ

とができる。障がいを持っている人たちの体験を理解し、家族等周囲の環境にも配慮した介

護の視点を習得することができる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術を修得し、対象者の課

題解決に向けた取組ができる」能力を身につけることができる 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 13 障害の理解 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5115-9 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 



参考文献 

『新・介護福祉士養成講座 14 こころとからだのしくみ 第 3版』中央法規出版 

それぞれの障がいと当事者に関する文献などは、講義中適宜紹介する 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：レポート等提出物=80：20 

学期末試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じ

て行う 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける 

履修条件 特に設けない 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ生【可】 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です 

準備学習について 授業終了時に指示した復習(1時間)・予習(1時間)を行う 



 

講義科目名称： 障害の理解Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木政史 

テーマ 障がいを持っている人の生活を理解し、介護の視点を習得する 

授業計画 

第１回       高次脳機能障がいを持っている人たちの生活の実際 

第２回       高次脳機能障がいを持っている人たちの生活支援 

第３回       発達障がいを持っている人たちの生活の実際 

第４回       発達障がいを持っている人たちの生活支援 

第５回       重症心身障がいを持っている人たちの生活の実際 

第６回       重症心身障がいを持っている人たちの生活支援 

第７回       難病のある人たちの生活の実際 

第８回       難病のある人たちの生活支援 

第９回       障がいを持っている人たちに対する介護の基本的視点 ① 

             障がいのある人の心理 

第 10回       障がいを持っている人たちに対する介護の基本的視点 ② 

             障がいに伴う機能の変化と日常生活への影響 

第 11回       障がいを持っている人たちの家族の実際 

第 12回       障がいを持っている人たちの家族支援  

第 13回       福祉・保健・医療・教育・労働の連携と課題 

第 14回       福祉・保健・医療・教育・労働の連携と支援の在り方 

第 15回       地域におけるサポート体制 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

障がいを持っている人たちのこころやからだの働きに関する基礎的な知識を習得するとと

もに、障がいを持っている人たちが経験している事柄を理解し、家族等周囲の環境にも配慮

した介護の視点を学ぶ。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 13 障害の理解 第 4版 

ISBN： 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 
『新・介護福祉士養成講座 14 こころとからだのしくみ 第 2版』中央法規出版 

それぞれの障がいと当事者に関する文献などは、講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：レポート等提出物=80：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です。 

準備学習について 
日頃からニュースや新聞を通じて、障がいを持っている人たちが経験している事柄に関心を

高めておく。授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： こころとからだのしくみＡ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 人間のこころとからだのしくみを理解する 

授業計画 

第１回       「健康」とは 

第２回       人間の欲求とは 

第３回       こころのしくみの基礎 

第４回       からだのしくみ（１） 

             脳と神経、骨・筋肉、感覚器 

第５回       からだのしくみ（２） 

             消化器、呼吸器 

第６回       からだのしくみ（３） 

             泌尿器、生殖器 

第７回       からだの動きと身じたくのしくみ 

第８回       心身の機能低下が身じたくに及ぼす影響 

第９回       変化の気づきと対応（身じたく） 

第１０回     移動のしくみ 

第１１回     心身の機能低下が移動に及ぼす影響 

第１２回     変化の気づきと対応（移動） 

第１３回     食事のしくみ 

第１４回     心身の機能低下が食事に及ぼす影響 

第１５回     変化の気づきと対応（食事）／総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】身じたく、移動、食事に関する生活支援技術の根拠となる心身のしくみや機能を学

ぶ。 

【到達目標】生活支援技術に必要な基礎的知識を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識」を身につけることができ

る。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座  第 14巻  こころとからだのしくみ」第３版 

ISBN：978‐4‐8058‐3943‐0 

出版社：中央法規出版 

著者名・介護福祉士養成講座編集委員会  編集 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 
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 1巻 人体の構造と機能及

び疾病」 「第 2巻 心理学理論と心理的支援」  中央法規出版 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：学習状況＝50：50 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で適宜受けつける。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

 

メッセージ 積極的な発言を期待します。 

準備学習について 

毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容 

を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： こころとからだのしくみＢ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 日常生活に関連したしくみを理解する。 

授業計画 

第１回       入浴・清潔保持のしくみ（１） 

             清潔の意義、入浴の意義、清潔がもたらす効果 

第２回       入浴・清潔保持のしくみ（２） 

             皮膚のしくみ、皮膚の汚れのしくみ、陰部の清潔 

第３回       心身の機能低下が入浴・清潔保持に及ぼす影響 

第４回       変化の気づきと対応（入浴・清潔） 

第５回       排泄のしくみ（１） 心身の機能低下が排泄に及ぼす影響（１） 

             排泄とは、正常な排泄行為、泌尿器、消化器 

第６回       排泄のしくみ（２） 心身の機能低下が排泄に及ぼす影響（２）  

             排尿のしくみ、排尿障害 

第７回       排泄のしくみ（３） 心身の機能低下が排泄に及ぼす影響（３） 

             排便のしくみ、排便障害 

第８回       変化の気づきと対応（排泄） 

第９回       睡眠のしくみ 

第 10回       心身の機能低下が睡眠に及ぼす影響 

第 11回       変化の気づきと対応（睡眠） 

第 12回       「死」を理解する 

第 13回       終末期から「死」までの変化と特徴 

第 14回       「死」に対するこころの理解 

第 15回       他職種との連携 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【概要】入浴・清潔保持、排泄、睡眠、死などに関連したしくみを学ぶ。 

【到達目標】生活支援技術に必要な基礎的知識を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識」を身につけることができ

る。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座  第 14巻  こころとからだのしくみ」第３版 

ISBN：978-4-8058-3943-0 

出版社：中央法規出版 

著者名・介護福祉士養成講座編集委員会  編集 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 
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 1巻 人体の構造と機能及

び疾病」 「第 2巻 心理学理論と心理的支援」  中央法規出版 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：学習状況＝50：50 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 オフィスアワー等で適宜受けつける。 

履修条件 特に設けない。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

 

メッセージ 積極的な発言を期待します。 

準備学習について 
毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 介護の基本Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 介護を必要とする人の生活理解と生活支援 

授業計画 

第１回       生活とは何か～生活の特性の理解～ 

第２回       介護を必要とする人の理解 

第３回       人間の多様性・複雑性の理解 

第４回       高齢者の人たちの暮らしと介護 

第５回       障害をもった人たちの暮らしと介護 

第６回       その人らしさの理解 

第７回       利用者の生活ニーズの理解 

第８回       高齢者や障害をもった人たちと生活障害の関係性 

第９回       生活障害の視点と理解 

第 10回       生活環境の重要性と環境整備 

第 11回       自立支援に向けた介護の基本的視点 

第 12回       介護福祉士が担う役割と生活支援 

第 13回       尊厳を支える介護 ～利用者主体・ＱＯＬ・ノーマライゼーションの視点～ 

第 14回       介護における ICFのとらえ方 

第15回       介護実践におけるリハビリテーションの考え方と関連性～リハビリテーショ

ン専門職との連携～ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：生活の特性や介護を必要としている人の理解を通じて、高齢者や障害を持った人の暮

らしを把握し、その人らしさや 

   利用者の生活ニーズについて学ぶ。また尊厳を支える介護や自立支援に向けた介護に

ついての視点を理解する。 

目標：介護福祉士としての介護の基礎を述べることができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連： 

   この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「介護福祉にかか

わる体系的・実践的な専門知識 

   と技術を修得し、対象者の課題解決に向けた取組ができること。」を身につけること

ができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 3 介護の基本Ⅰ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-5307-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 4 介護の基本Ⅱ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5436-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末試験：レポート：授業での積極性＝60：20：20 

・レポートを回収した次の回の授業内で講評を口頭で伝える。 

・期末試験のフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 
介護福祉士国家試験の指定科目です。 

授業中は、携帯電話をマナーモードにし、私語は慎むこと。 

準備学習について 
授業毎に、テキスト該当ページを読み 1時間以上の予習し、授業後は配布資料等を読み返し

1時間以上の復習を行い理解を深めること。 



 

講義科目名称： 介護の基本Ｂ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 介護福祉士の役割と職業倫理 

授業計画 

第１回       介護問題を取り巻く状況と介護福祉士制度 

第２回       求められる介護福祉士像 

第３回       社会福祉士及び介護福祉士法 

第４回       社会福祉士及び介護福祉士法の関連規定 

第５回       専門職能団体の役割 

第６回       専門職能団体としての介護福祉士会 

第７回       日本介護福祉士会倫理綱領 

第８回       生命倫理について 

第９回       介護の専門性と職業倫理 

第 10回       介護現場における人権侵害 

第 11回       利用者の人権と介護 ① (身体拘束の禁止) 

第 12回       利用者の人権と介護 ② (虐待の防止) 

第 13回       個人情報とプライバシーの保護 

第 14回       介護現場における倫理的対応の実際 (施設入所者・在宅利用者) 

第 15回       利用者の人権を守るために必要なしくみ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)介護問題を取り巻く状況を通して、介護福祉士が誕生した背景を学ぶとともに、介護

福祉士の法的根拠及び専門職能団体としての役割や機能を理解する。また、介護現場におけ

る利用者の人権やプライバシー保護を理解し、介護従事者の職業倫理を学ぶ。 

(到達目標)介護問題を取り巻く状況について理解し、介護福祉士の役割と機能を理解するこ

とができる。介護従事者の職業倫理を身につけることができる。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術を修得し、対象者の課

題解決に向けた取組ができる」能力を身につけることができる 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 3 介護の基本Ⅰ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-5307-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 4 介護の基本Ⅱ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5436-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：レポート＝80：20 

期末試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて

行う 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける 



履修条件 【履修条件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ生【不可】 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です 

準備学習について 授業終了時に指示した復習(1時間)・予習(1時間)を行う 



 

講義科目名称： 介護の基本Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 介護サービスの理解と提供の場の特性 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       介護サービスの意味と特性 

第３回       ケアプラン、ケアマネジメントの意味と仕組み① 

                ～介護支援専門員の役割と課題～ 

第４回       ケアプラン、ケアマネジメントの意味と仕組み② 

                ～介護保険制度におけるケアマネジメント～ 

第５回       ケアプラン、ケアマネジメントの意味と仕組み③ 

                ～障がい者のケアマネジメント～ 

第６回       介護サービスの歴史的変遷と時代背景 

第７回       介護保険のサービスの種類①～介護保険制度によるサービスの概要～ 

第８回       介護保険のサービスの種類②～障がい者のためのサービスの概要～ 

第９回       サービスの報酬、算定基準 

第 10回       高齢者に対する居宅系サービスの提供の場とその特性①～訪問系～ 

第 11回       高齢者に対する居宅系サービスの提供の場とその特性②～通所系～ 

第 12回       高齢者に対する入所系サービスの提供の場とその特性①～大規模入所系～ 

第 13回       高齢者に対する入所系サービスの提供の場とその特性②～小規模入所系～ 

第 14回       障がい者に対する居宅系サービスの提供の場とその特性 

第 15回       障がい者に対する入所系サービスの提供の場とその特性 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

介護サービス、ケアマネジメントの意味や仕組みの理解を通じて、介護サービスの概要を学

ぶとともに、社会の動きや制度の変遷から介護サービスの理解を深める。また高齢者や障が

い者に対するサービスの種類と提供の場及びサービス利用者の生活、介護福祉士の役割を学

ぶ。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 3 介護の基本Ⅰ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-5307-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 4 介護の基本Ⅱ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5436-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：レポート＝80：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 



質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ 【不可】 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です。 

準備学習について 

配布資料・テキスト・ノートの見直し等をしながら理解に努めること。 

日頃からニュースや新聞を通じて、介護を必要とする人の生活に関心を持つこと。 

授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 介護の基本Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 多職種連携と協働・地域連携 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       介護実践における多職種連携とは 

第３回       多職種連携の意義と目的 

第４回       協働職種の理解と連携① ～他福祉職種の機能と役割～ 

第５回       協働職種の理解と連携② ～保健医療職種の機能と役割～ 

第６回       協働職種の理解と連携③ ～その他の関連職種との連携～ 

第７回       介護実践における多職種連携の実際 

第８回       住み慣れた地域の中で生活することの意義 

               ～地域の中で生活するために必要な支援体制～ 

第９回       地域連携の意義と目的 

第 10回       地域連携に関わる諸機関の理解 

第 11回       地域住民・ボランティア団体との連携  

               ～インフォーマルサービスが担う機能と役割～ 

第 12回       社会福祉協議会の機能と役割 

第 13回       地域組織化活動と介護の連携の実際 

第 14回       地域包括支援センターが担う機能と役割 

第 15回       行政機関が担う機能と役割 ～市町村・都道府県との連携～ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（授業の概要）介護実践における協働職種の機能と役割について理解する。そのうえで、多

職種との連携の重要性を学ぶ。 

（到達目標）介護が必要な人が住み慣れた地域で安心して生活するためにはどのような支援

体制が必要であるかを理解する。それに伴い、行政機関、社会福祉協議会、地域包括支援セ

ンターの機能と役割について理解できるようにする。 

（学位授与方針との関連）介護福祉に関わる体系的・実践的な専門知識（介護の対象と専門

実践機関の役割など）を修得する。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 3 介護の基本Ⅰ」 第 3版 

ISBN：978-4-8058-5307-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 4 介護の基本Ⅱ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5436-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：課題提出・評価＝80：20 

フィードバックとして提出課題にコメントを添えて返却します。 



質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ 【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目です。介護福祉の実践を有効に活かして

いくための多職種との連携や協働について学んでいきます。地域における介護や福祉の実践

について関心を深めてください。 

準備学習について 

居住地域の社会福祉協議会、地域包括支援センターの設置主体、所在地などについての調べ

学習を行う。また、それらの機関が発行している広報誌や機関誌などを入手し一読する。（週

平均 1時間程度） 



 

講義科目名称： 介護の基本Ｅ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 介護現場におけるリスクマネジメント・安全な労働環境 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       介護における安全確保の重要性 

第３回       リスクマネジメントの意義と目的 ～介護現場における事故防止・安全対策

～ 

第４回       リスクマネジメントの実際①観察・正確な技術・予測・分析 

第５回       リスクマネジメントの実際②セーフティマネジメントと緊急連絡システム 

第６回       リスクマネジメントの実際③転倒、転落防止・骨折予防対策 

第７回       リスクマネジメントの実際④利用者の生活の安全対策 

第８回       感染予防の意義と目的 ～感染予防の基礎知識と技術～ 

第９回       感染・衛生管理 

第 10回       介護従事者の安全な労働環境 

第 11回       健康管理の意義と目的 

第 12回       健康管理に必要な知識と技術 

第 13回       心身の健康管理①ストレス・燃え尽き症候群 

第 14回       心身の健康管理②感染予防・腰痛予防対策 

第 15回       安心して働ける環境づくり ～労働安全～ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】介護現場に潜む危険因子を理解するとともに、それらへの対策を講じること

ができる専門職としての技術を養うことを目的とする。また、心身ともに健康で末永く働き

続けるために必要な、安心して働ける職場環境づくりへの知識と技術について習得してい

く。 

【授業の到達目標】介護現場のおける危険の予測および対応策を示すことができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針である「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術」を身につけることが

できる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 ４ 介護の基本Ⅱ 第３版 

ISBN：978-4-8058-5111-1 

出版社名：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：レポート＝80：20 

試験やレポートに関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 介護福祉士の国家試験を受験する上での指定科目です。 

準備学習について 
介護の基本Ａ～Ｄを「単位取得済」の方は、復習をしておいてください。また、前回の授業

で実施した内容を復習してから授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： コミュニケーション技術Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 
介護を必要とする人の理解や援助的関係、援助的コミュニケーションについて理解し、基本

的技法を学ぶ。 

授業計画 

第１回       介護におけるコミュニケーションの基本 

第２回       コミュニケーションの基本・意義・目的 

第３回       介護技術とコミュニケーション 

第４回       介護におけるコミュニケーションの役割 

第５回       介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション① 

第６回       介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション② 

第７回       介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション③ 

第８回       利用者の感情表現を察する技法 

第９回       利用者の納得と同意を得る技法 

第 10回       質問の技法 

第 11回       相談・助言・指導の技法 

第 12回       利用者の意欲を引き出す技法 

第 13回       利用者と家族の意向を調整する技法 

第 14回       複数の利用者がいる場面でのコミュニケーション 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

介護現場における利用者・家族とのコミュニケーションの重要性と、さまざまな 

場面における基本的技法について、講義及び演習を通して学んでいく。 

 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 3巻 コミュニケーション技術 第 3版」 

ISBN：978-4-8058-5308-5 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税込）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

学期末試験：授業での積極性＝８０：２０ 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 介護福祉士養成のための指定科目です。積極的に授業に参加することを期待します。 

準備学習について 授業で学んだことを復習し、日常生活でも活用することで学びを深めること。 



 

講義科目名称： コミュニケーション技術Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 
利用者の身体状態の違いを理解し、状態に即した適切なコミュニケーション方法について学

ぶ。 

授業計画 

第１回       利用者の特性に応じたコミュニケーション 

第２回       高次脳機能障害のある方とのコミュニケーション 

             高次脳機能障害の方の心情を考えてみる 

第３回       失語症・構音障害の方の特徴とコミュニケーションの留意点 

第４回       認知症の症状を持つ方とのコミュニケーション① 

             認知症の基本的な症状と望ましい接し方について 

第５回       認知症の症状を持つ方とのコミュニケーション② 

             若年性認知症の特徴と接し方や生活課題などについて 

第６回       視覚に障害のある方とのコミュニケーション 

             視覚障害の方の心情を考えてみる 

第７回       聴覚に障害のある方とのコミュニケーション 

             聴覚障害の方の心情を考えてみる 

第８回       知的に障害のある方とのコミュニケーション 

             知的障害の方の特徴について 

第９回       精神に障害のある方とのコミュニケーション 

             精神障害の方の特徴について 

第 10回       チームのコミュニケ―ション 

             チームとメンバーの役割 

第 11回       介護における記録の意義と目的・記録の種類 

第 12回       介護における情報管理と情報保護 

第 13回       介護おける「報告・連絡・相談」の必要性と方法 

第 14回       会議の運営・実践的なケアカンファレンスについて 

第 15回       介護の専門性とコミュニケーション技術について 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（授業の概要）利用者の特性に応じたコミュニケーションの技法、介護現場におけるチーム

内のコミュニケーションの方法について、講義・演習を通して学ぶ。 

（到達目標）障害や症状の違いのよるコミュニケーションの特徴と、それぞれの障害を持つ

方の心情について理解できることを到達目標とする。また、実践的な「報告・連絡・相談」

に関する方法と記録や会議のあり方について理解が得られるようにする。 

（学位授与方針との関連）介護福祉士の実践的な専門技術（専門性を身につけたコミュニケ

ーション技術）を修得する。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座コミュニケーション技術」第３版 （１年次使用し

たもの） 

ISBN：978-4-8058-5308-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

学期末試験：提出課題＝８０：２０ 

フィードバックとして提出課題にコメントを加えて返却します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目です。 

積極的な授業への参加を期待します。相手の方の身体状態などに配慮した、適切であり円滑

なコミュニケーションの方法について考えていきましょう。 

準備学習について 
認知症の当事者や家族、身体や知的に障害を持つ方などの手記を２～３冊用意し精読する。

（本学図書館にも多数蔵書しております）毎日 15分程度の読書を準備学習とします。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ａ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 日常生活の活性化とその支援 

授業計画 

第１回       生活とは何か 

第２回       生活を理解する視点 

第３回       生活の場の特徴と構成要素 

第４回       生活形成のプロセスと生活経営 

第５回       生活支援の考え方 

第６回       生活支援の必要な人の理解 

第７回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第８回       生活と尊厳の保持 

第９回       チームアプローチ 

第 10回       生活支援と介護予防 

第 11回       生活支援における介護予防の視点 

第 12回       生活の再構築と活性化 

第 13回       生活支援と福祉用具の活用 

第 14回       生活支援のあり方について考える① 

第 15回       生活支援のあり方について考える② 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

介護を必要とする人の生活スタイル、生活経験、生活環境を含め、利用者の生活全体をとら

え「生活」を支援することを学ぶ。 

到達目標：生活とは何か理解する。生活支援の方法について理解する。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 6 生活支援技術Ⅰ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5437-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験：小テスト・レポート：授業での積極性＝50：30：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

 

質問・相談の受付方法 適宜受け付けます。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です。 



準備学習について 
日頃からニュースや新聞を通じて、介護を必要とする人の生活に関心を持つこと。 

授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 自立に向けた居住環境の整備 

授業計画 

第１回       自立に向けた居住環境の整備（居住環境を整備することの意義と目的） 

第２回       住まいの役割 

第３回       生活空間と介護 

第４回       居住環境のアセスメント 

第５回       ＩＣＦの視点に基づく利用者の全体像のアセスメント 

第６回       安全で心地よい生活の場づくり 

第７回       利用者に配慮した住宅の各所の空間構成 ① 

第８回       利用者に配慮した住宅の各所の空間構成 ② 

第９回       住まいの管理 

第 10回       安全性の確保 

第 11回       住宅のバリアフリー化 

第 12回       ユニバーサルデザイン 

第 13回       集団生活の場における工夫と留意点 ① 

第 14回       集団生活の場における工夫と留意点 ② 

第 15回       他職種の役割と協働 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

利用者の生活の場の環境を整備することは、介護や支援を行う上で基礎となるものである。

居住環境を整備することの意義を理解した上で、利用者にとって安全で安心かつ快適な生活

の場の実際とつくり方を学ぶ。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 6 生活支援技術Ⅰ 第 4版 

ISBN：978-4-8058-5437-2 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：小テストあるいはレポート：授業への参加度=50：30：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です。 

準備学習について 
日頃からニュースや新聞を通じて、介護を必要とする人の住環境に関心をもつこと。 

授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 
尊厳を支える介護の観点から、安全確保と自立に向けた身じたく・衣服の着脱等に関する介

護を学ぶ 

授業計画 

第１回       自立に向けた身支度の介護（身じたくの意義と目的） 

第２回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第３回       生活習慣と装いの楽しみを支える介護について 

第４回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ①整容(洗面、整髪) 

第５回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ②整容(爪) 

第６回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ③整容(ひげの手入

れ、化粧) 

第７回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ④整容(軟膏塗布、湿

布貼付、点眼) 

第８回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ⑤口腔ケア 

第９回       整容行動を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ⑥口腔ケア 

第 10回       衣生活を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ①衣服の着脱 

第 11回       衣生活を調整する能力のアセスメントと介助の技法 ②衣服の着脱 

第 12回       利用者の状態・状況に応じた身じたくの介助 (口腔ケア) 

第 13回       利用者の状態・状況に応じた身じたくの介助 (技術確認)① 

第 14回       利用者の状態・状況に応じた身じたくの介助 (技術確認)② 

第 15回       他の職種の役割と協働・連携 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

身だしなみや衣服を整えるという生活行為は、社会的心理的にも影響を及ぼす大切ものであ

る。 

利用者の心身の状態を理解し、その人に合わせた身じたくや衣服の着脱の方法についての知

識と技術を習得する。 

支援を必要とする人のおしゃれや化粧等、他者に良い印象を与え人間関係を良好にするため

の身じたくについて考える。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：レポート：技術確認＝50：40：10 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
介護福祉士国家試験の指定科目です。 

実習室での演習では、演習にふさわしい服装、履物、身だしなみに整えてください。 

準備学習について 

日頃からニュースや新聞を通じて、介護を必要とする人の生活に関心を持つこと。 

授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 

 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｄ 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 自立に向けた移動の介護 

授業計画 

第１回       自立に向けた移動の介護（移動の意義と目的） 

第２回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第３回       安全で気兼ねなく動けることを支える介護 

第４回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ①ボディメカニクス 

第５回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ②体位変換 

第６回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ③臥位から座位 

第７回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ④安楽な体位の保持 

第８回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ⑤座位から立位 

第９回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ⑥歩行介助 

第 10回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ⑦車いすへの移乗 

第 11回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ⑧車いすの移動 

第 12回       安全で的確な移動・移乗の介助の技法 ⑨ストレッチャーへの移乗と移動介

助 

第 13回       利用者の状態・状況に応じた介護①（技術確認・起き上がり） 

第 14回       利用者の状態・状況に応じた介護②（技術確認・移動） 

第 15回       他職種の役割と協働・連携 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：人間にとっての移動の意義や目的を考え、根拠に基づいた介護の方法を学ぶ。 

目標：利用者の自立と安全・安楽に配慮した介護技術を実施できる。 

卒業認定・学位授与の方針との関連： 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「確かな介護の知識・技

術を活用」する能力を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 ７ 生活支援技術Ⅱ 第３版 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 ８ 生活支援技術Ⅲ 第３版 

ISBN：978-4-8058-3942-3 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：小テスト・技術確認：授業での積極性＝50：40：10 

・小テストと技術確認を行った次の授業内で講評を口頭で伝える。 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 適宜受け付けます。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験の指定科目です。 

実習室での演習では、演習にふさわしい服装、履物、身だしなみに整えてください。技術の

習得には、復習が必要です。空き時間を利用し、主体的に技術を習得してください。 

準備学習について 
生活の中で「移動」「動き」の意味について考え、授業後は配布資料等を読み返し理解を深

めること。授業毎に 1時間以上の予習復習をして、次の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｅ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 自立に向けた食事の介護 

授業計画 

第１回       自立に向けた食事の介護 

第２回       食事の意義と目的について 

第３回       自立支援を支える食事の介助とは 

第４回       食事におけるアセスメント 

第５回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第６回       おいしく食べることを支える介護とは 

第７回       食事における介護技術とは 

第８回       食事の介助 

第９回       安全で的確な食事の介助の方法 

第 10回       誤嚥・窒息防止のための日常生活の留意点 

第 11回       脱水予防のための日常生活の留意点 

第 12回       利用者の状況に応じた介助の留意点（技術確認） 

第 13回       機能低下している人の介助の留意点（技術確認） 

第 14回       認知症の人の介助の留意点 

第 15回       他職種との連携、役割と協働について 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：食事に関する意義と目的、健康維持や楽しく食事をするための食事介助の方法を学ぶ。

また、誤嚥防止や脱水予防 

   を理解する。 

目標：安全や安楽を考えた食事の介護技術を実施できる。 

卒業認定・学位授与の方針との関連： 

   この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「確かな介護の知

識・技術を活用」する能力を 

   身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 ７ 生活支援技術Ⅱ 第３版 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 ８ 生活支援技術Ⅲ 第３版 

ISBN：978-4-8058-3942-3 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：小テスト・技術確認：授業での積極性＝50：40：10  

・小テストと技術確認を行った次の授業内で講評を口頭で伝える。 

・期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 適宜受け付けます。 



履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験の指定科目です。 

実習室での演習では、演習にふさわしい服装、履物、身だしなみに整えてください。技術の

習得には、復習が必要です。空き時間を利用し、主体的に技術を習得してください。 

準備学習について 
生活の中で「食べる」ことの意味を考え、授業後は配布資料等を読み返し理解を深めること。

授業毎に 1時間以上の予習復習をして、次の授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｆ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 尊厳を支える介護の観点から、自立に向けた入浴・清潔保持の介護の方法を学ぶ 

授業計画 

第１回       自立に向けた入浴・清潔保持の介護（入浴・清潔保持の意義と目的） 

第２回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第３回       爽快感と安楽を支える介護 

第４回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ①手浴 

第５回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ②足浴 

第６回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ③全身清拭 

第７回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ④目・鼻・耳の清潔保持 

第８回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ⑤陰部清拭 

第９回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ⑥洗髪 

第 10回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ⑦入浴 

第 11回       安全・的確な入浴・清潔保持の介助の技法 ⑧特殊浴・シャワー浴 

第 12回       利用者の状態・状況に応じた介助の留意点  

第 13回       利用者の状態・状況に応じた介助 (技術確認)① 

第 14回       利用者の状態・状況に応じた介助 (技術確認)② 

第 15回       他の職種の役割と協働・連携 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)入浴・清潔の保持に関する意義と目的を学び、爽快感があり安楽な入浴・清潔保持の

介助の方法を学ぶ。利用者の状態・状況に応じた安全で的確な入浴・清潔保持の介護技術を

習得する 

(到達目標)利用者の状態・状況に応じた安全で的確な入浴・清潔保持の介護技術を身につけ

ることができる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術を修得し、対象者の課

題解決に向けた取組ができる」能力を身につけることができる 

 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：レポート：技術確認＝50：40：10 

・演習後に提出したレポートは、次の回の授業内でコメントをつけて返却する 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生に限る 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
介護福祉士国家試験の指定科目です 

介護実習室での演習では、演習にふさわしい服装、履物、身だしなみを整えてください 

準備学習について 授業終了時に指示した課題(演習後レポート作成と予習、2時間)を行う 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｇ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 木下 寿恵 

テーマ 尊厳を支える介護の観点から、自立に向けた排泄介護を学ぶ 

授業計画 

第１回       自立に向けた排泄の介護（排泄の意義と目的） 

第２回       ＩＣＦの視点に基づくアセスメント 

第３回       排泄のメカニズムと排泄障害① 

第４回       排泄のメカニズムと排泄障害② 

第５回       気持ちよい排泄を支える介護  

第６回       安全で的確な排泄の介助の技法 ①トイレでの介助 

第７回       安全で的確な排泄の介助の技法 ②ポータブルトイレでの介助 

第８回       安全で的確な排泄の介助の技法 ③オムツ・パッド交換の介助 

第９回       安全で的確な排泄の介助の技法 ④尿器・差し込み便器を使用した介助 

第 10回       安全で的確な排泄の介助の技法 ⑤自己導尿カテーテル使用時の介助 

第 11回       安全で的確な排泄の介助の技法 ⑥浣腸・座薬挿入方法と介助、ストマの介

助 

第 12回       利用者の状態・状況に応じた介助の留意点 

第 13回       利用者の状態・状況に応じた介助 (技術確認)① 

第 14回       利用者の状態・状況に応じた介助 (技術確認)② 

第 15回       他の職種の役割と協働・連携 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)人間にとっての排泄の意義と目的を理解し、羞恥心に配慮し快適な排泄を支える介護

の方法を学ぶ。利用者の状態・状況に応じた安全で的確な排泄の介護技術を習得する。 

(到達目標)利用者の状態・状況に応じた安全で的確な排泄の介護技術を身につけることがで

きる 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術を修得し、対象者の課

題解決に向けた取組ができる」能力を身につけることができる 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 8 生活支援技術Ⅲ 第 3版 

ISBN：978-4-8058-3942-3 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学期末試験：レポート：技術確認＝50：40：10 

・演習後に提出したレポートは、次の回の授業内でコメントをつけて返却する 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける 



履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生に限る 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
介護福祉士国家試験の指定科目です 

介護実習室での演習では、演習にふさわしい服装、履物、身だしなみを整えてください 

準備学習について 授業終了時に指示した課題(演習後レポート作成と予習、2時間)を行う 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｈ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 生活支援における家事の意義や目的、支援方法について学ぶ 

授業計画 

第１回       自立に向けた家事の介護（意義と目的） 

第２回       家庭生活の理解・家庭生活の営み（食生活の基礎知識①食文化と栄養の理解）  

第３回       家庭生活の理解・家庭生活の営み（食生活の基礎知識②献立作成と調理の基

本） 

第４回       家庭生活の理解・家庭生活の営み（食生活の基礎知識③高齢者の身体機能と

栄養） 

第５回       家庭生活の理解・家庭生活の営み（被服生活の基礎知識） 

第６回       家事の介助の技法（調理） 

第７回       家庭生活の理解・家庭生活の営み（被服の基礎知識） 

第８回       家事の介助の技法（洗濯、裁縫）  

第９回       家事に参加することを支える介護・利用者の介助の留意点 

第 10回       家事支援に関する利用者のアセスメント 

第 11回       家事の介助の技法（掃除・ごみ捨て） 

第 12回       家事支援における他職種の役割と協働 

第 13回       家事の介助の技法（衣類・寝具の衛生管理） 

第 14回       家事の介助の技法（買い物、家庭経営等） 

第 15回       家事支援における介護技術のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生活支援における家事の意義や目的を理解し、利用者の自立と安全・安楽に配慮した家事支

援の方法を習得する事を目的とする。授業では、そのために必要な知識・技術を食生活や被

服生活、住生活の各分野において、講義や演習を通して習得する。この科目の履修を通して、

健康福祉学科の学位授与の方針のうち、介護福祉に関わる体系的・実践的な専門的・知識と

技術を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第６巻 生活支援技術Ⅰ」 ISBN：9784805834206  

出版社：中央法規出版  著者名：介護福祉士養成講座編集委員会  価格（税抜）：2,200

円 

 

テキスト名：「生活支援のための調理実習」 第 2版  

ISBN：9784767933757  出版社：建帛社 

著者名：田﨑裕美・中川英子：編  価格（税抜）：1,900円 

参考文献 講義中に適時紹介。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的な参加態度と共に、定期テスト６０点、小テストとレポート課題２０点、技

術確認テスト２０点で総合的に評価を行う。 

小テスト、レポート課題、技術確認テストは授業内で総評を口頭で伝える。定期テストは学

内制度を通じてフィードバックを行う。 

質問・相談の受付方法 

講義終了後、教室で受け付けると共に、オフィスアワーに研究室で対応します。メール

tazaki_11@suw.ac.jp やリアクションペーパーで、授業に関する質問・相談には、随時対応

します。 

履修条件 【必須要件】厚労省 介護福祉士養成課程の科目であるため、介護コースの学生のみ履修可 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】   

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
介護福祉士として、利用者の尊厳を守り、生活の自立を目指した家事支援を行うことで、Ｑ

ＯＬの向上を目指します。 

準備学習について 
介護福祉士に必要な専門的な知識・技術を習得するために、毎回１時間以上の予習・復習を

行うこと。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｉ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 自立に向けた睡眠の介護 

授業計画 

第１回       自立に向けた睡眠の介護（レム睡眠とノンレム睡眠） 

第２回       睡眠障害とは（睡眠障害の種類・睡眠時無呼吸症候群） 

第３回       睡眠におけるアセスメント（睡眠障害のパターン） 

第４回       安眠に向けた生活環境の整備と工夫 

第５回       安眠のための介護の技法 

第６回       寝具の清潔・ベッドメイキング 

第７回       身体状態や疾患の違いにおける睡眠ケアの視点 

第８回       睡眠の質の確保と睡眠の効果 

第９回       不眠時の介助（感覚・運動機能が低下している利用者） 

第 10回       不眠時の介助（認知・知覚機能が低下している利用者） 

第 11回       睡眠と薬（睡眠導入薬・持続薬・改善薬など） 

第 12回       睡眠障害に至る事例と生活習慣 

第 13回       長期臥床状態・廃用症候群と睡眠の関係 

第 14回       睡眠の介護における他職種の役割と協働 

第 15回       睡眠ケアにおいて介護職に求められる役割とは 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（授業の概要）授業を通じて、良質な睡眠は生活の質を高め、日常生活を豊かにするという

ことを理解する。身体疲労の回復、脳の活性化、免疫力の高まりなどについての認識を図る。 

（到達目標）睡眠のしくみや睡眠障害などについて理解する。その上で不眠による苦痛を軽

減し、安眠を得るための介護支援の方法を理解し知識を高める。 

（学位授与方針との関連）健康福祉学科の学位授与方針のうち、対象者の課題解決に向けた

取組みができること（睡眠課題への取組み）について学んでいく。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ」（第 3版） ※１年次購入

したもの 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：提出課題 80：20 

フィードバックとして、提出課題にコメントを加えて返却します。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目です。 

ご自身の日々の睡眠時間や睡眠の質にも関心を持ってください。その上で講義の中では「良

質な睡眠」や「睡眠障害にならないための生活習慣」などについて考えていきます。 



準備学習について 
受講中の期間、毎日の活動時間と睡眠時間のチェック、睡眠の質のチェックを行い記録して

いく。毎日の記録時間（約 10分程度）を準備学習の時間とします。 



 

講義科目名称： 生活支援技術Ｊ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 終末期における介護 

授業計画 

第１回       終末期の介護（終末期とは） 

第２回       終末期ケアとは 

第３回       終末期における介護の意義と目的 

第４回       終末期におけるアセスメント 

第５回       終末期の支援 

第６回       死に対する心理の理解 

第７回       医療との連携 

第８回       終末期における介護 

第９回       臨終時の対応 

第 10回       施設での看取り 

第 11回       予測されない死 

第 12回       家族支援の視点 

第 13回       最期の別れへの配慮 

第 14回       グリーフケア 

第 15回       他職種の役割と協働 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

終末期ケアとは何かを理解し、死を見つめながらも生きている人々の日々を意味あるものに

するために、介護福祉士としてどのような役割があるのかを学ぶ。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座 7 生活支援技術Ⅱ 第 3版 ※１年次購入したも

の 

ISBN：978-4-8058-3941-6 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：小テストあるいはレポート：授業への参加度=50：30：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】  

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 介護福祉士国家試験の指定科目です。 

準備学習について 
日頃からニュースや新聞を通じて、介護を必要とする人の生活に関心を持つこと。 

授業毎に１時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 介護過程Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 介護過程の理解と展開方法 

授業計画 

第１回       介護過程とは 

第２回       介護過程の意義、目的 

第３回       介護過程の展開の基本視点 

第４回       生活支援の考え方と介護過程の必要性 

第５回       具体的生活場面からの介護過程 

第６回       介護過程とニーズ 

第７回       介護過程の展開のプロセス 

第８回       介護過程の全体像  

第９回       根拠に基づく介護過程の展開 

第 10回       介護過程の展開 ①アセスメントとは ②情報収集 

第 11回       介護過程の展開 ③情報分析・解釈 ④課題の明確化 

第 12回       介護過程の展開 ⑤介護計画の立案、目標 

第 13回       介護過程の展開 ⑥支援内容と方法 ⑦評価 

第 14回       課題や目標の理解と明確化 

第 15回       介護計画の立案、実施時の留意点 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概  要：利用者一人ひとりの身体状況や生活状況に応じ、課題を理解し目標を定め、求め

られる支援を導くためには 

     介護過程という思考の展開が必要であることを学ぶ。 

到達目標：介護過程の展開方法の基本的な視点を述べることができる。他科目で学んだ理論、

知識、技術を統合し展開で 

     きる。 

卒業認定・学位授与方針との関連： 

     この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「介護福祉に

かかわる体系的・実践的な専 

     門知識と技術を修得し、対象者の課題解決に向けた取組ができること。」を身に

つけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座９ 介護過程 第３版 

ISBN：978-4-8058-5112-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：課題の提出と完成度：授業での積極性＝50：30：20 

・期末試験と課題に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行

う。 

 

質問・相談の受付方法 適宜受け付けます。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

介護福祉士国家試験の指定科目です。 

講義科目ですが、ワークシート等を使用し、個人・グループワークの演習も行います。 

よって①時間厳守 ②授業内容に関すること以外の私語厳禁 ③ワークシートの管理 以

上の点に留意すること。 

 

準備学習について 
授業毎に、予習復習を 2時間以上行い次の授業に臨むこと。（テキスト該当ページを読んで

おくこと、授業後は配布資料等を読み返し理解を深めること。） 



 

講義科目名称： 介護過程Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 介護過程の実践的展開 

授業計画 

第１回       介護過程の実践的展開について 

第２回       介護過程の展開に必要な記録と記録方法 

第３回       記録の書き方と基本知識 

第４回       利用者の状況、状態に応じた介護過程 

第５回       自立に向けた介護過程の事例からの検討 

第６回       事例からの検討①在宅生活と施設生活 

第７回       事例からの検討②家族の支援と一人暮らし 

第８回       事例からの検討③自立と寝たきり 

第９回       自立に向けた介護過程の展開について 

第 10回       自立に向けた介護過程の展開①アセスメント 

第 11回       自立に向けた介護過程の展開②介護計画の立案 

第 12回       自立に向けた介護過程の展開③介護計画の実施 

第 13回       自立に向けた介護過程の展開④介護計画の実施状況の把握と記録 

第 14回       自立に向けた介護過程の展開⑤介護計画の評価と修正 

第 15回       事例に学ぶ介護過程のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】「介護過程Ａ」の基礎的知識を使い、利用者の様々な状態・状況に応じた介

護過程の展開を行うことにより、自立に向けた、より実践的な介護過程展開技術を習得する。 

【授業の到達目標】利用者の生活理解と必要なニーズの把握ができる。様々な事例に対応し

て、利用者の自立に向けた介護過程の展開を行うことができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針である「対象者の課題解決に向けた取り組みができること」の能力を身につけることが

できる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座９「介護過程」第３版 ※「介護過程Ａ」と同じもの 

ISBN：978-4-8058-5112-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：授業での積極性＝８０：２０ 

試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生。 

介護過程Ａを「履修中」か「単位取得済」であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
介護福祉士の国家試験を受験する上での指定科目です。 

 

準備学習について 
介護過程Ａを「単位取得済」の方は、復習をしておいてください。また、前回の授業で実施

した内容を復習してから授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 介護過程Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 
さまざまな心身の状況や環境に応じた、生活の条件を整える手段としての介護過程を展開し

ていく方法について学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション 

第２回       ケアマネジメントの全体像／介護過程とケアマネジメントの関係性 

第３回       各事業所におけるさまざまなアプローチ 

第４回       居宅サービスにおけるチームアプローチの意義と介護福祉士の役割 

第５回       チームアプローチの実際 

第６回       関係する人々との連携 

第７回       利用者の生活と介護過程①利用者の生活状況の把握 

第８回       利用者の生活と介護過程②生活課題の明確化 

第９回       利用者の生活と介護過程③居宅サービス計画の策定 

第 10回       利用者の生活と介護過程④サービス担当者会議の実施 

第 11回       事例で考える利用者の生活と介護過程の展開①情報の共有・アセスメント 

第 12回       事例で考える利用者の生活と介護過程の展開②訪問介護計画の立案 

第 13回       事例で考える利用者の生活と介護過程の展開③訪問介護計画の実施 

第 14回       事例で考える利用者の生活と介護過程の展開④訪問介護計画の評価 

第 15回       在宅生活支援における介護過程のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

【授業の概要】在宅生活支援におけるアセスメント、計画の立案、実施、評価といった介護

過程の一連の流れを、事例を通して学習していく。 

【授業の到達目標】在宅における利用者の生活理解と必要なニーズの把握ができる。様々な

事例に対応して、利用者の在宅生活の継続に向けた他機関、他職種との連携を通じた介護過

程の展開を行うことができる。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針である「対象者の課題解決に向けた取り組みができること」の能力を身につけることが

できる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座「介護過程」第３版 

ISBN：978-4-8058-5112-8 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末試験：授業での積極性＝８０：２０ 

試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生。 

介護過程Ａ・Ｂを「履修中」か「単位取得済」であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 介護福祉士の国家試験を受験する上での指定科目です。 

準備学習について 
介護過程Ａ・Ｂを「単位取得済」の方は、復習をしておいてください。また、前回の授業で

実施した内容を復習してから授業に臨んでください。 



 

講義科目名称： 介護過程Ｄ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

テーマ 

施設入所者の事例を通して、身体状態や本人の思いなどに着目した介護過程の展開について

学ぶ。 

 

授業計画 

第１回       介護過程の展開について 

第２回       介護過程とケアマネジメントの関係性 

第３回       施設サービスにおけるチームアプローチの意義と介護福祉士の役割 

第４回       特別養護老人ホームで生活する利用者の事例① 

             特別養護老人ホームにおける入所者の状態像を把握 

第５回       特別養護老人ホームで生活する利用者の事例② 

             「要介護３以上」の利用者の身体状態と日常生活動作 

第６回       特別養護老人ホームで生活する利用者の事例③ 

             事例検討、インテーク、アセスメント、課題抽出 

第７回       特別養護老人ホームで生活する利用者の事例④ 

             必要なケアの内容、優先順位、目標設定を考える 

第８回       特別養護老人ホームで生活する利用者の事例⑤ 

             具体的な支援内容の検討と今後の状態予測 

第９回       介護老人保健施設で生活する利用者の事例① 

             居宅生活の再開に向けた施設ケアを考える 

第 10回       介護老人保健施設で生活する利用者の事例② 

             課題抽出、目標設定、様式への記載 

第 11回       介護老人保健施設で生活する利用者の事例③ 

             居宅復帰後の課題について 

第 12回       障害者支援施設で生活する利用者の事例① 

             年齢の若い障害者、中途障害者の事例検討 

第 13回       障害者支援施設で生活する利用者の事例② 

             現状の課題と将来への展望 

第 14回       障害者支援施設で生活する利用者の事例② 

             知的障害者の施設ケアについて考える。 

第 15回       入所型施設における介護過程のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（授業の概要）入所施設における事例を通じて、計画の立案、実施、評価などの一連の介護

過程について学びを深める。 

（到達目標）状態の把握、課題抽出、目標設定、具体的支援内容の検討に関して、独自の思

考に基づき考える力を備える。 

（学位授与方針との関連）健康福祉学科の学位授与方針との関連により、対象者の課題解決

に向けた思考力を修得する。 



テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座９ 介護過程 第３版 

ISBN：978-4-8058-5112-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

学期末試験：提出課題の評価＝８０：２０ 

フィードバックとして、提出課題にコメントを入れて返却します。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

原則『介護過程 A・B・C』の単位取得済の学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
介護福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目です。 

事例検討を主に取り入れていきます。積極的な発言や意見の発表に期待します。 

準備学習について 
授業時に提示する事例を熟読し、その都度提示する課題について各自、次の授業までに考え

てくる。（１～２時間程度） 



 

講義科目名称： 介護過程Ｅ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 谷 功 

テーマ 第Ⅲ段階実習で取り組んだ介護過程を事例研究としてまとめ、発表する。 

授業計画 

第１回       事例研究の意義、事例のまとめ方 

第２回       第Ⅲ段階介護実習振り返り 

第３回       原稿作成① はじめに、事例紹介について 

第４回       原稿作成② 生活課題について 

第５回       原稿作成③ テーマと目標設定について 

第６回       原稿作成④ 援助計画について 

第７回       原稿作成⑤ 援助経過について 

第８回       原稿作成⑥ 考察について 

第９回       草稿の提出 

第 10回       草稿の見直し① 文章構成について 

第 11回       草稿の見直し② 文章表現について 

第 12回       最終草稿提出 

第 13回       発表準備① パワーポイント作成 

第 14回       発表準備② 発表原稿作成 

第 15回       発表準備③ 発表内容の見直し 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

第Ⅲ段階実習で担当した自己の介護過程の実践を振り返り、介護過程に対する理解を深める

とともに、事例研究集としてまとめる。 

この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現す

る能力」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：新・介護福祉士養成講座９ 介護過程 第３版 

ISBN：978-4-8058-5112-8 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

事例研究発表：各課題の提出＝80：20 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】第Ⅲ段階実習を終了し、介護過程に取り組んでいること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
介護福祉士養成のための指定科目です。積極的に授業に参加することを期待します。各自、

パソコンを準備すること。 



準備学習について 
介護過程の実践を振り返り、関連する文献を準備し、授業開始前までに事前課題に取り組む

こと（１時間以上） 



 

講義科目名称： 介護総合演習Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 介護福祉実習Ⅰ（第１段階実習）の準備として、実習の意義と目的、実習内容等を理解する。 

授業計画 

第１回       介護福祉実習の意義と目的、各段階の実習目標について 

第２回       介護福祉実習Ⅰについて 

第３回       先輩からのメッセージ－介護福祉実習Ⅰを行う前に伝えたいこと－ 

第４回       実習施設の理解① 養護老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅

介護、その他 

第５回       実習施設の理解② 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施

設、その他 

第６回       施設見学事前指導 

第７回       施設見学 

第８回       実習の心構え、オリエンテーション準備 

第９回       実習に関する準備・手続き（個人票、実習課題作成 等） 

第 10回       技術チェック① 移動・着脱 

第 11回       技術チェック② 食前準備・ベッドメイク 

第 12回       技術チェック③ 実習記録の書き方 

第 13回       個人面談 

第 14回       実習の諸注意 

第 15回       実習振り返り 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：介護福祉実習の意義と目的を学び、介護福祉実習Ⅰ（第 1段階実習）の課題の理解を

図る。実習準備として、多様な実習施設、利用者への理解を深める。また、具体的な手続き、

書類準備、心構え、記録の書き方等の方法を学ぶ。 

目標：介護福祉実習Ⅰの課題を理解し、実習の準備を整えることができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 10巻 介護総合演習・介護実習 第 3版」 

ISBN：978-4-8058-5113-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：「介護実習で困らないための Q&A 実習生としての心得 50」 

ISBN：978-4-8058-5093-0 

出版社：中央法規出版 

著者名：青木宏心 

価格（税抜）：1,800 円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

書類等の提出状況：授業での積極性＝５０：５０ 

＊年度末の実習終了となるため、成績は「保」と表記されます。最終的な評価は、次年度前

期の成績表に表記されます。 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは研究室で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
実習準備と振り返りの時間となりますので、分からないことがあった際にはそのままにせず

質問をしてください。 

準備学習について 

授業毎に 2時間以上の予習復習（実習施設種別の理解と実習課題の理解のため、テキスト内

容を読んでおくこと。授業後は、配布資料を読み返し理解を深めること）を行い、次回授業

に臨むこと。 



 

講義科目名称： 介護総合演習Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 介護福祉実習Ⅱ（第２段階実習）に向けて、目的、実習内容等を理解する。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション・介護福祉実習Ⅰの振り返り 

第２回       介護福祉実習Ⅰの振り返り（グループディスカッション） 

第３回       「実習記録」の書き方 

第４回       介護福祉実習Ⅱの意義 

第５回       実習施設の理解 

第６回       実習に関する準備・手続き（個人票、実習課題作成 等） 

第７回       介護過程の理解 

第８回       個人面談 

第９回       熱い思いを語る会 

第 10回       技術チェック① 移動・着脱 

第 11回       技術チェック② 排せつ・ベッドメイキング 

第 12回       技術チェック③ 実習記録・個別援助計画書の書き方 

第 13回       実習の心構え 

第 14回       実習直前指導 

第 15回       第２段階実習反省会 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：介護福祉実習Ⅰ（第１段階実習）を振り返り、実習で体験した利用者･家族とのコミ

ュニケーションや個別ケアへ 

   の学びを深める。介護福祉実習Ⅱ（第２段階実習）への準備として、個別性に応じた

生活支援技術や多職種協働、 

   個別ケアの方法としての介護過程を学ぶ。  

目標：介護福祉実習Ⅰでの課題を振り返り、介護福祉実習Ⅱに向けた準備を整えることがで

きる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 10巻 介護総合演習・介護実習 第 3版」  

※1年で購入したものを使います 

ISBN：978-4-8058-5113-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：「介護実習で困らないための Q&A 実習生としての心得 50」  

※1年で購入したものを使用します 

ISBN：978-4-8058-5093-0 

出版社：中央法規出版 

著者名：青木宏心 

価格（税抜）：1,800 円 

参考文献 適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

書類の提出状況：授業での積極性＝５０：５０ 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは研究室で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

      介護総合演習 Aを単位取得済（取得見込）の者 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 体調管理に努めてください。 

準備学習について 
授業毎に 2時間以上の予習復習（介護福祉実習Ⅰを振り返り、介護福祉実習Ⅱに向けた課題

に取り組み、授業後は配布資料を読み返し理解を深めること）を行い、次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 介護総合演習Ｃ 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 介護福祉実習Ⅲ（居宅介護実習、施設実習）の意義と目的、実習内容等を理解する。 

授業計画 

第１回       居宅介護実習の意義と課題 

第２回       実習課題等作成、在宅高齢者等の理解 

第３回       居宅介護実習オリエンテーション 

第４回       施設実習の意義と課題 

第５回       利用者の理解 

第６回       介護過程の理解① 情報収集の方法、計画書立案 

第７回       介護過程の理解② 実施時の留意点、評価 

第８回       実習の心構え、オリエンテーション 

第９回       実習に関する準備・手続き（個人票、実習課題作成 等） 

第 10回       実習記録検討 

第 11回       技術チェック① 着脱、排せつ 

第 12回       技術チェック② 移乗、ベッドメイク 

第 13回       技術チェック③ 実習記録・介護計画書の書き方 

第 14回       実習直前指導 

第 15回       実習振り返り 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：専門職としての倫理観や技術の確立を目指す介護福祉実習Ⅲ（第３段階実習）への準

備を図る。 

   実習において、在宅サービスの実際の理解、個別性に応じた生活支援技術や多職種協

働、個別ケアの方法としての 

   介護過程を実践する。 

目標：介護福祉実習Ⅲに向けた準備を整えることができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 10巻 介護総合演習・介護実習 第 3版」 

※1年で購入したものを使います 

ISBN：978-4-8058-5113-5 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

 

テキスト名：「介護実習で困らないための Q&A 実習生としての心得 50」 

※1年で購入したものを使います 

ISBN：978-4-8058-5093-0 

出版社：中央法規出版 

著者名：青木宏心 

価格（税抜）：1,800 円 

参考文献 適宜紹介する。 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

書類の提出状況：授業での積極性＝５０：５０ 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは研究室で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

      介護総合演習Ｂを単位取得済みであること 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 予習復習に努めてください。 

準備学習について 
授業毎に 2時間以上の予習復習を行い、次回授業に臨むこと。 

介護福祉実習Ⅱの実習記録及び個別援助計画を見直し、振り返りを行うこと。 



 

講義科目名称： 介護総合演習Ｄ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 居宅介護実習、施設実習を振り返るとともに、取り組んだ介護過程を検証する。 

授業計画 

第１回       居宅介護実習の振り返り① －サービスを利用する人－ 

第２回       居宅介護実習の振り返り② －サービス内容－ 

第３回       施設実習の振り返り① －サービスを利用する人－ 

第４回       施設実習の振り返り② －介護内容－ 

第５回       施設実習の振り返り③ －介護過程の取り組みー 

第６回       介護福祉事例研究報告書作成① －受け持ち利用者の概要－ 

第７回       介護福祉事例研究報告書作成② －計画内容、実施状況－ 

第８回       介護福祉事例研究報告書作成③ －結果、考察－ 

第９回       介護福祉事例研究報告書作成④ －最終確認－ 

第 10回       介護福祉事例研究発表会発表資料作成① －発表内容の確認－ 

第 11回       介護福祉事例研究発表会発表資料作成② －資料作成－ 

第 12回       介護福祉事例研究発表会プレ発表① －発表－ 

第 13回       介護福祉事例研究発表会プレ発表② －発表と修正－ 

第 14回       介護福祉事例研究発表会① －前半グループ－ 

第 15回       介護福祉事例研究発表会② －後半グループ－ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：専門職としての倫理観や技術の確立を目指す第３段階実習を振り返り、共有化する。 

   実習において学んだ在宅サービスの実際、施設で体験した状態に応じた生活支援技術

や他職種協働、個別ケアの方 

   法として取り組んだ介護過程を振り返り、介護福祉士としての役割を考える。 

目標：介護福祉実習を振り返り、介護事例研究報告会において発表することができる。また、

介護事例研究報告書を作成 

   することができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：「新・介護福祉士養成講座 第 10巻 介護総合演習・介護実習 第 3版」  

※1年で購入したものを使います 

ISBN：978-4-8058-5113-5 

出版社：中央法規出版 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会編 

価格（税抜）：2,200 円 

参考文献 適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

報告書・発表：授業での積極性＝５０：５０ 

報告書・発表のフィードバックは、発表会の際に講評を口頭で伝える。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは研究室で随時受け付ける。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

      介護総合演習 Cを単位取得済（取得見込）の者 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 介護の学びの総仕上げの一つとして、意欲的に取り組んでください。 

準備学習について 
授業終了時に次回までに取り組むべき課題を提示する。復習（1時間以上）・予習（1時間）

を行うこと。 



 

講義科目名称： 医療的ケアＡ 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 医療的ケアを安全に実施するための基礎的知識を学ぶ 

授業計画 

第１回       保健医療に関する制度、医行為に関する法律 

第２回       チーム医療と介護職員との連携、たんの吸引や経管栄養の安全な実施 

第３回       救急蘇生法②（演習） 

第４回       滅菌と消毒②、身体・精神の健康 

第５回       バイタルサイン測定 

第６回       たんの吸引とは、人工呼吸器と吸引① 

第７回       子どもの吸引、吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意 

第８回       吸引での危険、事後の安全確認②、急変・事故発生時の対応と事前対策① 

第９回       吸引の技術と留意点① 

第１０回     吸引の技術と留意点③ 

第１１回     報告および記録、消化器系のしくみとはたらき① 

第１２回     消化・吸収とよくある消化器の症状②、経管栄養法とは 

第１３回     利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意、経管栄養での危険と対策 

第１４回     経管栄養の実施手順②（注入後の安全確認、急変･事故発生時の対応） 

第１５回     総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

医療的ケアの基本研修（講義 50時間と演習）を A、B、Cの 3つの単元で構成する。医療的

ケア Aと医療 

的ケア Bは、各 15回の授業を併せて全 30回の授業として、各回を交互に展開する。 

【概要】医療的ケア（喀痰吸引、経管栄養、救急蘇生）の実施に関する基礎的知識を学ぶ。 

【到達目標】医療的ケアに必要な基礎的知識を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術」を身につけること

ができる。 

テキスト 

テキスト名：「 新・介護福祉士養成講座  第 15巻  医療的ケア」第 3版 

ISBN：978-4-8058-5310-8 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会  編集 

価格（税抜）： 2,200円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学習状況：学期末試験＝50：50 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 
オフィスアワー等で適宜受け付ける。 

 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 予習、復習に努めてください。 

準備学習について 
毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 医療的ケアＢ 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 医療的ケアを安全に実施するための基礎的知識を学ぶ 

授業計画 

第１回       個人の尊厳と自立、医療の倫理、利用者や家族の気持ちの理解 

第２回       たんの吸引や経管栄養の安全な実施②、救急蘇生法① 

第３回       職員の感染予防、療養環境の清潔、消毒法、滅菌と消毒① 

第４回       健康状態を知る項目(バイタルサインなど) 

第５回       呼吸のしくみとはたらき②、いつもと違う呼吸状態 

第６回       人工呼吸器と吸引② 

第７回       呼吸器系の感染予防(吸引関連)、吸引での危険、事後の安全確認① 

第８回       急変･事故発生時の対応と事前対策②、吸引用器具･機材のしくみ、清潔の保

持 

第９回       吸引の技術と留意点② 

第１０回     吸引の技術と留意点④、たんの吸引に伴うケア 

第１１回     消化器系のしくみとはたらき②、消化・吸収とよくある消化器の症状① 

第１２回     注入する内容に関する知識、経管栄養実施上の留意点、子どもの経管栄養 

第１３回     経管栄養の実施手順①（器具・器材とそのしくみ、清潔の保持） 

第１４回     経管栄養の技術と留意点 

第１５回     総括 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

医療的ケアの基本研修（講義 50時間と演習）を A、B、Cの 3つの単元で構成する。医療的

ケア Aおよび医療 

的ケア Bは、各 15回の授業を併せて全 30回の授業として、各回を交互に展開する。 

【概要】医療的ケア（喀痰吸引、経管栄養、救急蘇生）の実施に関する基礎的知識を学ぶ。 

【到達目標】医療的ケアに必要な基礎的知識を身につける。 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識と技術」を身につけること

ができる。 

 

テキスト 

テキスト名：「 新・介護福祉士養成講座  第 15巻  医療的ケア」第 3版 

ISBN：978-4-8058-5310-8 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会  編集 

価格（税抜）： 2,200円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学習状況：学期末試験＝50：50 

・学期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
オフィスアワー等で適宜受け付ける。 

 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 予習、復習に努めてください。 

準備学習について 
毎回授業始めに前回の授業内容に関する質問をするので、授業毎に 30分以上の予習復習を

行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 医療的ケアＣ 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 本多 祥子 

テーマ 医療的ケアを安全・適切に実施するための専門的技術を学ぶ 

授業計画 

第１回       口腔内吸引手順・留意点（講義） 

第２回       口腔内吸引演習① 

第３回       口腔内吸引演習② 

第４回       口腔内吸引演習③／口腔内吸引試験① 

第５回       口腔内吸引演習④／口腔内吸引試験② 

第６回       口腔内吸引演習⑤／口腔内吸引試験③ 

第７回       鼻腔内吸引手順・留意点（講義） 

第８回       鼻腔内吸引演習① 

第９回       鼻腔内吸引演習② 

第１０回     鼻腔内吸引演習③／鼻腔内吸引試験① 

第１１回     鼻腔内吸引演習④／鼻腔内吸引試験② 

第１２回     鼻腔内吸引演習⑤／鼻腔内吸引試験③ 

第１３回     気管カニューレ内吸引手順・留意点（講義） 

第１４回     気管カニューレ内吸引演習① 

第１５回     気管カニューレ内吸引演習② 

第１６回     気管カニューレ内吸引演習③／気管カニューレ内吸引試験① 

第１７回     気管カニューレ内吸引演習④／気管カニューレ内吸引試験② 

第１８回     気管カニューレ内吸引演習⑤／気管カニューレ内吸引試験③ 

第１９回     胃ろう経管栄養手順・留意点（講義） 

第２０回     胃ろう経管栄養演習① 

第２１回     胃ろう経管栄養演習② 

第２２回     胃ろう経管栄養演習③／胃ろう経管栄養試験① 

第２３回     胃ろう経管栄養演習④／胃ろう経管栄養試験② 

第２４回     胃ろう経管栄養演習⑤／胃ろう経管栄養試験③ 

第２５回     経鼻経管栄養手順・留意点（講義） 

第２６回     経鼻経管栄養演習① 

第２７回     経鼻経管栄養演習② 

第２８回     経鼻経管栄養演習③／経鼻経管栄養試験① 

第２９回     経鼻経管栄養演習④／経鼻経管栄養試験② 

第３０回     経鼻経管栄養演習⑤／経鼻経管栄養試験③ 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

医療的ケアの基本研修（講義 50時間と演習）を A、B、Cの 3つの単元で構成する。医療的

ケア Cは、毎週 2回の授業を 15週で全 30回実施する。 

【概要】医療的ケア Aと医療的ケア Bで学んだ基礎的知識をもとに、シミュレーターなどを

使用しながら、喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃ろう、経

鼻経管栄養）の演習を行う。 

【到達目標】医療的ケアを安全・適切に実施できる技術を身につける。（全 5種類の技術試

験に合格する） 

【卒業認定・学位授与方針との関連】この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の

方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門的知識」を身につけることができ

る。 

テキスト 

テキスト名：「 新・介護福祉士養成講座  第 15巻  医療的ケア」第 3版 

ISBN：978-4-8058-5310-8 

出版社：中央法規 

著者名：介護福祉士養成講座編集委員会  編集 

価格（税抜）： 2,200円 

参考文献 講義中適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

・学習状況：技術試験＝50：50 

・技術試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 
オフィスアワー等で適宜受け付ける。 

 

履修条件 【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
この講義は、実践して学ぶ内容が中心になります。積極的に実践して、医療的ケアを安全・

適切に提供できる技術を身につけましょう。 

準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行うこと。 



 

講義科目名称： 介護福祉実習Ⅰ 

開講期間： 通年 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 介護を要する人々や介護福祉サービス、施設等の実際を理解する 

授業計画 

１． 施設の実習オリエンテーション等に参加し、実習施設の概要（沿革、利用者の 

   状況、介護内容、日課、行事等）を知る。 

 

２． 言語的・非言語的コミュニケーションを通じて、利用者、家族を理解すると 

   ともに、利用者を尊重する態度を養う。 

 

３． 入浴、食事、排泄、環境整備等の介護技術の確認をする。 

４． サービスに関わる多職種の連携を学ぶ。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：介護福祉実習は、介護福祉士に求められる知識、技術、価値、倫理等を総合的に実践

する機会である。 介護福祉 

   実習Ⅰでは、多様な介護現場で、利用者理解を中心として、利用者・家族とのコミュ

ニケーションの実践、多職種 

   協働の実践、介護技術の確認等を実施する。 

目標：実習施設において、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、多職種協働の実践、

介護技術の確認等に取り組 

   むことができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 介護福祉実習委員会「介護福祉実習の手引き」（後期配布） 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

実習施設の評価：実習日誌等の内容と提出状況：実習での積極性＝40：30：30 

＊年度末の実習終了となるため、成績は「保」と表記されます。最終的な評価は、次年度前

期成績表に表記されます。 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 
実習中は、原則として１週間に１回、担当教員が巡回指導を行うので、その機会に巡回担当

教員に質問や相談を受けること。 

履修条件 
【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生。 

      介護総合演習 Aを履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 実習施設での遅刻や欠席は認められません。体調管理に十分留意してください。 

準備学習について 

介護福祉実習前には、介護福祉士指定科目の復習と、介護総合演習 Aでの準備を確認するこ

と。 

実習期間中は、実習を振り返り実習記録等を作成し課題を明らかにし、翌日の実習目標を立

てること（2時間以上）。 



 

講義科目名称： 介護福祉実習Ⅱ 

開講期間： 通年 配当年： 2年 単位数： 5 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 介護を要する人々や介護福祉サービス、施設等の実際を理解する 

授業計画 

１． 施設の実習オリエンテーションに参加し、実習施設の概要（沿革、 

   利用者の状況、介護内容、日課、行事等）を知る。 

 

 

２． 利用者一人ひとりの障害を理解し、生活支援技術の実践を通じて、 

   個別性に応じた生活支援技術工夫の必要性を学ぶ。 

 

３． 利用者・家族、職員とのかかわりを通じて、コミュニケーションの 

   方法を学ぶ。 

 

 

４． 多職種の役割を理解し、チームの一員としての介護福祉士の役割を 

   学ぶ。 

 

５． 介護過程の準備として、情報の収集・分析、介護目標の設定、計画 

   立案に取り組む。 

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：介護福祉実習は、介護福祉士に求められる知識、技術、価値、倫理等を総合的に実践

する機会である。介護福祉 

   実習Ⅱでは、利用者のさまざまな生活や介護実践の場・施設等の機能、利用者一人ひ

とりの障害とそれに応じた生 

   活支援技術の工夫を学び、他職種の役割を理解してチームの一員としての介護福祉士

の役割を学ぶ。また、介護過 

   程の準備として情報の収集、分析、個別援助計画立案に取り組む。  

目標：利用者の生活や介護実践の場・施設等の機能を述べることができる。利用者一人ひと

りの障害とそれに応じた生活 

   支援技術の工夫を考えることができる。他職種の役割を理解してチームの一員として

の介護福祉士の役割を述べる 

   ことができる。介護過程の準備として情報の収集、分析、個別援助計画立案に取り組

むことができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 
介護福祉実習委員会「介護福祉実習の手引き」（１年次使用のもの） 

 

参考文献 適宜紹介 



成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

実習施設評価：実習日誌等の内容・提出状況：実習での積極性＝40：30：30 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 
実習中は、原則として１週間に１回、担当教員が巡回指導を行うので、その機会に巡回担当

教員に質問や相談をすること。 

履修条件 

【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生。 

      介護福祉実習Ⅰを単位取得済みであること。 

      介護総合演習Ｂを履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 実習施設への遅刻や欠席は認められません。体調管理に十分留意してください。 

準備学習について 

介護福祉実習前には、介護福祉実習Ⅰで明らかになった自己の課題解決と、介護福祉士指定

科目の復習に努め、介護総合演習 Bでの準備を確認すること。 

実習期間中は、実習を振り返り実習記録等を作成し課題を明らかにし、翌日の実習目標を立

てること（2時間以上）。 



 

講義科目名称： 介護福祉実習Ⅲ 

開講期間： 通年 配当年： 3年 単位数： 7 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井恵子、谷功、木下寿恵、本多祥子、大久保功 

テーマ 施設等での介護福祉士としての倫理、技術等を深く学ぶ。 

授業計画 

１． 在宅の高齢者や障害者と家族の状況を理解し、在宅生活の継続のために 

   提供されているサービスの実際を学ぶ。 

 

２． 居宅介護サービスの概要や機能、他職種との連携を学ぶ。 

３． 利用者一人ひとりの障害や個性を踏まえて、安全、快適、自立に配慮し 

   た生活支援技術を実践する。 

 

４． 一人の利用者を受け持ち、アセスメント、援助計画の立案、実施、評価 

   の一連の介護過程を学ぶ。 

 

５． 専門職としての職業倫理を自覚し、必要な姿勢を身につけると共に、多 

   職種協働のチームアプローチの意義を理解する。 

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：介護福祉実習は、実際に利用者が生活している在宅や施設において、介護福祉士に求

められる知識、技術、価値、 

   倫理等を総合的に学び、会得する機会である。 

   介護福祉実習Ⅲでは、高齢者や障害者、家族の状況を理解し、介護福祉士としての職

業倫理を踏まえた介護過程の 

   実施、利用者の個性に即した生活を支援するための技術を学ぶ。 

目標：高齢者や障害者、家族の状況を理解し、介護福祉士としての職業倫理を踏まえた介護

過程の実践ができる。利用者 

   の個性に即した生活を支援するための技術を体験し述べることができる。 

卒業認定・学位授与方針との関連：この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「介護福祉にかかわる体系的・実践的な専門知識と技術を修得し、対象者の課題

解決に向けた取組ができること」を身につけることができる。 

テキスト 介護福祉実習委員会「介護福祉実習の手引き」（１年次使用のもの） 

参考文献 適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

実習施設の評価：実習日誌等の内容・提出状況：実習での積極性＝40：30：30 

フィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 
実習中は、原則として１週間に１回、担当教員が巡回指導を行うので、その機会に巡回担当

教員に質問や相談をすること。 

履修条件 

【必須要件】介護福祉士国家試験受験資格を取得する学生。 

      介護福祉実習Ⅱを単位取得済みであること。 

      介護総合演習 Cを履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 実習施設での遅刻や欠席は認められません。体調管理に十分留意してください。 

準備学習について 

介護福祉実習前は、これまでの介護福祉実習で明らかとなった自己の課題解決に努めるこ

と。また、介護福祉士指定科目の復習に努めること。介護総合演習 Cでの準備を確認するこ

と。 

実習期間中は、実習を振り返り実習記録等を作成し課題を明らかにし、翌日の実習目標を立

てること（2時間以上）。 



 

講義科目名称： 健康科学概論 

開講期間： 前期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 必修 

担当教員： 太田洋一、堀口徹 

テーマ 健康や運動に関わる基本的な概念を理解する。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、運動指導と健康管理 

第２回       健康、疾病および体力の概念 

第３回       現代の社会環境と健康 

第４回       健康増進のための施策 1(施策の変遷と理念) 

第５回       健康増進のための施策 2(新健康フロンティア戦略) 

第６回       健康増進のための施策 3(健康日本 21、健康増進法、食育基本法) 

第７回       生活習慣と生活習慣病 

第８回       メタボリックシンドローム、特定保健診査・保健指導 

第９回       生活習慣病と肥満 

第 10回       肥満のメカニズム 

第 11回       骨の代謝と運動 

第 12回       介護予防、ロコモティブシンドローム 

第 13回       生活習慣病の予防と運動処方 

第 14回       運動を安全に実施するには、メディカルチェック 

第 15回       体温調節の仕組みと熱中症、まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

自らが健康的な生活を営むために必要な知識、あるいは運動指導の対象者の健康管理のため

に必要とされる健康や運動に関する基礎的知識を身に付けることを到達目標とします。健

康、疾病および体力の概念、社会構造や環境の変化に伴う生活習慣の変化、生活習慣病の発

生機序と予防のための施策について学修するのに加え、健康の維持・増進に対する運動の効

用やその安全な実施方法について学びます。健康福祉学科の学位授与の方針のうち「人々の

生きがいを実現する能力」を身に付けることができる。 

テキスト 
担当者作成の「健康科学概論講義ノート」を使用して授業展開します。詳細については授業

1回目にて説明します。 

参考文献 （財）健康・体力づくり事業財団『健康運動実践指導者養成用テキスト』南江堂 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業内課題（10％）、学期末の筆記試験（90％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】  

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
本科目は健康運動実践指導者の養成科目です。各養成科目の基礎となる科目ですので、資格

取得希望者は必ず 1年次に履修すること。 

準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 健康スポーツ実習Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 基本的なウォーキング、ジョギングの実施法を理解し、指導できるようになる 

授業計画 

第１回       ガイダンス ウォーキング運動の特徴、体力による歩行速度の違い 

第２回       ウォーキング① 基本的な歩き方 

第３回       ウォーキング② さまざまな速度でのウォーキングとその際の心拍数 

第４回       ウォーキング③ ウォーキングを実施する上での安全に関する留意点 

第５回       ウォーキング④ 焼津のウォーキングコースを楽しむ 

第６回       ジョギング① ジョギングの基本的な方法 

第７回       ジョギング② ジョギングの特徴の理解と指導上の留意点 

第８回       ジョギング③ さまざまな速度でのジョギング 

第９回       ジョギング④ ジョギング時の心拍数とエネルギー消費量 

第 10回       ジョギング⑤ 個々人に応じたジョギングのプログラム作成 

第 11回       学外にて登山もしくはハイキングを行い、その時の心拍数やエネルギー消費

量を測定する① 

第 12回       学外にて登山もしくはハイキングを行い、その時の心拍数やエネルギー消費

量を測定する② 

第 13回       学外にて登山もしくはハイキングを行い、その時の心拍数やエネルギー消費

量を測定する③ 

第 14回       学外にて登山もしくはハイキングを行い、その時の心拍数やエネルギー消費

量を測定する④ 

第 15回       学外にて登山もしくはハイキングを行い、その時の心拍数やエネルギー消費

量を測定する⑤ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

生活習慣病・メタボリックシンドロームの予防、改善には、定期的なエアロビック運動が重

要な役割を持つ。本授業では、エアロビック運動でも誰もが簡単にどこでも実施できるウォ

ーキングとジョギングの安全で効果的な実施方法について詳細に実践しながら学び、指導で

きるようになることを目標とする。 

テキスト 必要に応じテキストを配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業態度とレポート （単位取得に当たってレポート提出は必須）  

授業態度：レポート＝８０：２０ 

 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305 研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jp までメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
意欲的、積極的学習をしてください。学外活動において、移動の経費がかかることがありま

す。 



準備学習について ウォーキングやジョギングをある程度行って参加してください。 



 

講義科目名称： 健康スポーツ実習Ｂ 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 中野 元恵 

テーマ エアロビックダンス，ストレッチング，レジスタンス運動の特性を知る。 

授業計画 

第１回       エアロビックダンス① 特性と効果，指導者の役割 

第２回       エアロビックダンス② 一連の動作とそれらの特徴 

第３回       エアロビックダンス③ 対象者の体力に応じた運動強度の設定と調整 

第４回       エアロビックダンス④ 音楽の特徴と指導上の留意点 

第５回       エアロビックダンス⑤ エアロビックダンスに適した環境 

第６回       エアロビックダンス⑥ 個々に応じた運動プログラムの作成 

第７回       エアロビックダンス⑦ 指導実践 

第８回       ストレッチングの意義とその効果 

第９回       ストレッチングの効果的な実施方法，指導上の留意点 

第 10回       レジスタンス運動① 特性と効果，目的に応じた種目や方法 

第 11回       レジスタンス運動② 各種目の指導上の留意点 

第 12回       レジスタンス運動③ 自体重や器具を用いた運動の実際 

第 13回       レジスタンス運動④ マシンやフリーウエイトを用いた運動の実際 

第 14回       レジスタンス運動⑤ 運動プログラムの作成と指導実践 

第 15回       レジスタンス運動⑥ 高齢者のための運動プログラム，まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

本講義では、エアロビックダンス、ストレッチング、レジスタンスエクササイズの各運動の

特性を理解し、指導対象者に応じた運動プログラムを作成して実際に指導ができるようにな

ることを目標とします。 

テキスト 授業内で資料、プリントの配布 

参考文献 適時紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

受講態度及び積極性：技術習得度：作品発表＝（50：30：20）から評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
意欲的、積極的学習をして下さい。 

無断欠席はしないこと。 

準備学習について 
シラバスの授業内容に関連した領域を参考書等で学習しておくことが望ましいですが、 

次回の授業内容の示唆を受けて準備学習を行うこととします。 



 

講義科目名称： 健康スポーツ実習Ｃ 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 中野 元恵 

テーマ 水の特性を理解し、水中での身体の変化、運動の方法について学ぶ。 

授業計画 

第１回       ガイダンス，水泳・水中運動とは 

第２回       水泳・水中運動の特性と効果 

第３回       水中運動① 準備運動、さまざまな水中歩行 

第４回       水中運動② 水中ウォーキングの実際 

第５回       水中運動③ 水中レジスタンス運動 

第６回       水中運動④ アクアビクスの実際 

第７回       水中運動⑤ 運動プログラムの作成 

第８回       水中運動⑥ 水中運動の指導上の留意点、様々な対象者への配慮 

第９回       水泳① ストリームラインとけのび、浮力の利用 

第 10回       水泳② 基本泳法 

第 11回       水泳③ 足の動作と手の動作 

第 12回       水泳④ 呼吸法 

第 13回       水泳⑤ 心拍数による運動強度の判定 

第 14回       安全対策 入水前の体調チェック、さまざまな傷害と救急処置 

第 15回       まとめ 知識、技術の確認 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）本講義では、有酸素性運動でも、全身運動で膝・腰への負担が少ない水泳・水中運

動を取り扱う。水泳・水中運動の特性を理解し、自分のからだを水中でコントロールする理

論と実践について学ぶ。水中での動き方、水泳法、効果的な運動プログラムの作成、安全対

策などを学習する。 

（目的）水中での身体コントロールを習得し、水泳・水中運動の指導ができるようになる。 

テキスト 授業内で資料、プリントの配布 

参考文献 適時紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

受講態度及び積極性：技術習得度＝（60：40）で評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付ける。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
意欲的、積極的学習をして下さい。 

無断欠席はしないこと。 

準備学習について 
シラバスの授業内容に関連した領域を参考書等で学習しておくことが望ましいですが、 

次回の授業内容の示唆を受けて準備学習を行うこととします。 



 

講義科目名称： 健康スポーツ実習Ｄ （サッカー） 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 池谷 孝 

テーマ 日本サッカー協会公認 C級コーチ所得を目指し、U‐12年代の指導者を養成する。 

授業計画 

◇講義（計 15時間） 

              1．ガイダンス      

              2．GK               

              3．発育発達一貫指導          

              4．技術戦術理論Ⅰ         

              5．技術戦術理論Ⅱ・Ⅲ コーチング法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     

              6．技術戦術理論Ⅲ               

              7．コーチング法Ⅰ               

              8．コーチング法Ⅱ            

              9．指導者の役割Ⅰ        

              10．指導者の役割Ⅱ 

              11．審判    

              12．メディカル 

              13．指導時実践ガイダンス 

              14．ガイダンス(今後に向けて） 

 

◇実技(各 1時間 30分 計 13時間 30分） 

              1．ゲーム、コーディネーション 

              2．GK 

              3．観る 

              4．ボールフィーリング＆ドリブル 

              5．パス＆コントロールキック 

              6．シュート（さまざまなキック、ボレー、ヘディング） 

              7．守備のテクニック（ＯＮ、ＯＦでの対応）  

              8．ボールを奪う 

              9．ポゼッション(サポート） 

              10．ゴールを目指す(マークを外す動き） 

◇筆記試験(1時間) 

◇指導実践(２回で 12時間) 

              1．指導実践① 

              2．指導実践② 

◇その他 

              1．実技テーマ解説 

              2．実技振り返り 

              3．指導実践ガイダンス振り返り 



              4．グループワーク 

              5．事前学習 

              6．復習 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

指導者の入門であり指導の基礎を学ぶ。個の育成の土台づくりを担う指導者の育成（Ｕ12

を中心とした大事な年代の指導者養成）。サッカー指導者として、サッカーを楽しみ主体的

に伸びていく子どもの育成を担う指導者を養成する。 

ライセンス取得の為の実技講義であり、試験により合否を決定する。（受講すなわち修了で

はない） 

テキスト 

テキスト名：サッカー指導教本 

出版社：財団法人日本サッカー協会 

※学生教務課で販売 

参考文献 授業の中で適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

出席状況、指導実践、理論テスト、実技レベル、取り組む姿勢 

質問・相談の受付方法 講義終了後、昼休み等 

履修条件 
【必須要件】最低限の運動能力と、サッカーの実技ができること。サッカーが好きであるこ

と。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

C級取得に際し、初年度はテキスト代金（11,880円）、納付金(2,000 円）、登録料（5,000

円）が必要となる。2年目以降は 5,000円の登録料が必要となる。 

C級ライセンス取得後は、ライセンス維持のため毎年地域協会などが行う C級リフレッシュ

講習会に参加し 4年間で 40ポイントを取得する必要がある。 

準備学習について 
授業前後にテキストを読んでおくこと。 

 



 

講義科目名称： 心身の健康 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 瀧澤 弘光 

テーマ 心と身体のつながりを理解する 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       心身の健康と運動実践①  社会・心理・環境的要因と運動実践 

第３回       心身の健康と運動実践②  運動実践によって得られる心理社会的効果 

第４回       心身の健康と運動実践③  運動を始めて継続させる働きかけ 

第５回       心身の健康と運動実践④  運動行動変容理論の基本的な考え方 

第６回       心身の健康と運動実践⑤  運動カウンセリング時の留意点 

第７回       心身の健康と運動実践⑥  運動カウンセリングの実際 

第８回       メンタルマネジメント①  ストレスと運動 

第９回       メンタルマネジメント②  あがり 

第 10回       メンタルマネジメント③  至適パフォーマンス 

第 11回       メンタルマネジメント④  休息とパフォーマンス 

第 12回       メンタルマネジメント⑤  メンタルプラクティス 

第 13回       メンタルマネジメント⑥  スランプとプラトー 

第 14回       メンタルマネジメント⑦ 心理的競技能力診断検査 

第 15回       まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

本講義では、運動指導における心理学的・社会学的な基礎を概観した後、心身の健康を保持

増進する為の運動実践やメンタルマネジメントについて学びます。運動が必ずしも健康を保

持増進するために有益なものではなく、場合によってはストレッサーになる事を理解すると

共に、ストレスへの対処方法を含めた具体的なメンタルマネジメントについて学びます。 

テキスト 授業内で資料、プリントの配布 

参考文献 適宜紹介します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

ミニレポート：５０％ ＋ 終了レポート：５０％ 

質問・相談の受付方法 
takizawa@fj.tokoha-u.ac.jp 

まで 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
映像を観て頂いたり、簡単な実験を実際に体験して頂き、講義内容を理解してもらうつもり

です。 

準備学習について あらかじめ、ご自身の健康観について考えてみてください。 



 

講義科目名称： 健康トレーニング論 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 
健康づくりのために必要とされるさまざまな体力や運動能力のトレーニングの理論と指導

法について学ぶ。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、身体活動量や体力と生活習慣病の関係 

第２回       健康づくりのための運動基準 2006と健康づくりのための身体活動基準 2013 

第３回       健康づくりのために必要な体力 

第４回       健康づくりのためのトレーニングの原則 

第５回       健康づくりのための運動プログラムの作成上のポイント 

第６回       健康づくりと運動プログラム作成の基盤 

第７回       ウォーミングアップとクーリングダウンの理論 

第８回       ウォーミングアップとクーリングダウンのプログラム作成や指導上の留意点 

第９回       有酸素性運動とその効果 

第 10回       有酸素性の体力指標と測定方法 

第 11回       有酸素性運動のプログラム作成や指導上の留意点 

第 12回       運動種目の選択、運動強度のコントロールや運動プログラムの進行の仕方 

第 13回       無酸素性の体力指標と測定方法 

第 14回       レジスタンストレーニングの理論 

第 15回       レジスタンストレーニングのプログラム作成や指導上の留意点、まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

健康と体力、運動との関わりについて理解し、さまざまな体力や運動能力を向上させるため

に有効なトレーニングの基礎理論と方法について学修します。健康運動実践指導者としての

知識の基礎を身に付けることを到達目標とします。健康福祉学科の学位授与の方針のうち

「人々の生きがいを実現する能力」を身に付けることができる。 

テキスト 

テキスト名：健康運動実践指導者テキスト 

出版社：南江堂 

著者名：(財)健康・体力づくり事業財団 

※学生教務課で販売 

※健康運動実践指導者資格を目指す者のみ 

参考文献 

上記のテキストに加えて、担当者作成の「健康トレーニング論講義ノート」を使用して授業

展開します。詳細は授業 1回目で説明します。 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（90％）、授業内課題（10％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 【希望的要件】他の健康運動実践指導者の養成科目と併せて履修することが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す  

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 本科目は健康運動実践指導者の養成科目です。 

準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 体力測定評価演習 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 各体力要素を測定して適切に評価する能力を身につける。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、体力の測定評価の目的とその意義 

第２回       形態の測定と評価 1(身体各部位長の測定と評価) 

第３回       形態の測定と評価 2(身体各部周径囲の測定と評価,体格指数) 

第４回       形態の測定と評価 3(体脂肪率の測定と評価) 

第５回       体力・運動能力の測定と評価 1(新体力テストの項目と測定方法) 

第６回       体力・運動能力の測定と評価 2(筋力・柔軟性・筋パワーの測定) 

第７回       体力・運動能力の測定と評価 3(敏捷性・筋持久力・全身持久力の測定) 

第８回       体力・運動能力の測定と評価 4(測定データの処理と評価) 

第９回       体力・運動能力の測定と評価 5(ライフステージに合わせた体力テスト) 

第 10回       無酸素性能力の測定と評価 1(無酸素性最大パワー、階段駆け上がり法) 

第 11回       無酸素性能力の測定と評価 2(無酸素性最大パワー、ウインゲートテスト) 

第 12回       血圧・心拍数の測定と評価 

第 13回       有酸素性能力の測定と評価 1(最大酸素摂取量(直接法)の実際) 

第 14回       有酸素性能力の測定と評価 2(最大酸素摂取量の測定(間接法) 

第 15回       運動・スポーツ指導現場での測定データのフィードバック、まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

スポーツ指導で合理的に競技力を向上させたり、健康づくりのための運動指導を効果的に行

うためには、指導対象者の体力や運動能力を十分に理解した上で指導する必要がある。本科

目では、体力や運動能力の特徴、体力測定の基本的な考え方について学ぶとともに、体力や

運動能力の測定方法の実際について演習形式で学修を進める。また、得られた測定結果を分

析・評価し、運動・スポーツ指導での活用の仕方について考える。健康運動実践指導者とし

ての知識の基礎を身に付けることを到達目標とします。健康福祉学科の学位授与の方針のう

ち「人々の生きがいを実現する能力」を身に付けることができる。 

テキスト 

テキスト名：『健康運動実践指導者養成用テキスト』 

出版社：南江堂 

著者名：（財）健康・体力づくり事業財団 

※学生教務課で販売。別途指示します。 

※健康運動実践指導者資格を目指す者のみ 

参考文献 授業内で適宜指示する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業での積極性（50％）、授業内課題（50％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 
【希望的要件】「健康生理学」「健康トレーニング論」「機能解剖学」の単位取得済みまた

は履修中である健康運動実践指導者の資格取得希望者が望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す キャリアデザインカレッジ【不可】 

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

 

メッセージ 
本科目は健康運動実践指導者の養成科目です。演習科目ですので授業への積極的な参加を望

みます。 



準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 健康生理学 

開講期間： 後期 配当年： 1年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 齋藤 剛 

テーマ 運動の背景にある複雑かつ緻密な生体メカニズムの概要を知る。 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       運動が発現する仕組み 

第３回       骨格筋の形態と機能① 筋線維のタイプと収縮特性 

第４回       骨格筋の形態と機能② 筋収縮のエネルギー供給機構 

第５回       骨格筋の形態と機能③ 筋の形態的特性と筋力発揮 

第６回       骨格筋の形態と機能④ 筋の収縮様式と筋力 

第７回       トレーニングと筋力，筋力向上の要因 

第８回       運動の持続と呼吸循環系① 骨格筋への酸素供給の仕組み 

第９回       運動の持続と呼吸循環系② 運動時の心臓血管系の変化 

第 10回       呼吸循環系とトレーニング適応，最大酸素摂取量の改善の仕組み 

第 11回       運動と血液・体液 

第 12回       運動と脳① 脳の制御と運動 

第 13回       運動と脳② 運動とストレス反応、メンタルヘルス 

第 14回       心身の発育と発達，加齢の体力への影響 

第 15回       まとめ  運動による生体の変化についての議論 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

運動の背景にある仕組みについて、骨格筋の機能と構造、呼吸循環系、および脳の制御と筋

から脳へのフィードバックについて学ぶ。前半では、骨格筋の機能と形態学的特性および、

その骨格筋の収縮を円滑に行うためのエネルギー供給機構、エネルギーを骨格筋まで運搬す

る呼吸循環系について学ぶ。後半では、運動と脳の関係について、脳による運動調節、運動

による脳への栄養効果などについて学ぶ。最新の知見を元に、それぞれトレーニング適応に

ついてもあわせて学習する。 

（到達目標） 

運動が心身に及ぼす影響についてそのメカニズムととに理解を深める。 

（卒業認定・学位授与方針との関連） 

運動やスポーツを通じ、人びとの生きがいを実現することに関連する。 

 

テキスト 授業内で資料、プリントの配布 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

毎回の授業態度と学習到達度試験から評価します（配点 ２０：８０）。 

小テストおよびいただいたコメントに対する返答を授業前に行う予定です。 

質問・相談の受付方法 
月曜日以外に 305 研究室に直接来て頂くか、tsaito@suw.ac.jp までメールを送ってくださ

い。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 意欲的、積極的学習をしてください。この科目は健康運動実践指導者の養成科目です。 



準備学習について 授業で扱う内容について事前に提示しますので、1時間以上予習をしてください。 



 

講義科目名称： 健康と生活環境 

開講期間： 後期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 
超高齢社会において、高齢者が住み慣れた環境で健康と自立を目指すために必要な知識を学

習する 

授業計画 

第１回       ガイダンス   

第２回       健康と住環境 ① 社会的環境 

第３回       健康と住環境 ② 物理的環境と生物的環境 

第４回       暮らしやすい生活環境をめざして  

第５回       健康と自立をめざした生活環境  

第６回       安全・安心・快適な住環境  

第７回       高齢者や障害者のための住宅整備①（基本手法） 

第８回       高齢者や障害者のための住宅整備②（場所別・行動別） 

第９回       高齢者や障害者のための住宅整備③（場所別・行動別） 

               

                         

第 10回       福祉と住環境に関する演習（住宅整備の進め方）      

第 11回       福祉と住環境に関する演習（福祉用具の利用）  

第 12回       安心できる住生活とまちづくり   

第 13回       福祉住環境と施設・企業（住環境、福祉用具）①       

第 14回       福祉住環境と施設・企業（住環境、福祉用具）②   

第 15回       健康と生活環境 まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

授業では、健康と生活環境について、住環境の整備と生活環境の理解の 2つの視点から学習

を行う。住環境の整備では、高齢者・障害者をはじめ誰もが健康と自立を維持するため、安

全・安心で、快適な住環境を整備の在り方について、演習を交えた学習を行う。この科目を

通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「介護福祉にかかわる体系的、専門的な知

識を習得し、対象者の住生活に関する課題解決に向けた知識・技術」を身に着けることがで

きる。 

テキスト 各授業でプリントを配布します。 

参考文献 

福祉住環境コーディネーター協会「福祉住環境コーディネーター検定試験 R3級公式テキス

ト＜改訂４版＞」 

ISBN：9784924547568 

出版社：東京商工会議所  価格（税抜）:2,500円 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的な参加態度・小テスト（70点）と課題レポート（30点）から総合的に評価

します。 

小テストと課題レポートは、授業内でコメントを行う。 

質問・相談の受付方法 
メールや口頭、文書での質問・相談には、随時応じます。授業終了後やオフィスアワー等に、

研究室で対応致します。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

福祉現場や福祉用具関連の業務で役立つ、福祉住環境コーディネーター検定の資格取得にも

対応した科目です。 

住環境と福祉用具の演習を学外でも企画しています。目的意識を持って、意欲的、積極的な

学習をしてください。 

 

準備学習について 
授業内容について、毎回１時間以上の予習・復習を欠かさず行って、授業に参加すること。

また、授業内容ごとの小テストやレポート等の課題も行うこと。 



 

講義科目名称： 認知症ケア 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 新井 恵子 

テーマ 認知症の症状に関する基礎知識と、認知症の人のケアの方法について 

授業計画 

第１回       ガイダンス・認知症の人をケアする前に 

第２回       認知症の人の生きる世界 

第３回       認知症の合図 

第４回       中核症状と周辺症状の理解 

第５回       介護する家族の声 

第６回       認知症の人と家族の会 

第７回       認知症の人とのコミュニケーション 

第８回       認知症の人に対するアクティビティ① 運動を中心として 

第９回       認知症の人に対するアクティビティ② ゲームを中心として 

第 10回       演習①認知症への気づき 

第 11回       演習②行動の背景を読み解く 

第 12回       演習③利用者本位の介護計画書の作成 

第 13回       演習④プレ発表 

第 14回       演習⑤発表 

第 15回       まとめ・認知症ケアのこれから 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

概要：認知症の人が日常生活において、何を体験し何を考えているのかを理解し、かかわり

方を学ぶ。また、認知症の人を支える家族の思いを理解する。 

目標：認知症の人の行動には理由があることを理解し、その理由とケア方法を考え説明でき

る。 

卒業認定・学位授与方針との関連： 

   この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方針のうち、「認知症の人をケ

アすることができる」能力を身につけることができる。 

テキスト 指定しない。授業中、必要に応じて資料を配布。 

参考文献 適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート：演習発表：授業での積極性＝３０：３０：４０ 

・レポートを回収した次の回の授業内に講評を口頭にて行う。 

・演習発表については、発表後に講評を口頭にて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後に教室や、オフィスアワー等で随時受け付けます。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
演習科目ですので、意欲的・積極的に参加されることを望みます。 

施設見学や講演会等への参加も行う予定です。 

準備学習について 
授業毎に予習復習を 1時間以上行い、次の授業に臨むこと。（認知症の疾病や症状の理解に

努め、授業後は配布資料を読み返し理解を深めること。） 



 

講義科目名称： 健康と食生活 

開講期間： 前期 配当年： 2年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 健康的な食生活を送るうえで、必要な知識・技能を身に付ける。 

授業計画 

第１回       ガイダンス 日本人の食生活と健康 

第２回       栄養の基礎知識① ５大栄養素と水の役割 

第３回       栄養の基礎知識② 消化・吸収の仕組み 

第４回       栄養の基礎知識③ たんぱく質と発育・発達、栄養素と運動 

第５回       食文化と食習慣 

第６回       年代別の食生活 

第７回       運動・栄養・休養の関わり、運動時のエネルギー消費、効果的な減量計画 

第８回       食事バランスガイドと食事計画、食品衛生 

第９回       疾病と栄養① 

第 10回       疾病と栄養② 

第 11回       疾病と食生活 

第 12回       食育～適切な食習慣の確立、生活習慣病予防～ 

第 13回       日本人の食事摂取基準、健康食品と機能性食品 

第 14回       食の流通と消費者問題 

第 15回       食の安全と環境問題 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

少子高齢化の進行に伴い、生涯を健康に過ごすために、2006年に「食育基本法」が施行され

た。各地で食育推進計画が策定・実施される一方で、食生活に関する情報が氾濫し、消費者

として正しく判断し、実行する能力の養成が重要になっている。本授業では、「食生活と健

康」をキーワードとして、食生活の意義を多面的に捉えることで、生涯に渡り、健康で豊か

な食生活を営むために必要な知識を習得することを目標とする。この科目を通じて、健康福

祉学科の学位授与の方針のうち、「食育による健康づくりを基本に、人々の生きがいを実現

する知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：FLAネットワーク協会「食生活アドバイザー3級公式テキスト（改訂版）」 

ISBN：9784820749660 

価格（税抜）：1,800 円 

 

テキスト名：「健康運動実践指導者養成用テキスト」※健康運動実践指導者資格を目指す者

のみ 

出版社：南江堂   

著者名：（財）健康・体力づくり事業財団 

※学生教務課で販売 

参考文献 

田﨑裕美・中川英子編 「生活支援のための調理実習」建帛社  

ISBN：978-4-7679-3375-7 価格（税抜）:1,900円 

その他、授業時に適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的参加・レポート（40点）と試験（60点）から総合的に評価します。 

レポートと試験は授業内でコメントした後に、返却する。 

質問・相談の受付方法 
メール（tazaki_11@suw.ac.jp）や口頭、リアクションペーパーでの質問・相談には随時対

応します。授業終了後やオフィスアワーは、介護福祉棟 305研究室で対応します。 

履修条件 特に設けない 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 
食生活アドバイザー検定試験、健康運動実践指導者、障がい者スポーツ指導員中級の資格に

対応した科目です。資格取得等に対する目的意識を持って、意欲的に学習してください。 

準備学習について 
授業内容について、毎回１時間以上の予習・復習を行って、授業に参加すること。また、授

業内容の小テストやレポート等の課題を行うこと。 



 

講義科目名称： 運動障害と機能回復 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 赤岩龍士、堀口徹 

テーマ 安全に運動を遂行させるために必要な運動障害の予防法、応急処置について学ぶ 

授業計画 

第１回       ガイダンス 

第２回       運動障害と予防１ 運動前・運動中の自覚・他覚症状と運動の中止 

第３回       運動障害と予防２ 内科的な急性障害とその予防法 

第４回       運動障害と予防３ 内科的な慢性障害とその予防法 

第５回       運動障害と予防４ 上肢の整形外科的な慢性障害とその予防法 

第６回       運動障害と予防５ 下肢・腰部の整形外科的な慢性障害とその予防法 

第７回       運動障害と予防６ 整形外科的な急性障害の症状とその対処法 

第８回       運動障害と予防７ テーピングの概念と基本的なテーピング法 

第９回       救急処置１ 心肺機能蘇生術の意義、バイタルチェック 

第 10回       救急処置２ 心肺蘇生、AEDを用いた除細動、気道異物の除去の実際 

第 11回       救急処置３ 胸痛の分類とその対処 

第 12回       救急処置４ 熱中症の応急処置 

第 13回       救急処置５ 過換気症候群の応急処置 

第 14回       救急処置６ 整形外科的障害の応急処置と具体的なテーピング技術 

第 15回       理論と技術の習得度の確認、まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）安全に運動を遂行するために必要な運動障害の予防法および応急処置について学

ぶ。運動中止が必要な運動開始前や運動中の症状、内科的障害や整形外科的障害の自覚症状、

他覚症状について理解するとともに、その予防方法を習得する。また、運動時の様々な急性

障害に速やかにかつ的確に対処できるように、応急処置の方法を習得する。なお、この授業

は、２０名の人数制限を設ける。 

（到達目標）運動・スポーツ、トレーニング時の障害の予防法、万が一の障害時の応急処置

について理解する。 

また、健康運動実践指導者に必要とされる運動器疾患やリスク管理の知識、技術を習得する。 

（卒業認定・学位授与方針との関連）本講義は、人と関わるすべての領域に共通して重要な

科目と言える。特に、健康福祉学科の学位授与方針のうち、「人々の生きがいを実現する能

力」を身につけることができる。 

テキスト 

テキスト名：健康運動実践指導者養成用テキスト 

出版社：南江堂 

著者名：健康・体力づくり事業財団 

※学生教務課で販売 

参考文献 適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

テーピング実技および救命救急法実技の習熟度を、授業内で適宜個別に確認しながら評価す

る。 

配点 実技習熟度 50% 積極的な参加 50% 

 

質問・相談の受付方法 教員へのメール送信 

履修条件 なし 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
赤岩担当分は、集中講義形式となります。 

救命救急の内容は命に関する内容なので、真剣に取り組むこと。 

準備学習について 

復習をきちんと行うこと。 

実技系授業（赤岩担当分）は、運動できる軽装で受講すること。特にテーピングの実技では、

ハーフパンツを着用し、膝が出る状態にすること。 



 

講義科目名称： 機能解剖学 

開講期間： 前期(2018は

 

配当年： 3(2018 は 1) 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 太田 洋一 

テーマ 身体運動に関わる力学、身体各部分の構造や機能を学び、運動を科学的に理解する。 

授業計画 

第１回       ガイダンス、運動力学の基礎 

第２回       運動の法則、力とエネルギー 

第３回       骨・関節の構造と機能 

第４回       骨格筋の構造と機能、筋の収縮 

第５回       上肢の解剖学 

第６回       上肢帯・肩関節の運動学 

第７回       肘関節・手部の運動学 

第８回       下肢の解剖学 

第９回       股関節の運動学 

第 10回       膝関節の運動学 

第 11回       足関節・足部の運動学 

第 12回       体幹の解剖学、頸椎の運動学 

第 13回       胸椎・腰椎・骨盤の運動学 

第 14回       筋腱複合体と弾性エネルギー 

第 15回       走・跳・投動作における諸器官の機能、まとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

この授業では、身体運動に関わる力学、身体各部分の構造や機能、運動プログラムを作成す

る上で必要な基礎的知識を学修し、(1)運動力学の基本的内容を理解して運動を科学的に説

明できる、(2)運動に関わる身体各部分の構造や機能について説明できる、(3)運動の力学

的・解剖学的特性を理解して目的に応じた適切な運動プログラムを提案できるようになるこ

とを目指します。健康運動実践指導者としての知識の基礎を身に付けることを到達目標とし

ます。健康福祉学科の学位授与の方針のうち「人々の生きがいを実現する能力」を身に付け

ることができる。 

テキスト 

テキスト名：健康運動実践指導者テキスト 

出版社：南江堂 

著者名：(財)健康・体力づくり事業財団 

※学生教務課で販売 

※健康運動実践指導者資格を目指す者のみ 

参考文献 
上記のテキストに加えて、担当者作成の「機能解剖学講義ノート」を使用して授業展開しま

す。詳細は授業 1回目で説明します。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

学期末の筆記試験（90％）、授業内課題（10％） 

成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 研究室棟 303 号室 

履修条件 【希望的要件】他の健康運動実践指導者の養成科目と併せて履修することが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】事前相談を要す キャリアデザインカレッジ【可】事前相談を要す 

聴 講 生 【可】事前相談を要す 

 

メッセージ 
本科目は健康運動実践指導者の指定科目です。健康運動実践指導者の受験資格を得るために

は単位認定されることが必須条件となります。 



準備学習について 授業毎に 1時間以上の予習復習を行い、内容を理解して次回授業に臨むこと。 



 

講義科目名称： 健康と食生活演習 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 田﨑 裕美 

テーマ 健康的な食生活を実践、支援するうえで必要な知識・技能を身に付ける 

授業計画 

第１回       日本人の食生活と健康  

第２回       栄養と健康  

第３回       栄養と健康 （ 演習 ： 食生活診断  ） 

第４回       献立作成 

第５回       第 1回 調理実習   朝食の献立 （和食、洋食） 

第６回       ライフステージ別にみる健康と食生活 ①乳幼児期 

第７回       ライフステージ別にみる健康と食生活 ②学童期、青年期 

第８回       第 2回 調理実習   昼食の献立 （弁当づくり） 

第９回       ライフステージ別にみる健康と食生活 ③中年期、高齢期 

第 10回       食文化と食習慣 

第 11回       第 3回 調理実習   食文化と行事食 

第 12回       生活習慣病と食生活  ①糖尿病、高脂血症など 

第 13回       第 4回 調理実習   エネルギーのコントロール   

第 14回       生活習慣病と食生活  ②高血圧症、腎臓疾患など  

第 15回       第 5回 調理実習   ナトリウムのコントロール 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

少子高齢化の進行に伴い、生涯を健康に過ごすために、食生活のあり方が重要な課題となっ

ている。2006年に「食育基本法」が施行され、各地で食育推進計画が策定・実施されるなか、

食に関する情報が氾濫し、消費者として正しく判断し、健全な食生活を営む能力の育成が望

まれる。本授業では、「食生活と健康」をキーワードに、生涯に渡り、健康で豊かな食生活

を営むために必要な知識や技術を、習得することを目的とする。この授業を通じて、健康福

祉学科の学位授与の方針のうち、「食育による健康づくりを基本に、人々の生きがいを実現

する能力を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：「生活支援のための調理実習」 第 2版  

ISBN：9784767933757 

出版社：建帛社 

著者名：田﨑裕美・中川英子：編   

価格（税抜）：1,900 円 

参考文献 授業時に適時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

出席状況・授業態度（20点）とレポート（80 点）から総合的に評価します。 

なお、レポートは実習ごとに作成、提出します。 

レポートは授業内で総評を口頭で伝えてから、返却を行う。 

質問・相談の受付方法 
メール（tazaki_11@suw.ac.jp）や口頭、リアクションペーパーでの質問・相談には随時対

応します。授業終了後やオフィスアワーは、介護福祉棟 305研究室で対応します。 

履修条件 
前提科目として、「健康と食生活」「子どもと食生活 A」「子どもと食生活Ｂ」を受講して

いることが望ましい。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 

メッセージ 家庭料理技能検定、食生活アドバイザーの資格取得に対応した科目です。 



準備学習について 
資格取得等の目的意識を持って、授業の予習・復習、レポート課題、実技演習に毎回１時間

以上を割いて、意欲的、積極的な学習を行うこと。 



 

講義科目名称： アダプテッドスポーツ論 

開講期間： 前期 配当年： 3(2018 は 1) 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大塚 康夫 

テーマ より良い障がい者スポーツ活動の支援を図る 

授業計画 

第１回       ガイダンス、障がい者福祉の施策の現在と障がい者スポーツ 

             本科目の進め方について説明し、併せて障害者福祉施策における障がい者 

             スポーツの位置づけ等について理解する。 

第２回       障がい者スポーツの文化的意義や理念 

             障がい者スポーツを学ぶ上で基本となる意義や理念について理解する。 

第３回       障がい者スポーツの歴史と現状 

             障がい者スポーツの歴史や変遷、現在行われているスポーツ活動について 

             理解する。 

第４回       健常者にとっての障がい者スポーツ、アダプテッドスポーツの概念 

             健常者から見た「障がい者スポーツ」について、アダプテッドスポーツの 

             概念や意義から理解する。 

第５回       スポーツボランティアの基本的理念と活動 

             スポーツボランティアとしての理念や心構え、活動等の実態について理解 

             する。 

             ※学外研修(５月予定) 

第６回       障がい者スポーツ指導員の役割とスポーツボランティア 

             障がい者スポーツ指導員の役割等について、実際に行われているスポーツ 

             教室等で体験する中で学ぶ。 

             ※学外研修(６月予定) 

第７回       障がい者スポーツの大会やイベントの概要、全国障害者スポーツ大会の歴史 

             県内のスポーツ大会や教室等の開催状況や参加形態、全国障害者スポーツ 

             大会の歴史について理解する。 

第８回       全国障害者スポーツ大会の目的と意義 

             全国障害者スポーツ大会の目的及びその意義について理解する。 

第９回       全国障害者スポーツ大会の実施競技、大会やイベントにおける障がい者スポ

ーツ指導員の活動 

             全国障害者スポーツ大会で行われている実施競技の紹介と、併せて大会等 

             に関わる障がい者スポーツ指導員の活動状況等について理解する。 

第 10回       全国障害者スポーツ大会におけるコーチの役割 

             全国障害者スポーツ大会の選手団の構成や監督、コーチの役割について理 

             解する。 

             ※学外研修①[フライングディスク競技](６月予定) 

             ※学外研修②[水泳競技](６月予定) 

第 11回       障がい者スポーツ大会におけるクラス分け制度 

             県内、国内で行われている障がい者スポーツ大会では、競技の公平性から 



             障がい区分によるクラス分けがなされており、その制度や判定方法につい 

             て理解する。 

第 12回       障がいの理解とスポーツ：肢体不自由① 

             肢体不自由の特性等を理解し、併せて実際に行われているスポーツを体験 

             する。 

             ※学外研修(６月予定) 

第 13回       障がいの理解とスポーツ：肢体不自由②、内部障がい 

             肢体不自由の他、視覚障がい、聴覚障がい、内部障がいの特性等を理解し、 

             併せて実際に行われているスポーツを体験する。 

第 14回       障がいの理解とスポーツ：知的障がい① 

             知的障がいの特性等を理解し、併せて実際に行われているスポーツを体験 

             する。 

第 15回       障がいの理解とスポーツ：知的障がい②、精神障がい まとめ 

             知的障がい、精神障がいの特性等を理解し、併せて実際に行われているス 

             ポーツを体験する。 

             まとめとして、これまでの取り組みの中で「アダプテッドスポーツ」の支 

             援活動等についてレポートにまとめる。 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要)本講義では、特に障がい者スポーツについて、アダプテッドスポーツ（障がいのある

なしに関係なく誰にでもできるスポーツ）の観点を学び、併せて支援方法等を習得する。 

(到達目標)障がい者スポーツの実情を理解するとともに、障がい者へのスポーツ活動支援を

積極的に行えるようにする。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「運動やスポーツを通じ、障がいのある人等の生きがいを実現する能力」を身に

つけることができる。 

テキスト 

(1冊目)                          

テキスト名：障がい者スポーツ指導教本 初級・中級[新版]    

ISBN：9784324101070                        

出版社：株式会社ぎょうせい                  

著者名：(公財)日本障がい者スポーツ協会            

価格(税抜)：2,400円 

 

(2冊目) 

テキスト名：全国障害者スポーツ大会競技規則集(平成 30年度) 

出版社名：(公財)日本障がい者スポーツ協会 

※学生教務課で販売 

参考文献 講義中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

[基準]授業における態度、積極的な参加を評価する。 

[方法]定期試験は行わず、平常試験(小テスト・レポート等)、授業態度等で総合評価する。

授業態度(30％) 小テスト(20％) レポート(50％) 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室(研究室棟１階)で受け付ける。 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【可】 



メッセージ 

※本科目は初級及び中級の障がい者スポーツ指導員の養成科目です。なお、障がいの理解を

深めるため、実際に障がいのある方とスポーツを通して触れ合う学外研修を設けています。

積極的な参加を期待します。 

準備学習について 

・授業終了時に次回の学習内容を指示するので、次回授業までに「障がい者スポーツ指導教

本」で 

 事前に内容を確認しておくこと。（１時間） 

・学外研修後には必ず、レポートを作成すること。（１時間） 



 

講義科目名称： アダプテッドスポーツ演習 

開講期間： 後期 配当年： 3(2018 は 1) 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大塚 康夫 

テーマ 安全かつ効果的なスポーツ指導により障がい者のスポーツ活動を支援する 

授業計画 

第１回       ガイダンス、障がい者スポーツ大会で行われる競技や種目の詳細，クラス分

けの実際 

             本科目の進め方について説明し、併せて国内外における大会競技や種目と 

             クラス分けの取り組み、事例等を踏まえて理解する。 

第２回       競技種目に応じた指導上の留意点 

             障がい者スポーツの取り組みの中で指導者として必要最低限のルールや留 

             意点等について理解する。 

第３回       障がいに応じた指導上の留意点 

             「障がいの応じる」という意味や、どのように用具等を工夫すれば実践で 

             きるのか、実施するために必要な知識は何かをテーマを設けて実践する。 

第４回       障がい者スポーツ指導における安全管理  

             障がい者スポーツを展開する上でのけがや事故等のリスク、対処方法等、 

             安全管理について理解する。 

第５回       肢体不自由者へのスポーツ指導①(陸上競技) 

             静岡県わかふじスポーツ大会「陸上競技(9月予定)」に参加し、障がいの 

             特性や競技の進め方、介助、支援等について学ぶ。 

 

第６回       肢体不自由者へのスポーツ指導②(水泳競技) 

             静岡県内で行われている「水泳教室」に参加し、障がいの特性や競技の進 

             め方、介助、支援等について学ぶ。 

             (10月予定) 

第７回       肢体不自由者へのスポーツ指導③(車いすバスケットボール)、補装具の運用

の実際 

             静岡県内で行われている「車椅子バスケットボール練習会」に参加し、車 

             椅子使用者の特性や補装具の実際、介助、支援等について学ぶ。(11月予 

             定) 

 

第８回       知的障がい者へのスポーツ指導(水泳競技) 

             知的障がい者の「水泳教室」に参加して、知的障がい者の特性等を理解し、 

             介助、支援等について学ぶ。 

             (11月予定) 

第９回       視覚障がい者へのスポーツ指導①(陸上競技) 

             静岡県わかふじスポーツ大会「陸上競技(9月予定)」に参加し、視覚障が 

             いの特性や競技に対する配慮、介助、支援等について学ぶ。 

第 10回       視覚障がい者へのスポーツ指導②(フロアバレーボール) 



             静岡県内で行われている「フロアバレーボール教室」に参加し、競技の進 

             め方、介助、支援等について学ぶ。 

             (11月予定) 

第 11回       聴覚障害者へのスポーツ指導(フライングディスク競技) 

             静岡県わかふじスポーツ大会「フライングディスク競技(8月予定)」に参 

             加し、聴覚障がいの特性や配慮、競技の進め方、介助、支援等について学 

             ぶ。 

第 12回       精神障がい者へのスポーツ指導(フライングディスク競技) 

             静岡県わかふじスポーツ大会「フライングディスク競技(8月予定)・県草 

             薙陸上競技場)」に参加し、精神障がいの特性や配慮、競技の進め方、介 

             助、支援等について学ぶ。 

第 13回       重度障がい者へのスポーツ指導 

             風船バレーを通して、重い障がいのある方にとってのスポーツの意義につ 

             いて学ぶ。 

 

第 14回       学外研修：重度障がい者へのボッチャ競技指導 

             静岡県わかふじスポーツ大会「ボッチャ競技(9月予定)」に参加し、重度 

             障がいの特性や配慮、競技の進め方、介助、支援等について学ぶ。 

第 15回       学外研修：知的障がい者へのフライングディスク競技指導、まとめ 

             静岡県わかふじスポーツ大会「フライングディスク競技(8月予定)」に参 

             加し、競技の進め方、介助、支援等について学ぶ。 

             また、これまでの講義、実技、学外研修を通して見えてきた「アダプテッ 

             ドスポーツについて」レポートにまとめる。 

第 16回       初級障がい者スポーツ指導員資格取得者対象・学外研修①「知的障がい者へ

のスポーツ指導」 

             静岡県内で行われている「スポーツ教室」に参加し、知的障がい者に配慮 

             したスポーツ種目の進め方や介助、支援等について学ぶ。(10月予定) 

 

第 17回       初級障がい者スポーツ指導員資格取得者対象・学外研修②「身体障がい者へ

のスポーツ指導」 

             静岡県内で行われている「スポーツでエンジョイ」に参加し、身体障がい 

             者に配慮したスポーツ種目の進め方や介助、支援等について学ぶ。(11月 

             予定) 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）障がい者スポーツや障がいに対する理解を深めるとともに、指導方法についての知

識・技術を獲得し、実際に対象者に対するサポートができる技能を習得する。 

（到達目標）障がい者スポーツのさまざまな種目のルールや基本的な技術、対象者に応じた

指導法や支援方法を理解する。 

(卒業認定・学位授与方針との関連)この科目の履修を通じて、健康福祉学科の学位授与の方

針のうち、「運動やスポーツを通じ、障がいのある人等の生きがいを実現する能力」を身に

つけることができる。 



テキスト 

(1冊目)                          

テキスト名：障がい者スポーツ指導教本 初級・中級[新版]    

ISBN：9784324101070                        

出版社：株式会社ぎょうせい                  

著者名：(公財)日本障がい者スポーツ協会            

価格(税抜)：2,400円 

 

(2冊目) 

テキスト名：全国障害者スポーツ大会競技規則集(平成 30年度) 

出版社名：(公財)日本障がい者スポーツ協会 

※学生教務課で販売 

参考文献 講義中、適宜紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポートで評価する 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいは講師控室(研究室棟１階)で受け付ける。 

履修条件 【必須要件】併せてアダプテッドスポーツ論を履修すること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

生涯スポーツ演習では、講義はもちろんのこと、障がい者スポーツ種目の紹介及び実技のほ

か、実際に学外研修を通して障がいのある方のスポーツ大会や教室に参加して交流するのが

この演習の特徴です。そこには教科書では得られない「発見」や「学び」があります。 

本科目は初級および中級の障がい者スポーツ指導員の養成科目です。障がい者スポーツ種目

の紹介や指導実技のほか、実際に学外研修でスポーツ大会や教室に参加して障がいのある方

と交流するのがこの演習の特徴です。そこには教科書では得られない「発見」や「学び」が

あります。この演習は学外研修(土、日曜日)が多く盛り込まれており、欠席すると単位に影

響しますので、欠席しないよう注意してください。なお、初級の障がい者スポーツ指導員の

取得には別途 4時間の学外実習に参加することが必要です。 

準備学習について 

・授業終了時に次回の学習内容を指示するので、次回授業までに「障がい者スポーツ指導教

本」で事前に内容を確認しておくこと。(１時間) 

・学外研修後には必ず、レポートを作成すること。(1時間) 



 

講義科目名称： 健康福祉総合演習Ａ 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 健康増進・介護予防の実践活動を行う能力を育成する 

授業計画 

第１回       オリエンテーション  

第２回       健康増進・介護予防教室の意義・目的 

第３回       健康増進・介護予防教室の運営（実践例） 

第４回       健康増進・介護予防教室第 1回目の企画 

第５回       健康増進・介護予防教室第 1回目の企画  

第６回       健康増進・介護予防教室第 1回目の準備 

第７回       健康増進・介護予防教室第 1回目の準備  

第８回       健康増進・介護予防教室第 1回目の実施 

第９回       健康増進・介護予防教室第 1回目の評価 

第 10回       健康増進・介護予防教室第 2回目の企画 

第 11回       健康増進・介護予防教室第 2回目の準備① 

第 12回       健康増進・介護予防教室第 2回目の準備② 

第 13回       健康増進・介護予防教室第 2回目の実施 

第 14回       健康増進・介護予防教室第 2回目の評価 

第 15回       健康福祉総合演習 Aのまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）本講義では、健康増進活動や福祉現場で役立つ様々な活動を理解し、実践プログラ

ムを企画・実施・評価することで、実践力を身につける。さらに、地域での現場実践を経験

することで、より実践的かつ専門的な能力を養成する。 

（目標）健康増進や介護予防など、福祉等の現場で役立つプログラムを学内の授業で企画・

演習を行い、学内・学外への事業に参加しその効果を検証することで、より高度な実践力を

習得することを目的とする。 

（学位授与方針との関連）健康福祉学科の学位授与方針のうち、「介護福祉・健康づくりに

関する実践的な専門知識・技術」を身に着けることができる。 

テキスト 必要に応じて資料を配布 

参考文献 随時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

企画・準備・実施・評価の 4項目について、文献等からの情報収集や関連書類の提出、プレ

ゼンテーション、準備状況、実施状況を評価すると共に、全体の振り返り等の議論の結果を

含めて、総合的な判断を行う。成績評価のフィードバックは学内制度（成績問い合わせ制度）

を通じて行う。 

 

質問・相談の受付方法 

授業時間後に、随時受け付けると共に、専任教員がメールやオフィスアワー等を通じて、質

問・相談に対応する。 

 

履修条件 特に設けない。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 

健康福祉学科での学んだ事を健康増進・介護予防等の視点から、現場での実践力に繋ぐため

に、意欲的な受講を期待します。なお、講座の日程の都合で、授業時間や計画の順序を変更

する場合がある。 

 

準備学習について 

介護予防・健康増進の講座を企画するうえで、健康福祉学科での 3年間の学習で得た知識・

技術をもとにする。このため、毎回１時間以上、企画の容を予習・復習すると共に、授業時

間以外にも積極的に実践活動に参加すること。 



 

講義科目名称： 健康福祉総合演習 

開講期間： 通年 配当年： 4年 単位数： 4 

 

必選： 選択 

担当教員： ACTIVEACADEMY 参照 

テーマ 健康増進・介護予防の実践活動を行う能力を育成する 

授業計画 

第１回       オリエンテーション  

第２回       健康増進・介護予防教室の意義・目的 

第３回       健康増進・介護予防教室の運営（実践例） 

第４回       健康増進・介護予防教室第 1回の企画 

第５回       健康増進・介護予防教室第 1回の準備・実施・評価①  

第６回       健康増進・介護予防教室第 1回の準備・実施・評価② 

第７回       健康増進・介護予防教室第 1回の準備・実施・評価③  

第８回       健康増進・介護予防教室第 2回の企画 

第９回       健康増進・介護予防教室第 2回の準備・実施・評価① 

第 10回       健康増進・介護予防教室第 2回の準備・実施・評価② 

第 11回       健康増進・介護予防教室第 2回の準備・実施・評価③ 

第 12回       健康増進・介護予防教室第 3回の企画 

第 13回       健康増進・介護予防教室第 3回の準備・実施・評価① 

第 14回       健康増進・介護予防教室第 3回の準備・実施・評価② 

第 15回       健康増進・介護予防教室第 3回の準備・実施・評価③ 

第 16回       健康増進・介護予防教室第 4回の企画 

第 17回       健康増進・介護予防教室第 4回の準備・実施・評価① 

第 18回       健康増進・介護予防教室第 4回の準備・実施・評価② 

第 19回       健康増進・介護予防教室第 4回の準備・実施・評価③ 

第 20回       健康増進・介護予防教室第５回の企画 

第 21回       健康増進・介護予防教室第５回の準備・実施・評価① 

第 22回       健康増進・介護予防教室第５回の準備・実施・評価② 

第 23回       健康増進・介護予防教室第５回の準備・実施・評価③ 

第 24回       健康増進・介護予防教室第６回の企画 

第 25回       健康増進・介護予防教室第６回の準備・実施・評価① 

第 26回       健康増進・介護予防教室第６回の準備・実施・評価② 

第 27回       健康増進・介護予防教室第６回の準備・実施・評価③ 

第 28回       健康増進・介護予防に関する個別課題の学習① 

第 29回       健康増進・介護予防に関する個別課題の学習② 

第 30回       健康福祉総合演習のまとめ 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要）本講義では、健康増進活動や福祉現場で役立つ様々な活動を理解し、実践プログラ

ムを企画・実施・評価することで、実践力を身につける。さらに、地域での現場実践を経験

することで、より実践的かつ専門的な能力を養成する。 

（目的）健康増進や介護予防など、福祉等の現場で役立つプログラムを学内の授業で企画・

演習を行い、学内・学外への事業に参加しその効果を検証することで、より高度な実践力を

習得することを目的とする。 

 



 

テキスト 必要に応じて資料を配布 

参考文献 随時紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

企画・準備・実施・評価の 4項目について評価し、全体の振り返りや個別課題の評価を含め

て、総合的な判断を行う。 

質問・相談の受付方法 

授業時間後に、随時受け付けると共に、専任教員がメールやオフィースアワー等を通じて、

質問・相談に対応する。 

 

履修条件 特になし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

健康福祉学科での学んだ事を健康増進・介護予防等の視点から、現場での実践力に繋ぐため

に、意欲的な受講を期待します。 

 

準備学習について 

状況によって、授業内容や計画の順序を変更する場合があります。 

授業時間以外での実践活動が必要になります。 

 



 

講義科目名称： 教育心理学（教職） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 小川翔大 

テーマ 教育のフィールドに応用できる教育心理学の基本的な考え方を習得する。 

授業計画 

第１回       教育心理学の考え方、学習の基礎理論①行動主義的アプローチ 

第２回       学習の基礎理論②認知主義的アプローチ、構成主義的アプローチ 

第３回       学びの場とその移行 

第４回       学びの意欲と動機付け 

第５回       学びのしくみ①：記憶 

第６回       学びのしくみ②：メタ認知・問題解決 

第７回       学びの諸相：リテラシー、計数 

第８回       学びの開発と体系化 

第９回        学びの支援①：主体的な学びの授業づくり 

第 10回       学びの支援②：個に応じた学びの援助 

第 11回       適応の理解と支援：自立と社会性の学び①虐待 

第 12回       適応の理解と支援：自立と社会性の学び②学級集団 

第 13回       適応の理解と支援：子どもを支える 

              ①生徒指導と教育相談 ②特別支援教育 

第 14回       学びと適応の評価 

第 15回       教師の成長 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

人の学びを心理学の視点から理解し、支援するための教育心理学の理論と知識について、概

論に加え、「学び」「適応」「子どもを支える教師」といった観点から理解する。そして、

自らの学びについて理解すると同時に、適切な教育方法によって子どもを援助できるように

学習する。 

この科目の履修を通して、福祉心理学科の学位授与の方針のうち、「心理的援助の土台とな

る価値や態度」、「対人援助における重要な知識」を身に着けることができる。 

テキスト 

テキスト名：よくわかる教育心理学 

ISBN：978-4-623-05104-5 

出版社：ミネルヴァ書房 

著者名：中澤 潤 

価格（税抜）：2,500 円 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

期末筆記試験（70%）、中間レポート（20%）、授業毎の感想レポート（10%）によって評価

する。 

質問・相談の受付方法 

授業後に配布する感想カードに質問を書いてくだされば、次回授業で質問内容を紹介して回

答します。授業時間内、終了後にも教室で直接質問を受け付けます。 

その他は、オフィスアワー(後日掲示)を利用してください。 

履修条件 なし 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
授業中に迷惑行為（私語など）を行う場合は、厳重に注意をすると共に、場合によっては退

室を命じることもあります（その場合は欠席扱い）。 

準備学習について 
講義内容について、事前に教科書を読み、疑問点を明確にしておく（1.5時間）。毎授業後

に感想レポートを作成し、復習として授業内容に関連する文献を読む（1.5 時間）。 



 

講義科目名称： 福祉科教育法Ⅰ（教職） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 義也 

テーマ 
福祉科教育の目的、教育課程の編成、指導方法と評価などを学び、福祉科教員として必要な

基本的知識や資質を培う。 

授業計画 

第１回       ・教科「福祉」の創設の背景と経緯                                     

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から専門教育に関する教科「福祉」 

             の設置の経緯について理解する。 

第２回       ・高校における教科「福祉」のねらいと改訂における基本方針   

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から改訂における基本方針を理解す 

             る。   

第３回       ・現代社会における福祉教育の必要性と考え方及び福祉教育の位置づけと教

科「福祉」の全体的構造                  

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から改訂における基本方針を理解す 

             る。  

第４回       ・学習指導要領「福祉」について                                            

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から学習指導要領とは何かを理解す 

             る。 

               

第５回       ・「社会福祉基礎」の目標及び内容と指導の観点  ①                                       

              ・国民生活と社会福祉とのかかわりや社会福祉の理念について理解する。 

              

              ・社会福祉の理念と意義 

第６回       ・「社会福祉基礎」の目標及び内容と指導の観点  ②             

              ・人間関係とコミュニケーション 

              ・社会福祉思想の流れと福祉社会の展望 

              ・生活を支える社会保障制度 

第７回       ・「介護福祉基礎」の目標及び内容と指導の観点  ①                      

              ・介護を必要とする人の尊厳の保持や自立支援など。 

              ・介護を行う上での基本的な考え方について。 

第８回       ・「介護福祉基礎」の目標及び内容と指導の観点  ②              

              ・介護の意義と役割 

              ・介護福祉の担い手 

              ・介護を必要とする人の理解と介護 

              ・介護における安全確保と危機管理 

第９回       ・「コミュニケーション」の目標及び内容と指導の観点                  

              ・介護におけるコミュニケーション 

              ・サービス利用者や家族とのコミュニケーション 

              ・介護におけるチームのコミュニケーション 

第 10回       ・「生活支援技術」の目標及び内容と指導の観点          



              ・生活支援の理解 

              ・自立に向けた生活支援技術 

              ・終末期・緊急時の介護 

              

              

 

第 11回       ・「介護過程」の目標及び内容と指導の観点                  

              ・適切な介護を提供するために行われる介護過程とはどんなものか、そ 

             の意義と役割を考える。 

第 12回       ・「介護総合演習」の目標及び内容と指導の観点               

              ・具体的な事例を通して介護演習・事例研究・調査・研究等をおこなう。 

第 13回       ・「介護実習」の目標及び内容と指導の観点                

              ・多様な場における実習・個別ケアのための継続した実習を通して適切 

             かつ安全な介護ができる実践的な能力と態度を養う。 

第 14回       ・「こころとからだの理解」の目標と内容の指導の観点        

              ・こころとからだの基礎的理解・生活支援に必要なこころとからだの仕 

             組みを理解・発達と老化の理解・認知症の理解・障害の理解など、これら 

             の事柄を通して基礎的な知識を習得する。 

第 15回       ・「福祉情報活用」の目標及び内容と指導の観点        

              ・情報社会と福祉サービス・情報のモラルとセキュリティを通して情報 

             化の進展と情報の意義を理解する。 

・前期定期試験        

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

学習指導要領は新しい介護福祉士養成課程に対応するため、科目の新設を含めた再編成、内

容の見直しをし、９科目の目標と内容を熟知し、後期の学習指導案作成等に生かす。 

 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識・技術を総合的に学習させ、社会福祉の理念と意

義を理解させるとともに、社会福祉に関する様々な問題・課題を題材にして、主体的に取り

組み、高校の福祉科教員として創造力を生かした実践的な態度を育てる。 

 

テキスト 

テキスト名：社会福祉基礎  

ISBN：978-4-407-20264-9 

出版社：実教出版株式会社 

著者名：村川浩一・上野谷加代子 

価格（税抜）：735円 

 

テキスト名：高等学校学習指導要領解説「福祉編」 

ISBN：978-4-303-12510-3 

出版社：海文堂出版株式会社 

著者名：文部科学省 

価格（税抜）：600円 

参考文献 特になし 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

定期試験、学習態度、レポート課題の提出など総合的な判断で評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後 



履修条件 【必須要件】教職課程申請者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

・新聞等から教育・福祉に関する記事などを収集し、指導案作成の資料として保管するよう

に心がける。 

・地域の福祉活動に関心を持ち、積極的に参加するよう心がける。 

・静岡県の教員採用試験は一昨年度から福祉科の免許状での採用試験を受けることができる

ようになりましたので、受講生はぜひ採用試験を受ける心構えを持って受講してほしい。 

準備学習について 

(予習)授業に関わる資料は、事前に配布するので、必ず読んでおくこと。尚、わからない内

容や語句については、自分で調べるなどの姿勢が求められる。 

 (復習)授業中の内容や板書などは、早いうちにまとめる工夫をする。わからないことや疑

問点などは、調べるなどしてノートに加筆する。 



 

講義科目名称： 福祉科教育法Ⅱ（教職） 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 鈴木 義也 

テーマ 
福祉科教員の「資質」とは「専門性」とは何かを常に考えながら、福祉の科目を教授する方

法について学ぶ。 

授業計画 

第１回       ・学習指導案とは           

              ・静岡県教育委員会の「初任者研修資料」から。 

第２回       ・学習指導案の形式・指導案作成の留意点について     

              ・静岡県教育委員会の「初任者研修資料」から。 

第３回       ・年間指導計画・単元目標の設定・時間配当について  

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から。 

第４回       ・学習指導案の導入・展開・まとめの書き方について      

              ・静岡県教育委員会の「初任者研修資料」から。 

第５回       ・「社会福祉の理念と意義」の教材研究と指導内容の検討  ①  

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から。 

              ・教材研究及び指導案の作成と検討。 

              ・課題学習としても扱う。 

第６回       ・「社会福祉の理念と意義」の教材研究と指導内容の検討  ②             

              ・高等学校学習指導要領「福祉編」から。 

              ・教材研究及び指導案の作成と検討。 

              ・課題学習としても扱う。 

第７回       ・教科書から題材を自己選択し、その指導案を作成し、ミニ模擬授業の準備

をする。 【一人 40 分授業】           

              ・教材研究及び指導案の作成。  

              ・課題学習としても扱う。                    

第８回       ・教科書から題材を自己選択し、その指導案を作成し、ミニ模擬授業を実施  

【一人 40分授業】   

              ・模擬授業の実施と反省及び評価。    

第９回       ・教材研究と学習指導案作成 ① 

              ・「障害者福祉」「高齢者福祉」「人間関係とコミュニケーション」か 

             ら一つ選択し、その指導案の作成に取り掛かる。 

              ・教材研究及び指導案の作成と検討。 

              ・課題学習としても扱う。 

              ・作成段階での指導助言を行う。 

第 10回       ・教材研究と学習指導案作成 ② 

              ・「障害者福祉」「高齢者福祉」「人間関係とコミュニケーション」か 

             ら一つ選択し、その指導案の作成に取り掛かる。  

              ・教材研究及び指導案の作成と検討。 

              ・課題学習としても扱う。 

              ・作成段階での指導助言を行う。 



第 11回       ・教材研究と学習指導案作成 ③  

              ・「障害者福祉」「高齢者福祉」「人間関係とコミュニケーション」か 

             ら一つ選択し、その指導案の作成に取  り掛かる。 

              ・教材研究及び指導案の作成と検討。 

              ・課題学習としても扱う。 

              ・作成段階での指導助言を行う。 

第 12回       ・模擬授業の実施と授業反省①    

              ・模擬授業には、できるだけ学友にも参加してもらい、授業を盛り上げ 

             たい。更に授業の反省会にも参加して  もらう。 

第 13回       ・模擬授業の実施と授業反省②   

              ・模擬授業には、できるだけ学友にも参加してもらい、授業を盛り上げ 

             たい。更に授業の反省会にも参加して  もらう。 

第 14回       ・静岡県の福祉教育の現状と課題 

              静岡県教育委員会資料から 

第 15回       ・高校生気質  ・教員の資質とは ・教員の仕事全般 

              ・現代の高校生の生活様式など資料を基に考える。 

              ・静岡県教育委員会資料から 

 

 

 

 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

福祉科教育の目標を具体化するための授業計画の立て方、教材の選択、授業展開のポイント

や授業方法の研究、評価のあり方などについて学び、最終的に各自で学習指導案を作成し、

模擬授業を行う。 

テキスト 

テキスト名：社会福祉基礎  

ISBN：978-4-407-20264-9 

出版社：実教出版株式会社 

著者名：村川浩一・上野谷加代子 

価格（税抜）：735円 

 

テキスト名：高等学校学習指導要領解説「福祉編」 

ISBN：978-4-303-12510-3 

出版社：海文堂出版株式会社 

著者名：文部科学省 

価格（税抜）：600円 

参考文献 静岡県教育委員会資料 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

教材研究、指導案作成、模擬授業、授業態度などを相互的に判断し評価する。 

質問・相談の受付方法 授業終了後 

履修条件 【必須要件】教職課程申請者に限る。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 



メッセージ 
後期授業は教材研究、指導案の作成、模擬授業と受講生が主体となった授業が中心となるこ

とから、教員としての心構えを持ち積極的に受講するよう自覚を持って取り組むこと。 

準備学習について 

(予習) 

・教材研究のための資料及び統計等の収集。 

・新聞等から教育・福祉に関する記事等を収集し模擬授業などに活用する。 

・教材研究を十二分行ってから模擬授業に臨む 

 (復習) 

・指導案・模擬授業などで指摘されたことは、すぐ修正し次の指導案作成および模擬授業に

生かす。 

・模擬授業後周りの人たちの意見を次の指導案に生かす。 



 

講義科目名称： 教育方法論（教職） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 緩利 誠 

テーマ アクティブ＆ディープラーニングのデザイン 

授業計画 

第１回       ガイダンス／授業のイメージ 

第２回       子どもと社会、そして、学び 

第３回       とある教室の風景 

第４回       21世紀型教育への転換 

第５回       Good Practiceの条件 

第６回       私たちにとっての Good Practice 

第７回       単元デザインの技法とプロセス１（子ども理解とニーズアセスメント） 

第８回       単元デザインの技法とプロセス２（学習指導要領の主体化） 

第９回       単元デザインの技法とプロセス３（教科書比較とネタ探し） 

第 10回       単元デザインの技法とプロセス４（本質的な問いの探究と目標設定） 

第 11回       単元デザインの技法とプロセス５（発問の構造化による学びの脚本づくり） 

第 12回       単元デザインの技法とプロセス６（ネタの教材化と学びの仕掛けづくり）：

ICTの活用を含む 

第 13回       単元デザインの技法とプロセス７（評価規準の設定と評価手法の選択） 

第 14回       単元デザインの技法とプロセス８（教材・教具の開発：ICT の活用を含む） 

第 15回       まとめ／今後の展望 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（目的） 

・教育実践に必要な教育の方法に関する基礎的知識と諸原理を習得する。 

・カリキュラム・授業・学びに関する最新の研究成果や事例をはじめ、学校改革における論

争的課題など、多様な教育問題に関する実践的意義を考察することができる。 

・これからの社会に必要とされる教育実践をデザインすることができる。 

 

（概要） 

「子どもたちが学ばなくなった」と言われだしてから久しくなる。一方で、変化の激しい不

確実な現代社会の到来は、人々に生涯を通じて学び続けることを要求している。先行きが見

えない社会の閉塞感を打ち破り、未来に希望の明かりを灯すには、学びから逃走する子ども

たちを学びの世界に呼び戻す必要がある。 

そこで本授業では、教師は生徒にどのように教え、生徒はどのように学ぶのか、授業実践を

もとに、学習指導の原理と方法、教材研究の方法、情報機器の活用、教育評価の方法等につ

いて実践的意義と諸問題を考察する。 

テキスト プリントを配布する。 

参考文献 授業内で紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的な参加：成果物＝４０：６０で評価する。 

質問・相談の受付方法 yururi@swu.ac.jpへどうぞ。集中講義当日は直接対応する。 

履修条件 【必須要件】教職課程申請者に限る。 



特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】    

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 集中講義で実施する。 

準備学習について 必要に応じて、授業中に指示する。 



 

講義科目名称： 視聴覚教育（教職） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 平井 利明 

テーマ 教職のための視聴覚機材を利用した効果的授業方法を身につける 

授業計画 

第１回      視聴覚教育の歴史と理論／意義と意味 

              １７～１９世紀の視聴覚 

              ２０世紀の視聴覚 

              ２０世紀後半視聴覚教育の誕生と展開 

              コンピュータ時代における視聴覚教育 

              視聴覚教育の意義 

              視聴覚教育の意味 

第２回      人間の情報処理と視聴覚メディア 

              人間の情報処理と視聴覚メディアの接点 

              教育活動と学習者の認知過程 

第３回      視聴覚メディアと人間の認知 

              人間の情報処理と記憶の情報処理モデル 

              画像記憶とイメージ 

              知識としての記憶 

第４回      視聴覚メディアと方法原理 

              教育コミュニケーションの相互学習 

              よい教材と教育コミュニケーション 

 

第５回      マスコミと視聴覚メディア 

              マスメディア 

              マスコミ 

              マスコミと視聴覚教育・課題 

第６回      教育コミュニケーションと視聴覚メディア 

              教育とコミュニケーション 

              コミュニケーションと視聴覚メディア 

              視聴覚とコミュニケーション 

第７回      視聴覚メッセージ 

              視聴覚メッセージの本質 

              視聴覚メディアとメッセージ 

              メディアリテラシーと応答力の教育 

第８回      視聴覚メディアの構成と制作・利用 

              映像と音声メディアの特性 

              情報ネットワークの特性 

              視聴覚表現活動におけるメディアの特性 

第９回      学校教育と視聴覚メディアの利用・方法 



              視聴覚メディアの学習領域と利用・技術 

              視聴覚教材自主製作の意義と方法 

第 10回      視聴覚教材の制作① 

              フリップ等の視聴覚教材の製作 

第 11回      視聴覚教材の制作② 

              フリップ等の視聴覚教材の製作 

第 12回      メディアの影響とメディアリテラシーの課題 

              ＯＨＰ、ＯＨＣ、コンピュータ利用による視聴覚教育 

              メディアの影響とメディアリテラシーの課題 

第 13回      視聴覚教育と著作権・情報モラル 

              教育現場における視聴覚に関係する著作権 

              教育利用の情報モラル 

 

第 14回      コンピュータ視聴覚教材の制作 

              パワーポイント等ソフトウェア利用による視聴覚教材の制作 

第 15回      視聴覚教材・視聴覚メディアを用いたプレゼンテーション 

              第１４回で制作した教材や視聴覚メディアを利用してのプレゼンテーシ 

             ョン 

第 16回      試験 

              これまでの学習の知識確認テスト 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

（概要） 

各種の視聴覚機器を利用し、視聴覚教材を制作し効果的で魅力ある授業を展開する方法を学

習する。 

（目的）  

板書とテキストだけによる授業は教育効果を上げることができない。さまざまな視聴覚の理

論とその機器を応用し効果のある授業方法を考え、習得する。 

テキスト 毎回授業で配布するレジュメにより行う 

参考文献 

視聴覚メディアと教育（教職課程シリーズ） 玉川大学出版部 

視聴覚メディアと教育方法 北大路出版 

 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

試験および課題提出で評価します。 

 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 【必須要件】教職専門教科「福祉」の教員免許取得希望学生が対象です。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
将来教員となる資質として真摯な態度で授業に臨むこと、また教職課程科目のため原則とし

て遅刻・欠席は許されません。 

準備学習について 
授業のための教材制作も行う。このため教材制作のための費用が必要である。教材制作は自

宅での制作となることもある。 



講義科目名称： 学校カウンセリング論 

開講期間： 後期 配当年： 3年 単位数： 2 必選： 選択 

担当教員： 村中 昌紀  

テーマ 
学校カウンセリングの基礎的知識を習得するとともに、子どもたちを取り巻く問題の理解を

深め、対応方法について学習する。 

授業計画 

第１回       学校カウンセリングの概念と背景 

第２回       カウンセリングの基本的知識と技法 

第３回       心理療法 

第４回       心理アセスメント 

第５回       子どもの発達障害と発達支援 

第６回       思春期・青年期から成人期前期までの精神病理・障害（１） 

   摂食障害・強迫性障害・行為障害 

第７回       思春期・青年期から成人期前期までの精神病理・障害（２） 

   気分障害・統合失調症 

第８回       児童虐待の理解とその対応 

第９回       いじめの理解とその対応 

第 10回       非行少年とその更生 

第 11回       不登校・ひきこもりの理解とその対応 

第 12回       学校の人間関係を改善する 

第 13回       学校カウンセリングの方法 

第 14回       グローバリゼーションと発達支援 

第 15回       特別支援教育の現在 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

不登校、いじめ、児童虐待など、子どもの問題行動に対して、教師はカウンセリングの専門

家ではないにも関わらず、それらに対応することが求められている。また、保護者への対応

も複雑になり、疲弊する教員も増加している。 

本授業では、学校における教育相談の基礎的知識を修得するとともに、子どもたちを取り巻

く問題の理解を深め、対応方法について学習する。 

テキスト 特に使用しない。資料を配布する。 

参考文献 

春日井敏之・伊藤美奈子 (2011) よくわかる教育相談  ミネルヴァ書房 

宮川充司他 (2008) スクールカウンセリングと発達支援 ナカニシヤ出版 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

レポート(70%)と小レポート(30%)による評価 

質問・相談の受付方法 
授業時間内、終了後に教室で受け付けます。その他、オフィスアワー（後日掲示）を利用し

てください。 

履修条件 【必須要件】教職課程履修学生かつ教員免許状取得可能学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ ― 



準備学習について 授業中に準備学習を提示する。 



 

講義科目名称： 教職実践演習（高） 

開講期間： 後期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 井口 廣之 

テーマ 教職実践演習を通して教員としての資質能力の確認と定着 

授業計画 

第１回      これまでの教職課程学修の振り返りと教職実践演習の課題 

              教職履歴カルテの作成 

              教職実践演習として学習すべき事項と課題① 

第２回      教育実習の意義 

              教育実習のふりかえり 

              教育実習の意義 

第３回      学習指導要領と学習指導案 

              学習指導要領による生きる力確かな学力について考える 

第４回      学習指導案の作成とプレゼンテーション① 

              学習指導案の作成とそれにしたがったプレゼンテーション 

第５回       学習指導案の作成とプレゼンテーション② 

              学習指導案の作成とそれにしたがったプレゼンテーショ 

第６回      学習指導案の作成と授業展開・工夫① 

              学習指導案の作成と授業展開・工夫 

              視聴覚教材の教材の活用 

第７回      学習指導案の作成と授業展開・工夫② 

              学習指導案の作成と授業展開・工夫 

              視聴覚教材の教材の制作とその活用 

第８回      道徳教育と特別活動 

              道徳教育について 

              特別活動について 

第９回      生徒の発達の理解 

              発達の課題 

              認知的発達の理解 

              人間関係の発達の理解 

第 10回      生徒理解 

              生徒の個別指導の在り方 

              発達検査の活かし方 

第 11回      学級経営① 

              生徒理解と学級経営 

              生徒指導と生徒との距離 

               

第 12回      学級経営② 

              学級経営 

              保護者対応 



第 13回      社会性と対人関係力と教師のコミュニケーション能力 

              コミュニケーション能力の重要性 

              組織と教員としてのコミュニケーション能力 

第 14回      保護者・地域社会への対応 

              保護者・地域社会への対応 

              地域社会との連携 

第 15回      教師としての使命感、責任感、倫理観。教育的愛情 

              教師としての使命感、責任感、倫理観。教育的愛情 

              教師の能力 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

(概要）  

 教職課程で履修してきた専門的な知識・技能を基に、教員としての使命感や責任感、教育

的愛情等をもって、学級や教科を担任しつつ、教科指導や生徒指導が実践できる資質能力の

確認とその定着のための講義・演習を行う。 

テキスト 

教職課程で使用してきたテキスト等  

授業で資料を配布 

 

参考文献 
教職実践演習 教育の方法と技術 教職実践練習問題 教職概論・生徒指導論 その他授業

で適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業への積極的な参加姿勢と授業での発表内容、提出課題の完成度によって評価する。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室で受け付けます。 

履修条件 【必須要件】教職課程履修学生かつ教員免許状取得可能学生 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
・教職課程科目かつ教職課程総括科目であるため原則として欠席は許可できません。 

・将来教員となるための資質向上に研鑽を積んでください。 

準備学習について 

毎回授業終了後に復習および予習内容を指示します。（各１～２時間以上）また、課題を後

期の途中及び最終に提示します。授業内容は進度や教職実践演習課題の討論等の時間によ

り、シラバスとは異なる内容となることがあります。 



 

講義科目名称： 教育実習事前・事後指導 

開講期間： 後期、前期 配当年： 3年,4年 単位数： 1 

 

必選： 選択 

担当教員： 井口 廣之 

テーマ 

１）教師を目指す者としての自覚や認識を深める 

２）大学で学んできたことを実際の教育現場での体験を通じて教育について学ぶ 

 

授業計画 

第１回       【３年後期】 教育実習オリエンテーションと教育実習心構え 

第２回       学習指導案の書き方 

             学習指導案の書き方のステップとその理解 

第３回       板書計画 

             学習指導案にそった板書計画の作成の仕方 

第４回       教師の役割と社会的責任・使命 

             教師の基本的な態度や使命 

第５回       学習指導要案の作成とプレゼンテーション 

第６回       【４年前期】教育実習前指導① 

             研究授業に向けての指導 

第７回       教育実習前指導② 

             研究授業に向けての指導 

第８回       教育実習前の実習にあたってのレポート作成 

第９回       教育実習後の実習にあたってのレポート作成 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

教育は理論と実践との不可分な関係の上に成立しており、理論に方向付けられた実践そのも

のである。したがって、教職は、専門的職業として、実践の背景をもった専門的理論と、理

論を実践的に応用することのできる能力を必要とされ、これらの実践的研修の場が教育実習

である。教育実習をより意義あるものとするために、事前・事後指導では、①教育実習の目

的・目標について自覚する、②教育実習の内容について理解する、③教育実習に臨む構えを

築く、④実習経験を考察評価し、更なる学びに繋げていけるようになる、ことを到達目標と

する。 

テキスト 
教育実習ノート 

授業で配布する資料 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

授業に臨む態度、教育実習に向けた準備状況、教育実習後の自己評価、まとめなどから総合

的に評価する。無断欠席や授業態度が極めて悪い場合、履修を取り消す場合もある。 

質問・相談の受付方法 

e-mail による受付；随時受付（h.iguchi@suw.ac.jp） 

直接、質問・相談する場合：授業終了後教室にて対応 

 

履修条件 【必須要件】教育実習の参加要件を満たしていること 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 
教科指導に必要な専門性、生徒指導に必要な専門性について、基本的な学習を十分に行った

上で、事前指導を履修して下さい。 



準備学習について 

教師としてまた教育実習にあたっての事前と事後の大切な資質を磨く授業です。授業終了後

に復習および予習内容を指示します。（各１～２時間以上）また、一部課題を提示します。

課題の提出およびそのプレゼンテーションは必須です。 



 

講義科目名称： 高等学校教育実習 

開講期間： 前期 配当年： 4年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 井口 廣之 

テーマ 

教育実習校において、指導教員のもとで、生徒との直接的な交流を通して、教職の経験を積

み、教員となるための基礎的実践能力と態度を養う。また、大学において学んだ教科や教職

に関する専門的な知識を基に、現実の学校教育に適用するための創意工夫や問題解決の能力

を養う。 

授業計画 

  １       実習校におけるオリエンテーション 

  ２       実習校における校長・教頭・指導担当指導 

  ３       教師として使命および教師の活動指導 

  ４       教育実習の具体的な内容と実習の流れ 

  ５       実習高校における教師の位置付けと教師の役割 

  ６       実習クラス・学科の研究 生徒研究 

  ７       教科外活動への参加と指導 

  ８       担当授業科目とその担当箇所の知識獲得 

  ９       学習指導案の作成と作成に対する留意点指導 

  10       学習指導案の作成 

  11       学習指導案指導 

  12       学習指導案に沿った教材研究 

  13       学習指導案に沿った授業配布資料の作成と研究 

  14       配布資料・授業教材指導 

  15       学習指導案に沿った模擬授業の実施 

  16       学習指導案に沿った模擬授業指導 

  17       模擬授業の振り返りと板書計画指導 

  18       研究授業に向けた学習指導案作成 

  19       研究授業に向けた学習指導案作成と教材・資料作成 

  20       研究授業実施 

  21       研究授業の振り返りと学習指導 

  22       授業における生徒指導 

  23       授業における学習指導 

  24       研究授業に向けた学習指導案作成と教材・資料作成 

  25       研究授業に向けた模擬授業 

  26       研究授業 

  27       研究授業の振り返りと指導 

  28       教育実習全体的指導 

  29       教育実習全体的指導 

  30       今後の教師生活に向けた指導 



授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

①高等学校教科指導における授業案の作成・実施およびその結果の分析ができるようにな

る。 

②教科指導における学習指導技術を身につける。 

③教科外指導（SHRなど）の全体的な方針を理解し、実習を通して指導技術を身につける。 

④生徒の実態、学校運営の様子などを知る。 

 

テキスト 教育実習ノート 

参考文献 適宜、紹介する。 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

実習態度、目標の達成度について、指導教諭の評価を考慮して総合的に評価する。 

質問・相談の受付方法 

e-mail による受付；随時受付（h.iguchi@suw.ac.jp） 

直接、質問・相談する場合：授業終了後教室で対応 

 

履修条件 【必須要件】教育実習事前事後指導について履修中であること。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 

教育実習期間中は、実習校の規則や方針を遵守し、指導教諭の指示に必ず従うこと。 

教育実習生といえども、実習校の生徒からみると先生として接することになります。安易な

気持ちで教育実習に臨まないこと。実習期間中はやむをえない事情がある場合を除き、欠勤、

遅刻、早退の一切を認めない。無断で欠勤、遅刻、早退した場合は、教育実習は即時中止と

なる。 

 

準備学習について 教育実習が成功するよう学習指導案を確実に書けるようにしておくこと。 



 

講義科目名称： 介護技術（教職） 

開講期間： 前期 配当年： 3年 単位数： 2 

 

必選： 選択 

担当教員： 大久保 功 

 

テーマ 介護に対する考え方と介護の基本技術を、講義及び演習を通して学ぶ。 

授業計画 

第１回       オリエンテーション／介護とは～介護の基本的理解～ 

第２回       コミュニケーションの技法 

第３回       居住環境整備（寝具の種類と選び方・ベッドメーキング） 

第４回       観察の技法（バイタル測定・医療機器の理解） 

第５回       自立に向けた移動の介護①（ボディメカニクス・ベッド上での移動介助） 

第６回       自立に向けた移動の介護②（座位・立位介助） 

第７回       障害に合わせた移動の介護①（車椅子介助） 

第８回       障害に合わせた移動の介護②（杖・歩行介助） 

第９回       食事の介護①（食事の意義と目的） 

第 10回       食事の介護②（自助具を使用した食事介助） 

第 11回       身支度の介護①（座位での着脱介助） 

第 12回       身支度の介護②（ベッド上での着脱介助） 

第 13回       清潔保持の介護（手浴・足浴・入浴介助） 

第 14回       排泄の介護（トイレ・尿便器・おむつ介助） 

第 15回       緊急時の対応 

授業の概要と到達目
標及び卒業認定・学位
授与方針との関連 

介護は、高齢や障害を負うことにより自らの力だけでは日常の生活を営むことができない者

に対して行う生活支援技術であり、何らかの支援が必要な者にとってはなくてはならない非

常に重要な役割を果たすものである。本講義では、その介護に対する基本的な考え方及び技

術を習得することを目的とする。 

この科目の履修を通じて、社会福祉学部の学位授与のうち、「福祉課題を解決に導くための

知識・技術」を身につけることができる。 

 

テキスト プリント等を適宜配布する。 

参考文献 講義中適宜紹介 

成績評価の基準・方
法及び課題（試験やレ
ポート）に対するフィ
ードバック方法 

以下の割合で評価する。 

レポート：授業での積極性＝８０：２０ 

期末試験に関するフィードバックは、学内制度（成績問い合わせ制度）を通じて行う。 

質問・相談の受付方法 講義終了後、教室あるいはオフィスアワー等で随時受け付ける。 

履修条件 【必須要件】教職課程を履修しているもの。 

特別学生の履修可否 

科目等履修生【不可】 

聴 講 生 【不可】 

キャリアデザインカレッジ【不可】 

メッセージ 積極的に授業に参加することを期待します。 

準備学習について 
介護技術に関する文献に目を通しておいてください。授業毎に１時間以上の予習復習を行

い、内容を理解して次回授業に臨むこと。（講義開始前に参考文献を聞きに来ること） 


