
対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 人間探求科目

講義名 [06007] 倫理学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 桑名　法晃 クワナ　ホウコウ kuwana　hoko

【授業のねらい及び到達目標】

日本の倫理思想史を講義する。日本の倫理思想史についての基礎知識を身につけ、現代日本人の行動の基礎にある価値観を理解する

ことを目指す。また、日本倫理思想史を学ぶことを通して、現代における自分自身の生き方・あり方を考えるヒントとしていく。

【授業方法】

講義によって授業を進める。倫理学とは何かについて概観し、本講義における視点を明確にした上で、日本の倫理思想史をたどり

、日本人の倫理意識の形成を学んでいく。本年度は、神をめぐる思想から、仏法をめぐる思想と、中世における思想までを中心と

して概説してく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修としては、参考書等に目を通し、疑問をもって授業にのぞむこと。事後学修は、授業の内容を踏まえ、その問題について自

分なりに考えてみること。事前・事後学修は最低でも各120分は必要である。なお、詳細は授業中に指示します。

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢40％、レポートと受講態度60％で総合的に評価します。

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備える

こと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

講義ガイダンス第1回

倫理学とは何か（1）倫理学と日本倫理思想史第2回

倫理学とは何か（2）なぜ日本倫理思想史を学ぶのか、倫理の重属性第3回

神をめぐる思想（1）風土と神第4回

神をめぐる思想（2）日本の神の特徴第5回

神をめぐる思想（3）神と景観、祭祀第6回

神をめぐる思想（4）日本神話の発生と展開第7回

神をめぐる思想（1）古事記神話&#10112;　上巻神話の概要第8回

神をめぐる思想（1）古事記神話②　上巻神話の世界観第9回

仏法をめぐる思想（1）インド・中国仏教第10回

仏法をめぐる思想（2）日本における仏教の受容、聖徳太子第11回

仏法をめぐる思想（3）国家仏教、本地垂迹説第12回

仏法をめぐる思想（4）修験道第13回

仏法をめぐる思想（5）鎌倉仏教第14回

全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。

参考書：佐藤正英著『日本倫理思想史』増補改訂版（東京大学出版会）2012年ほか

※授業中に適宜参考書を紹介していきます。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

たくさん板書をします。耳を使いながら多くの内容を筆記し、自分のテクストを作成してください。復習として授業ノートを自分の

文章でまとめてみることが重要です。積極的に参加することを望みます。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 人間探求科目

講義名 [06010] 古典文学を読む

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

日本文学を代表する数々の作品から、特に枕草子、源氏物語、徒然草、百人一首と方丈記を読み、古典に親しむことを目的としま

す。本講義を受講することにより、古典文学はもとより、俳句にも親しみ、いつでも自らの気持ちを俳句や川柳などでで表現でき

るようになります。

【授業方法】

作品を読んで､ 解説をして､ いろいろな意見がある場面について話しましょう。中間発表して、授業で扱わない作品や、扱った

作品の別な部分について調べて発表していただきます。毎週、終わりの15分を使って、俳句や川柳を与えられた季語やテーマに

あわせてみんなで考えます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　前回までの作品の重要なデータをノートにまとめる。

事後学修120分　授業で学習した作品を読み返して、発表の準備をする。

【評価の方法及び基準】

中間発表30％､ 学力確認試験40％､ 授業に対する取り組み30％。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

俳句、川柳第1回

枕草子第2回

方丈記第3回

徒然草第4回

御伽草子第5回

万葉集第6回

中間発表第7回

源氏物語（1）歴史的背景と「桐壺」第8回

源氏物語（2）身代わりとしての紫第9回

源氏物語（3）罪と仏教：柏木、藤壺、六条御息所第10回

百人一首第11回

百人一首大会第12回

源氏物語（4）浮船の様々な選択を考えて第13回

往生要集、後期の復習第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：プリントを配ります。

参考書：本講義受講中、学生自らの興味より選択します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

難しいと思われがちな古典文学を気軽に楽しめるものだとわかって、好きになっていただきたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 人間探求科目

講義名 [06014] 心理学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

「心理学」と一言でいっても、教育、臨床、発達、認知など、様々な分野があり、内容は多岐にわたる。そのため、この授業で

は、それぞれの分野でメジャーな考え方や概念、研究、歴史的背景等について説明し、概観していく。この授業を受講することで

、受講生は、より心理学を身近なものとしてとらえながら、心理学の基礎について幅広く理解することが可能である。

【授業方法】

テキストをもとに、講義、演習、ディスカッションを行う。授業の中では、受講生が自分自身の身近な事柄に引き付けて理解するこ

とができるよう、例を示す。初めて触れる考え方や用語等もあると思われるため、テキストは受講前に熟読し、用語の理解に努め

ること。さらに、毎回学んだ内容をまとめることで定着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、内容や用語について予習を行うこと。事

後学習では、毎回課題を課すため、学んだことを整理し、課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（40％）、小テスト（30％：10％×３回）、授業への取り組み（20％）、課題への取り組み（10％）により総

合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

心理学とは？第1回

臨床心理学：悩みを抱える人を助ける　その１第2回

臨床心理学：悩みを抱える人を助ける　その２第3回

性格と個人差の心理学：性格はかえられるか？　その１第4回

性格と個人差の心理学：性格はかえられるか？　その２

第１回小テスト
第5回

社会的行動の心理学：身近な人や社会との関係　その１第6回

社会的行動の心理学：身近な人や社会との関係　その２第7回

発達心理学：人が生まれてから死ぬまで　その１第8回

発達心理学：人が生まれてから死ぬまで　その２第9回

心理学的アセスメント：心を測る

第２回小テスト
第10回

知覚・認知・記憶の心理学：世界をどうとらえるか？　その１第11回

知覚・認知・記憶の心理学：世界をどうとらえるか？　その２第12回

行動と学習の心理学：あなたはなぜそのように行動するのか？第13回

心理学の歴史と未来：心はどう探求され、これからどうなるのか？

第３回小テスト
第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『心理学・入門―心理学はこんなに面白い』サトウタツヤ・渡邊芳之著（有斐閣アルマ）2011年、参考書：『はじめ

て出会う心理学 改訂版』長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直行著（有斐閣アルマ）2008年、『徹底図解心理学

―生活と社会に役立つ心理学の知識』青木紀久代・神宮英夫著（新星出版社）2008年、そのほか適宜資料や文献等を紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修登録しておけば単位が出るという授業ではありません。テキストを購入して、読む習慣をつけるようにしてください。予習

・復習しないとわからなくなります。仏教においても福祉においても、自己ならびに他者の心のしくみと人間関係を見つめること

は重要なことです。一緒に心理学の世界を楽しみましょう！
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 人間探求科目

講義名 [06015] 歴史学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

授業のねらい：「歴史を学ぶことのおもしろさを知ってもらう」のが、ねらい。

簡単な啓蒙書をテキストとすることで、まず歴史のおもしろさを知ってもらい、その上で、人名や事件名、事件発生日時等を暗記

することが歴史学ではない事を理解させたい。本年度は古代・中世の歴史について学ぶ。

【授業方法】

講義形式。講義日程を下記のように記したが、学生諸君の理解度等によっても進み方が変わるので、一応の目安と考えてもらい

たい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：テキストをあらかじめ読み、わからない語句等は辞書で調べておくこと。

事後学習120分：テキストを読み直し、ノートにまとめる

【評価の方法及び基準】

期末試験（５０％）、小テスト（２０％）、平常点＝受講態度（３０％）、ただし受講者の数によっては期末試験をレポートに変え

る場合もある。　受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理し

て講義内容の理解に努めること。授業終了時には毎回、授業内容のまとめを書かせる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

歴史を学ぶ意味第1回

日本人のルール第2回

日本の旧石器遺跡第3回

三内丸山と亀ヶ岡ー縄文時代像の変容第4回

邪馬台国論争第5回

前方後円墳第6回

渡来人第7回

古代の日本と朝鮮第8回

仏教の伝来第9回

聖徳太子と法隆寺第10回

天皇と日本の誕生第11回

国分寺の創建と国府・総社・一宮第12回

最澄と空海第13回

摂関政治第14回

院政第15回

【教科書・参考書】

【テキスト】日本史教育研究会編『古代・中世・近世史編　Story日本の歴史」（山川出版社、2008年五版）

【参考書】ドナルト・キーン『果てしなく美しい日本』（講談社学術文庫１５６２、２００２年初版）、Vadime　Elisseeff他、

桐村泰治訳『日本文明』（論創社、2013年）ほか、授業時に紹介する。また資料は適宜配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ノートをきちんと作ってもらう。日本史の知識を豊かにしてもらうのが狙いである。ｉＰａｄを使用するので講義時にはかならず

持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 人間探求科目

講義名 [06020] 哲学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 諏訪　是隆 スワ　ゼリュウ suwa zeryu

【授業のねらい及び到達目標】

「哲学」ということばは、愛知を意味するギリシア語の「フィロソフィア」の翻訳である。もともとは好奇心、向学心、知識欲

を意味する日常語であった。　先哲の思想を学ぶことで、現代に生きるわれわれの諸問題を考えるための基礎を培いたい。

【授業方法】

講義を中心とするが、学生との対話形式によって講義を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート30％、授業への取り組み姿勢70％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

哲学ということば第1回

神話から哲学へ第2回

ソフィストとソクラテス第3回

プラトンとアリストテレス第4回

ストア派とエピクロス派第5回

キリスト教と中世第6回

ルネサンスの思想第7回

ベーコンのイドラ第8回

デカルトの懐疑第9回

ホッブズのリヴァイアサン 第10回

ロックのコモンウェルス第11回

啓蒙思想第12回

カントの批判哲学第13回

ヘーゲルの体系第14回

まとめ　レポート提出第15回

【教科書・参考書】

講義中に配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

哲学と聞くと難解なイメージがあるかもしれませんが、哲学は私たちの生活を意義あるもの、幸せへと導いてくれる叡智です。

共に学びましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06107] 社会学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

社会学とは､ 社会関係・社会行為とその生成・変動を人間の社会的行為やそれを規制する文化と関連付けながら理論的・経験的に

研究する学問である｡ 社会学というものの考え方を押さえた上で､ 基本的概念､ 現実的諸問題についてふれていきたい｡社会学の

歴史と基本的概念、および社会学が直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義を中心とする｡適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前に指示された資料を読み、出された課題を行っておく（１２０分）。

講義終了後には、ノートを整理しながら復習を行い、次回の講義に備えること（１２０分）。

【評価の方法及び基準】

期末試験80％､ 小レポートを含む授業への積極性20％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会学とはどんな学問か第1回

社会学の成立､ 歴史と展開第2回

デュルケームの社会学第3回

ウェバーの社会学第4回

社会的存在としての人間第5回

家族 (１)第6回

家族 (２)第7回

地域社会 第8回

社会構成第9回

ライフスタイル第10回

戦後日本社会の変容（１）第11回

戦後日本社会の変容（２）第12回

現代の社会問題（１）第13回

現代の社会問題（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは使用しないが必要に応じて資料を配布する。福祉士養成講座編集委員会編 『新版社会福祉士養成講座11社会学』 (中央法規

出版) は、社会福祉士国家試験受験希望者には有益である。講義の中で 適宜参考文献を紹介する｡ 宮島喬編 『岩波小辞典社会学』、那

須壽編 『クロニクル社会学』 (有斐閣)､ 岩波講座 『現代社会学』 (岩波書店 26巻)をとりあえず参考文献として挙げておく。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から社会問題に関心を持ってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06112] 経済学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 貴家　勝宏 サスガ　カツヒロ sasuga katsuhiro

【授業のねらい及び到達目標】

授業のねらい：経済環境が急速に変化する時代の日本と世界経済をどのように見たらよいのか、その見方を身につけること。現

代の諸問題を素材として扱い、基本的な経済的知識の獲得と経済的センスを磨くこと。

到達目標：１．現代経済の構造や特徴を理解し、それらを簡潔にまとめ、レポートもしくはプレゼンテーションを通じて他者に

理解させることができる。

２．市場・貿易・金融・投資などの専門的視点から現代経済の特徴を理解する。

３．日本と世界経済との経済的関係性を理解し、世界各地の経済情勢を理解する。

【授業方法】

授業方法：

１．プリントを配布します。所どころ空欄（日本語・英語）になっていますので、授業中に埋めていきます。

２．小レポートとディスカッション：ビデオ教材や資料を使いディスカッションしたり、レポートを提出してもらいます。

３．事前・事後学習（各120分を目安とする）：新聞（Web上も可）の経済記事を読むこと。

事後学習(120分）では、配布されプリントを読み直し、ノートに要点をまとめる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分　新聞の経済記事を読むこと。

事後学習90分　配布プリントを読み直し、ノートに要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

評価の方法及び基準：最終レポート50％、出席と小レポート30％、授業への積極性20％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代経済の特徴、経済の見方、市場の機能＼、資本主義第1回

現代経済の特徴、経済の見方、市場の機能＼、資本主義第2回

現代経済の特徴、経済の見方、市場の機能＼、資本主義第3回

現代経済の特徴、経済の見方、市場の機能＼、資本主義第4回

現代経済の特徴、経済の見方、市場の機能＼、資本主義第5回

金融の世界、貿易の世界第6回

金融の世界、貿易の世界第7回

金融の世界、貿易の世界第8回

金融の世界、貿易の世界第9回

金融の世界、貿易の世界第10回

現代経済の諸相　国内問題（少子化、高齢化、財政、消費税等）　世界経済（グローバル化、南北問題、開発援助、

地球環境、人口・食料・エネルギー問題）
第11回

現代経済の諸相　国内問題（少子化、高齢化、財政、消費税等）　世界経済（グローバル化、南北問題、開発援助、

地球環境、人口・食料・エネルギー問題）
第12回

現代経済の諸相　国内問題（少子化、高齢化、財政、消費税等）　世界経済（グローバル化、南北問題、開発援助、

地球環境、人口・食料・エネルギー問題）
第13回

現代経済の諸相　国内問題（少子化、高齢化、財政、消費税等）　世界経済（グローバル化、南北問題、開発援助、

地球環境、人口・食料・エネルギー問題）
第14回

現代経済の諸相　国内問題（少子化、高齢化、財政、消費税等）　世界経済（グローバル化、南北問題、開発援助、

地球環境、人口・食料・エネルギー問題）
第15回

【教科書・参考書】

参考図書・教科書：教科書は使用しないが、適宜プリントを配布する。自己学習のための文献としては次のようなものがある。

伊藤元重：『ゼミナール現代経済入門』、2011年、日本経済新聞出版社

宮崎勇・田谷禎三著「世界経済図説：第三版」、2012年、岩波新書

一橋大学経済学部編『教養としての経済学－生き抜く力を培うために』、2013年、有斐閣



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日本国内でも少子高齢化が急速に進み、医療や年金の財源の問題、産業構造の変化は深刻な問題を起こしています。世界全体で

も市場競争の激化、金融危機、所得格差、環境問題、人口・エネルギー問題など多くの問題が切迫しています。授業では、日本

や世界が抱える経済問題をどのように見たらよいのか、経済的見方を一緒に学んでいきます。どのような経済問題が起きてい

るかは、毎日の新聞やテレビを通じてある程度知ることができます。しかし、その経済現象の生じた要因、構造、メカニズム

などは簡単にはわからないかもしれません。現代の経済は、人・モノ・カネ・サービス・企業・技術・情報などの地域や国際

間移動がますます盛んになり、相互依存関係は深化・複雑化し、従来の国や特定の地域や産業の課題として捉えるだけでは解決

できない問題も急速に増えています。授業では、経済の基本的理解、また日本や世界経済に関する様々な経済現象を学び、私た

ちは何をすべきかを考えていきます。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06114] 日本国憲法

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

わが憲法の基本原則には､ 国民主権､ 基本的人権の保障および国際協調の原則が挙げられるが､ 基本原則は､ 常にこの三原則を

通じて尊重すべきであり､ 具体的問題によって､ 基本原則をあらかじめ想定した結論に適合するように選択するものが多いが

､ そのような解釈は憲法の体系からみて支持できない｡ これは､ 憲法の目的論的解釈上当然の要請である｡本講義においては、 以

上のような観点から日本国憲法の人権の部分を中心に解説したい｡

【授業方法】

講義形式で進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習はテキストを良くよみ。不明な専門用語の意味を調べておくこと

事後学習は、講義内容を復習し、課題を行うとともに、ノートにまとめ理解を確実なものにしておくこと

【評価の方法及び基準】

受講者には､ 講義の単元ごとに確認テストを課す。 期末には試験をおこなう｡ 卒業期であっても成績の悪い者は遠慮なく落第させ

る｡ なお､ 評価の基準は平常点（受講態度・出席率）30％､ 小テスト点30％､ 試験点４0％である｡　受講後はノートを整理して講

義内容の理解に努めること。またノートをきちんと作成しているかどうかもチェックする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

憲法総論第1回

日本国憲法の基本原理第2回

法の支配と法治主義第3回

人権の内容第4回

人権共有主体性第5回

人権の限界第6回

国民の義務第7回

幸福追求権第8回

法の下の平等第9回

思想・良心の自由第10回

信教の自由第11回

表現の自由第12回

経済的自由第13回

社会権第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『ゼロからはじめるテキストクイックマスター憲法』（2012年、東京リーガルマインド）。西田典之・他編『ポケ

ット六法』平成25年版(平成24年、有斐閣)。

参 考 書：辻みよ子『憲法』第五版（2012年、日本評論社）、新保義隆『入門マップ憲法』（2011年、早稲田経営出版）など。そ

の他詳細は開講時に指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業にきちんと出席し、知識として習得しなければならないことはきちんと覚える。この基本的なことがきちんとできれば単位

をあげます。講義時にｉＰａｄを使用するので、持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06116] 自然と環境

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 神宮寺　守 ジングウジ　マモル jinguji mamoru

【授業のねらい及び到達目標】

地球には大気があり、海があり、陸がある、そして多種多様な生物が生存し、調和のとれた自然環境の中でそれぞれの種が生態系

を形成して生命活動を営んでいる。地球は大気圏・水圏・地圏・生物圏と人間圏を構成要素とする一つのシステムである。本授

業では、地球システムにおける有限性やエネルギーバランスおよび物質の循環やエネルギーの流れに基づいて、人間の活動が自

然環境や生物に及ぼす影響、そしてその結果として起こる地球システムの変動を探求していきます。本講義を受講することによ

り、自然と環境についての知識と理解を深めることができます。

【授業方法】

各回の授業で、自然と環境を学ぶ上での基礎や人間活動が国内および地球規模の自然環境に及ぼす影響として重要と考えられるテ

ーマをとりあげ、プリントテキストに基づいて、板書とともにPowerPointを活用してわかりやく解説することで、受講者の自然と

環境についての知識と理解を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、プリントテキストの予習を行うこと。事

後の学習では、授業で使用したスライドのプリントを参考にして「まとめノート」を作成すること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢(10％)、　コメント(20％)、　中間レポート（30％）、　期末試験(40％)　により総合評価する。

（コメント：毎回の授業終了時に配るコメント用紙に授業内容の要点や感想、そして質問を書くこと。）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

自然環境の基礎１　宇宙カレンダー（ビッグバン宇宙、太陽系、地球、生命の誕生、生物進化、人類）第2回

自然環境の基礎２　地球システム（大気・水・地・生物の４つの圏と人間圏、エコロジカルフットプリント）第3回

自然環境に影響を及ぼす主な要因１　人口問題（人口増加、食糧問題）第4回

自然環境に影響を及ぼす主な要因２　エネルギー問題（化石燃料、原子力発電、再生可能エネルギー）第5回

国内の自然環境１　大気環境（大気の構造、対流圏、大気汚染、光化学スモッグ、酸性雨）第6回

国内の自然環境２　水環境（水質の汚濁、生活排水、下水処理）第7回

国内の自然環境３　土壌環境（土壌の役割、土壌汚染、地下水汚染）第8回

地球の自然環境１　地球温暖化(1)（温室効果、地球温暖化のメカニズム、気候変動と影響）第9回

地球の自然環境１　地球温暖化(2)（地球温暖化の将来予測と対策、二酸化炭素問題）第10回

地球の自然環境２　成層圏オゾン（オゾン層破壊のメカニズム、フロン、南極オゾンホール、紫外線）第11回

地球の自然環境３　海洋環境（汚染物質の種類と経路、漂着ゴミ）第12回

地球の自然環境４　森林環境（森林の多機能性、森林とくに熱帯雨林の減少と劣化の原因）第13回

地球の自然環境５　生物多様性（生態系・種・遺伝子、生態系サービス、野生生物種の減少）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：各回の授業でプリントテキストを配布する。

参考書：『地球システムを科学する』伊勢武史著（ベレ出版）2013年、『環境科学要論』世良力著（東京化学同人）2011年、

        『平成29年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』環境省（ホームページ https://www.env.go.jp）、

　　　　『各種データ・報道発表資料』気象庁（ホームページ https://www.jma.go.jp）　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前に配布するプリントテキストを予習しておき、授業で使用したスライドのプリントを参考に復習すること。日常の生活におい

ても自然環境とその変化に関心を持ち、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネットなどで授業内容に関連することを読んだり、

聴いたり、視たりするように心がけること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06117] 法学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

本講義においては、社会人に必要な法に関する基礎的な知識を習得させることを目標とする。平易なテキストを用いる

ので予習・復習を十分に行い、日本社会における法の仕組みを理解してもらいたい。教材をなるべく多く使って理解を

助けるように工夫したい。

【授業方法】

講義形式。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習はテキストを良くよみ。不明な専門用語の意味を調べておくこと

事後学習は、講義内容を復習し、課題を行うとともに、ノートにまとめ理解を確実なものにしておくこと

【評価の方法及び基準】

受講者には､ 講義の単元ごとに確認テストを課す。 期末には試験をおこなう｡ 卒業期であっても成績の悪い者は遠慮なく落第させ

る｡ なお､ 評価の基準は平常点（受講態度・出席率）20％､ 小テスト点30％､ 試験点50％である｡　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

法の概念①第1回

法の概念②第2回

法律の条文構造とその読み方第3回

六法全書の見方第4回

法の分類①第5回

法の分類②第6回

裁判制度①第7回

裁判制度②第8回

紛争の解決方法①第9回

紛争の解決方法②第10回

憲法とその分類第11回

日本国憲法の成立過程第12回

日本国憲法の理念第13回

人権について第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：反町勝夫『わかる楽しい法律』(2010年、東京リーガルマインド)、西田典之・他編『ポケット六法』平成25年版(平

成24年、有斐閣)。（参考書）谷口貴都・松原哲『基礎からわかる法学』（2010年、成文堂）ほか、そのほかは講義時に紹介する

。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業にきちんと出席し、知識として習得しなければならないことはきちんと覚える。この基本的なことがきちんとできれば単位

をあげます。しかし努力しないものには、単位をあげません。ｉＰａｄを使用するので毎回持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 社会探求科目

講義名 [06120] 政治学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 堀　保彦 ホリ　ヤスヒコ hori yasuhiko

【授業のねらい及び到達目標】

政治とは、集団における利益配分・価値配分の公的な決定をめぐる現象です。政治は、地球レベルの政治から個々の自治体や組織の

レベルの政治まで多様なレベルに存在します。本授業を受講することにより社会の利益配分・価値配分を決定する政治プロセス・政

策プロセス及びそれを支える社会の様々な状況を把握・分析する能力を養うことを目的とします。

【授業方法】

テキストおよびレジュメに基づいて講義を行い、政治学に対する基本的素養を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では指定テキストの講義範囲を予習すること。事

後の学習ではテキスト・配布したレジュメを使って講義内容をノートにまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（20％）、学習到達度テスト（80％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

政治学のアイデンティティー、政治学とは何か第1回

政治とは何か（政治の両義性・権威的価値配分）第2回

政治体制と変動第3回

権力分立制度の相違（大統領制・議院内閣制）第4回

政治と経済、政治と福祉国家第5回

福祉国家の危機と再編第6回

政治制度と政治過程第7回

利益代表の政治過程第8回

公共政策と行政第9回

公共政策の執行主体・官僚制第10回

政党と政党制第11回

政治意識と政治文化第12回

行政的中央集権システムから分権化へ第13回

国際政治とグローバル・プロブレマティーク第14回

政治学の現代的課題第15回

【教科書・参考書】

テキスト　加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦著 『現代政治学（第４版）』 有斐閣 2012年

参考書　　丸山眞男著 『現代政治の思想と行動（新装版）』 未來社 2006年

　　　　　西尾勝著 『行政学（新版）』 有斐閣 2001年

　　　　　足立幸男編 『政策学的思考とは何か―公共政策原論の試み』 勁草書房 2005年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前学習・事後学習のほか毎日欠かさず新聞（Webニュースでも可）を読んで政治に関する関心を高め、疑問に思ったことをメモし

ておいてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 情報科目

講義名 [06200] 情報処理入門

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 笠井　健次 カサイ　ケンジ kasai kenji

【授業のねらい及び到達目標】

情報化社会と言われる現代､ コンピュータは情報の伝達､ 蓄積､ 検索､ そして加工を行う便利なツールであります。本授業では

､ パーソナルコンピュータにおける基本ソフト (Windows)や応用ソフト(Word・Excel・PowerPoint) の操作を修得し、受講生は

大学生に相応しいコンピュータスキルを身に付けます。

【授業方法】

講義中心のテーマもありますが､ ほとんどのテーマは実習中心です。

第１回、第２回は配布プリントを使用し､ 以降は市販のテキストを使用します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分　受講後は内容の習得を確実にするため必ず反復すること。

怠っている場合は評価のマイナス要素となります。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50％）、学力確認テスト（50％）にて評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報処理室についての説明｡　Windows入門１第1回

Windows入門２第2回

ワープロ (MS-Word)入門第3回

ワープロ (MS-Word)レポートの作成第4回

表計算 (MS-Excel)数式・関数第5回

表計算 (MS-Excel)数式・関数・書式・ページ設定第6回

表計算 (MS-Excel)シートの操作・グラフ作成第7回

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)プレゼンテーション基礎第8回

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)スライド作成１第9回

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)スライド作成２第10回

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)プレゼンテーション第11回

インターネットとセキュリティ第12回

情報検索第13回

課題作成第14回

まとめ及び振返り第15回

【教科書・参考書】

配布プリントおよび市販のテキストを使用します｡�noa出版「学生のためのアカデミック情報リテラシー　Office2013対応版　」

（定価：1,440円）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

これまでに修得したコンピュータースキルを充分に復習してから本講義に臨んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 情報科目

講義名 [06201] 情報処理応用

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 笠井　健次 カサイ　ケンジ kasai kenji

【授業のねらい及び到達目標】

情報化社会と言われる現代､ コンピュータは情報の伝達､ 蓄積､ 検索､ そして加工を行う便利なツールであります。本授業では

表計算ソフト (MS-Excel) を集中的に学び､受講生は社会人となった時に即応できる実戦的なスキルを身に付けます。

【授業方法】

短めの講義も行いますが､ ほとんどの時間は実習にあてます｡�第１回、第２回は配布プリントを使用し､ 以降は市販のテキスト (

問題集) を使用した実習を行います｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分　受講後は内容の習得を確実にするため必ず反復すること。

怠っている場合は評価のマイナス要素となります。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50％）、学力確認テスト（50％）にて評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報処理室についての説明｡ 表計算 (MS-Excel) 再入門１第1回

表計算 (MS-Excel) 再入門２第2回

表計算 (MS-Excel) 表作成　スキルチェック第3回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用１第4回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用２第5回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用３第6回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用４第7回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数を利用した表作成　スキルチェック第8回

表計算 (MS-Excel) グラフ作成・グラフィックの利用１第9回

表計算 (MS-Excel) グラフ作成・グラフィックの利用２第10回

表計算 (MS-Excel) グラフ作成・グラフィックの利用　　スキルチェック第11回

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習１第12回

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習２第13回

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習３第14回

まとめ及び振返り第15回

【教科書・参考書】

配布プリントおよび市販の問題集を使用します｡�noa出版「使える技術が身に付く！Ｅｘｃｅｌ問題集　全１０２題」（定価：

1,272円）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

情報処理入門を受講済み、または同等のExcelスキル修得者を対象とした講義内容です。

　　（重要）Excelを初めて学ぶ人は、先に情報処理入門を受講すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [06202] 人間の尊厳と自立

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 村瀬　正光 ムラセ　マサミツ murase masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

｢人間｣ の理解を基礎として､ 人間としての尊厳の保持と自立・自律した生活を支える必要性について理解し､ 介護場面における倫

理的課題について対応できるための基礎となる迫ﾍを養う｡

【授業方法】

〔授業全体の内容の概要〕人間の尊厳と自立を理解する為､ 基本的人権の理念､ 人権侵害等の社会問題を通して学

ぶ｡ 介護における尊厳の保持・自立支援を理解するために､ 具体的な生活場面の事例を取り上げて学ぶ｡�〔授業修了時の達成課題 (到

達目標)〕介護を必要とする者に対する全人的な理解や尊厳の保持､ 介護実践の基礎となる教養､ 総合的な判断力及び豊かな人間

性を涵養する｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義毎の予習と復習のレポート：100％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間の多面的理解第1回

人間の尊厳 普遍的尊厳第2回

人間の尊厳 普遍的尊厳第3回

人間の尊厳 多様性第4回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第5回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第6回

人権と尊厳 基本的人権第7回

権利擁護第8回

アドボカシー第9回

人権尊重第10回

スティグマ第11回

身体的な自立支援第12回

精神的な自立支援第13回

社会的な自立支援第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座１ 『人間の理解』中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に授業に参加するとこを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [06203] 人間関係とコミュニケーション

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

人間関係づくりで重要な行為がコミュニケーションです。また、一方で個人の生きにくさの原因になるのもコミュニケーショ

ンであることが多いです。本授業では様々な角度からコミュニケーションを客観的に見る視点を構築していきます。本授業を受講

することにより、受講生は、自分や他者の日常的になかなか気がつかないコミュニケーションの仕方に気づき、他者とのコミュニケ

ーションを行う上で、自分の課題やその克服の方法を知ることが可能になります。

【授業方法】

講義、個別指導、グループワークなど課題に応じて、コミュニケーションを客観的に学習します。また一定のトレーニングによ

り、自分のコミュニケーションの仕方を振り返り、コミュニケーション力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、授業ごとに該当する教科書の予習を行うこ

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（20%）中間レポート（30%）期末レポート（50%）いより総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間関係と心理 (自己覚知)第1回

人間関係と心理 (他者理解)第2回

人間関係と心理 (ラポール)第3回

対人関係とコミュニケーション (対人関係・コミュニケーションの意義)第4回

対人関係とコミュニケーション (対人関係・コミュニケーションの概要)第5回

コミュニケーションを促す環境第6回

コミュニケーションの技法 (物理的対人距離・心理的距離)第7回

コミュニケーションの技法 (言語的コミュニケーション)第8回

コミュニケーションの技法 (非言語的コミュニケーション)第9回

コミュニケーションの技法 (受容)第10回

コミュニケーションの技法 (共感)第11回

コミュニケーションの技法 (傾聴)第12回

機器を用いたコミュニケーション第13回

記述によるコミュニケーション第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

教科書：授業中に紹介します。また、授業内容に応じた資料を配布します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

各回の授業プリントに目を通して、トレーニング等については自分で日常的に復習をしてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [07585] 山梨県と峡南地域

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

【授業のねらい及び到達目標】

山梨県峡南地域の歴史と文化について学ぶために３回の巡見を行う。予め巡見場所に関する調べ学習を行い、予備知識を得た上で

巡見を行う。自ら歩いて見学することにより、峡南地域の歴史と文化を体感する。峡南地域が山梨県の中でもどういう場所か、理

解することを到達目標とする。

【授業方法】

峡南地域の中でも、身延町、南部町、早川町にスポットをあて、３回に分けて神社仏閣、史跡、文化・歴史施設等を巡見する。各

回の巡見後にレポートを提出してもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

３回それぞれの巡見のための事前学修10時間、事後学修10時間を行なうこと。

【評価の方法及び基準】

巡見した際の態度（10％）、授業に取り組む姿勢（50％）、レポート点（40％）にて評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

事前学習第1回

巡見1第2回

巡見1第3回

巡見1第4回

巡見1第5回

巡見２第6回

巡見２第7回

巡見２第8回

巡見２第9回

巡見２第10回

巡見３第11回

巡見３第12回

巡見３第13回

巡見３第14回

巡見３第15回

【教科書・参考書】

教科書：特になし。

参考書：特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

3回の巡見には必ず出席すること。巡見場所、巡見日は、天候や訪問先の事情により変更することあり。巡見の際、拝観料・傷

害保険料他が必要となるので予め受講者に連絡する。昼食は各自持参。バスか車で巡見するので受講人数に制限あり。開講日土曜日1

限～5限　6/2、7/7、10/6（予備日11/17、12/15）。1限は大学図書館で調べ学習を行い、それから巡見を行う7
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc1] 身延町の福祉文化

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者
池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

われわれが暮らしている「地域」ある福祉の多様性を理解し、豊かな「くらし」を障がいのあるなしに関わらずすべての人々が

享受できる社会形成に向けて、現在の「地域」にある福祉文化を概観し、その実像を把握できるようになることを目的の第一とす

る。インターネット上から得られる情報をプロジェクターを用いてプレゼンテーションができるようになることや、実際の現場

から得られた情報を、先の情報と照らし合わせて適切に加工し、他者に伝えられようになることが目的の第二である。そして、

それらの情報から導かれる課題を解決する具体案を作成できるようになることが目的の第三である。

【授業方法】

大学図書館、地域図書館などの資料を活用して、地域の歴史の中にある福祉文化を探索する。、大学を離れて地域に出かけて実際

の現場を見て、感じて、その意味を知り、地域の課題解決に向けた具体的な提言案を作成する。講義形式と自己学習型の演習形式

、そして実験的な観察形式によるPBL型の授業となる。特に11回～15回の授業では、外部講師を招き、「超高齢化社会のまちづくり」

を基本コンセプトとしてPBL型の授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

講義形式・・・事前に指定された事項の理解に120分、事後には全体の復習と与えられた課題をまとめることに120分程度が必要とな

る。演習形式・・・得られた情報加工をするために、事前に120分、事後には120分程度は必要となる。実践形式・・・実際の現場に

出て情報を収集することに120分、得られた情報を整理加工することに120分までが事前学修、事後はプレゼンテーションの不具合

の訂正や修正に150分程度は必要となる。

【評価の方法及び基準】

講義形式30％（プレゼンテーション20％、講義中の取り組みに10％）、演習形式ではプレゼンテーション発表に20％とその取り組

みに10％、実践形式では、講義形式と演習形式の基礎を踏まえているかどうかに20％、最終のプレゼンテーションに20％、その取り

組みに10％となる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション、福祉と文化の関係とその範囲第1回

身延町を理解しよう第2回

身延町の福祉実践と民間の活動第3回

資料から見ることができる身延町の福祉（１）第4回

資料から見ることができる身延町の福祉（２）第5回

プレゼンテーション（１）第6回

地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）第7回

地域図書館の活用（情報加工技術）（１）第8回

地域図書館の活用（情報加工技術）（２）第9回

プレゼンテーション（２）
第10回

福祉に関する地域課題の検出（PBL型）第11回

地域課題解決に向けての方策検討（PBL型）第12回

地域課題解決具体案の作成①（PBL型）第13回

地域課題解決具体案の作成②（PBL型）第14回

身延町の福祉文化の多様性理解と問題解決案のプレゼンテーション（３）第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。授業において適宜に指定する。参考書：講義中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「福祉文化」という聞きなれない言葉であるが、欠席することなく履修していただきたい。履修した学生で質問をお持ちの方は、

ikegami＠min.ac.jpまで、メールにて質問するようにしてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc2] サービスラーニングⅠ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

大学内で学んだ知識や技術を活かして、地域社会に存在するさまざまな課題を解決するために組織的に社会的活動を行うことをと

おして、社会的役割や市民としての責任を感じ取ってもらうことを目的とする。

【授業方法】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域の課題を明確にする。

地域活動とは、認知症カフェ、高齢者いきいきサロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参

加、イベント参加や協働、ボランティア活動等のことをいう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。

実施後は活動の振り返りを行い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化して行う。

【評価の方法及び基準】

事前学習での活動計画書の内容（10％）計画と活動報告が一致しているか（20％）、活動報告の内容（報告書30％とプレゼンテ

ーション40％）で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

サーボイスラーニングとは第1回

活動計画書の作成第2回

活動前の事前準備第3回

地域活動第4回

地域活動第5回

地域活動第6回

地域活動第7回

地域活動第8回

地域活動第9回

地域活動第10回

地域活動第11回

地域活動第12回

事後の振り返り・報告書作成第13回

事後報告会第14回

事後報告会の振り返り第15回

【教科書・参考書】

「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受け身ではなく、自らが体験してそれを振り返り、文章や言葉として他者に伝えていくことをとおして学びを深めて欲しい。「我

がまち」という意識を持ち、活動をとおして地域の課題を明確にする意識を持って欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc3] サービスラーニングⅡ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

内で学んだ知識や技術を活かして、地域社会に存在するさまざまな課題を解決するために組織的に社会的活動を行うことをとおし

て、社会的役割や市民としての責任を感じ取ってもらうことを目的とする

【授業方法】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域課題への解決を図る活動を行っていく。

地域活動とは、認知症カフェ、高齢者いきいきサロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参

加、イベント参加や協働、ボランティア活動等のことをいう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。

実施後は活動の振り返りを行い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化して行う。

【評価の方法及び基準】

前学習での活動計画書の内容（10％）計画と活動報告が一致しているか（20％）、活動報告の内容（報告書30％とプレゼンテ

ーション40％）で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

サーボイスラーニングとは第1回

活動計画書の作成第2回

地域活動第3回

地域活動第4回

地域活動第5回

地域活動第6回

地域活動第7回

地域活動第8回

地域活動第9回

地域活動第10回

地域かｔｙ道第11回

地域活動第12回

事後の振り返り・報告書作成第13回

事後報告会第14回

事後報告会の振り返り第15回

【教科書・参考書】

「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受け身ではなく、自らが体験してそれを振り返り、文章や言葉として他者に伝えていくことをとおして学びを深めて欲しい。「我

がまち」という意識を持ち、活動をとおして地域の課題を明確にする意識を持って欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [cer02] 留学成果による単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （30）30単位以下 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 浜島　典彦 ハマジマ　テンゲン hamajima tengen

【授業のねらい及び到達目標】

※

【授業方法】

※

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※

【評価の方法及び基準】

※

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

※

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 保健体育科目

講義名 [06300] 健康とスポーツの科学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

人々が健康な生活を真に実行するためには、何が「健康」であり、何が「不健康」であるかをまず知らなければならない。健康

とスポーツについて、理解と認識を深め、健康の保持増進について講義する。

【授業方法】

パソコン接続プロジェクター（パワーポイント）を使用して講義をする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

期末試験70％、授業態度20％、レポート10％を総合して評価する。

出席は授業数の2／3以上、授業中瞑想にふける学生は出席扱いとしない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

運動不足による身体の影響第1回

運動と健康第2回

生活習慣病と健康第3回

食事と健康第4回

睡眠と健康第5回

飲酒・喫煙と健康第6回

メタボリックシンドローム第7回

運動とヘモグロビン・ドーピング第8回

健康のための正しいトレーニング方法第9回

ウォーキング、ジョギング第10回

ストレッチングの目的と方法第11回

スポーツマッサージの目的と方法 (演習)第12回

テーピングの目的と方法 (演習)第13回

応急手当の方法第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

特に指定しない。その都度資料を配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

身体は生涯にわたり、つき合わなければなりません。快適に今日を生きるための知識をしっかり身に付けて下さい。自分のため

の健康法です｡授業中は携帯・スマートホン・タブレット等の使用禁止とする。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 保健体育科目

講義名 [06301] トレーニングと身体Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

テニスの実践を通してその技術レベルを高めるともに、身体運動の大切さ、チームゲームを通しての仲間との関わり方の重要性

を体験し、併せて将来、社会のために貢献できる人間としての身体的、精神的、情緒的を高める。

【授業方法】

テニスコートを使用して実技を中心に講義・指導でホローアップする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：反復練習すること。

【評価の方法及び基準】

期末実技テスト70％、授業態度30％を総合して評価する。出席は授業数の2／3以上。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

テニスの基礎技術の理論と実践（１）第1回

テニスの基礎技術の理論と実践（２）第2回

テニスの基礎技術の理論と実践（３）第3回

テニスの発展技術の理論と実践（１）第4回

テニスの発展技術の理論と実践（２）第5回

テニスの発展技術の理論と実践（３）第6回

テニスのゲームについて（１）第7回

テニスのゲームについて（２）第8回

テニスのゲームについて（３）第9回

テニスのゲームについて（４）第10回

テニスのゲームについて（５）第11回

テニスのゲームについて（６）第12回

テニスのゲームについて（７）第13回

テニスのゲームについて（８）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。週１回のトレーニングと身体Ⅰの実技では、技術・健康・体力の向上は得られま

せん。受講後は必ず内容の習得が得られるように反復練習をすること。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

トレーニングウエアー・テニスシューズを用意し、徒歩でテニスコートに集合、バイク・自動車の移動は禁止。単位取得のための

目的でなく、生涯スポーツとしての実践を身に付けて下さい。授業中は携帯等の使用を禁止とする。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 保健体育科目

講義名 [06302] トレーニングと身体Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

各種のスポーツ種目の実践を通してその技術レベルを高めるともに、身体運動の大切さ、チームゲームを通しての仲間との関わり

方の重要性を体験し、併せて将来、社会のために貢献できる人間としての身体的、精神的、情緒的を高める。

【授業方法】

体育館で実技を中心に講義・指導でホローアップする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：反復練習すること。

【評価の方法及び基準】

期末実技テスト70％、授業態度30％を総合して評価する。出席は授業数の2／3以上。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

バトミントンの基礎技術の理論と実践（１）第1回

バトミントンの基礎技術の理論と実践（２）第2回

バトミントンの発展技術の理論と実践（１）第3回

バトミントンの発展技術の理論と実践（２）第4回

バトミントンのゲームについて（１）第5回

バトミントンのゲームについて（２）第6回

バトミントンのゲームについて（３）第7回

卓球の基礎技術の理論と実践第8回

卓球の発展技術の理論と実践第9回

卓球のゲームについて（１）第10回

卓球のゲームについて（２）第11回

ソフトバレーボールの基礎技術の理論と実践第12回

ソフトバレーボールのゲームについて（１）第13回

ソフトバレーボールのゲームについて（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

特に指定しない。必要に応じて資料を配付する。週１回のトレーニングと身体Ⅰの実技では、技術・健康・体力の向上は得られま

せん。受講後は必ず内容の習得が得られるように反復練習をすること。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

トレーニングウエア・体育館シューズを用意し、グランド用特別すること。単位取得のための目的でなく、生涯スポーツとして

の実践を身に付けて下さい。又、授業中は携帯等の使用禁止とする。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06400] 英語Ａ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

英語Ａはバランスよく英単語、英文法と英会話の学習を行います。本講義を受講することにより、学生は自信を持って英語を使え

るようになります。

【授業方法】

2週目から11週目まで､ 授業開始直後に前回内容を復讐するためのミニテストをします｡ その後､ 新しい学習をします｡学力確認試

験は15回目の授業時間に行います｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価は授業に対する取り組みと学力確認試験とミニテストを基準に行います｡ 目安として､ 授業に対する取り組みは30％､ ミニテス

トは50％､ 学力確認試験は20％です｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自己紹介、course orientation第1回

Unit 1（１）第2回

Unit 1（２）第3回

Unit 2（1）第4回

Unit 2 (2）第5回

Unit 2（3）第6回

Unit 3（１）第7回

Unit 3 (２）第8回

Unit 4（１）第9回

Unit 4（２）第10回

Unit 5（１）第11回

Unit 5（２）第12回

Unit 6（１）第13回

Unit 6（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：Breakthrough Plus 2 

Miles Craven 著 

Macmillan Publishers Limited 

ISBN 9780230438200 

参 考 書：英和和英辞典｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

15分以上の遅刻は欠席とみなされますので､ そのつもりでいてください｡本講義は２時限連続の授業ですので、１回の講義は２時

限をもって行います。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06401] 英語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

英語Ｂでは、英単語、英文法と英会話の学習を続けます。教室で行う英語学習と会話練習を通して、深い英語の理解を目指しま

す｡ 本講義を受講することにより、学生は自信を持って英語を使えるようになります。｢英語B｣ で取り上げるのは､ 教科書のUnit7

からUnit12まで｡

【授業方法】

2週目から11週目まで､ 授業開始直後に前回内容を復讐するためのミニテストをします｡ その後､ 新しい学習をします｡学力確認試

験は15回目の授業時間に行います｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価は授業に対する取り組みと学力確認試験とミニテストを基準に行います｡ 目安として､ 授業に対する取り組みは30％､ ミニテス

トは50％､ 学力確認試験は20％です｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

夏休みの話第1回

Unit 7（1）第2回

Unit 7（2）第3回

Unit 8（1）第4回

Unit 8（2）第5回

Unit 9（１）第6回

Unit 9（２）第7回

Unit 10（１）第8回

Unit 10（２）第9回

Unit 11（１）第10回

Unit 11（２）第11回

Unit 11（３）第12回

Unit 12（１）第13回

Unit 12（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回



【教科書・参考書】

教科書：Breakthrough Plus 2 

Miles Craven 著 

Macmillan Publishers Limited 

ISBN 9780230438200

参考書：英和和英辞典｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

15分以上の遅刻は欠席とみなされますので､ そのつもりでいてください｡本講義は２時限連続の授業ですので、１回の講義は２時

限をもって行います。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06402] 韓国語Ａ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

韓国語能力試験TOPIKⅠ（初級）の認定を目指します。この授業を受けることにより、自己紹介、買い物、飲食店での注文など生活

に必要な基礎的な言語（ハングル）を駆使でき、身近な話題の内容を理解、表現できます。約800語程度の基礎的な語彙と基本

文法を理解でき、簡単な文章が作れます。簡単な生活文や実用文を理解し、構成できます。

【授業方法】

この授業は、週に２回行われます。１回目は、講義形式で、教科書に沿って韓国語の基本文法を講義し、文法問題を解いて行き

ます。２回目は、演習形式で、ネイティブコリアン（SA）と、韓国語の実践会話の練習を行います。また、習得度確認のために

３回ごとに小テストを実施します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行ってください。事前の学修では、教科書の該当箇所を熟読し、用語

の理解に努めてください。事後の学修では、ノートを整理し、講義内容の理解に努めてください。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト９回（45％）、学力確認テスト（25％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、あいさつのことば、教室のことば第1回

Lesson 1: 韓国語と文字第2回

Lesson 2: 基本母音字（１）第3回

Lesson 2: 基本母音字（２）第4回

Lesson 3: 基本子音字（１）第5回

Lesson 4: 基本子音字（２）第6回

Lesson 5: 基本子音字（３）第7回

Lesson 6: 合成子音字（１）第8回

Lesson 6: 合成子音字（２）第9回

Lesson 7: 合成母音字（１）第10回

Lesson 7: 合成母音字（２）第11回

Lesson 8: パッチム（１）第12回

Lesson 8: パッチム（２）第13回

Lesson 9: 連音化第14回

Lesson 10: 名詞＋です(か)、一人称代名詞、名詞＋は第15回

Lesson 11: 指示代名詞(物)、名詞＋も、名詞＋ではありません第16回

Lesson 12: 名詞＋の、指示語、家族の名称第17回

Lesson 13: 名詞＋が、ありま(す・せん)(か)・いま(す・せん)(か)、指示代名詞(場所)、名詞＋と、位置関係のことば第18回

Lesson 14: 動詞＋ます(か)、名詞＋を、動詞の語幹＋ません第19回

Lesson 15: 名詞＋に行きます、名詞＋で、動詞の語幹＋に、曜日など第20回

Lesson 16: 形容詞＋です(か)、なんの(どんな・どの)＋名詞、形容詞の語幹＋くありません第21回

Lesson 17: 漢字語数詞、年、月、日第22回

Lesson 18: 固有語数詞、単位名詞第23回

Lesson 19: 時、分、名詞＋から、名詞＋まで第24回

Lesson 20: 尊敬形の作り方、尊敬語、リウル脱落第25回

Lesson 21: 丁寧形の作り方、「アン」否定形、名詞＋です第26回

Lesson 22: 過去形の作り方、動詞の語幹＋て、名詞＋でした第27回

Lesson 23: 動詞の語幹＋(ら)れます、名詞＋でいらっしゃいます、動詞の語幹＋(ら)れました、名詞＋で第28回

Lesson 24:動詞の語幹＋ましょう(か)、動詞の語幹＋ます(～つもりです)、動詞の語幹＋てください第29回

まとめ第30回



【教科書・参考書】

教科書は『韓国語をはじめよう：書いて身につくテキスト；初級』李昌圭著（朝日出版社）2009年を使用します。参考書は授業中

に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

趣味にとどまることなく、実生活における活用を目的とする学生の受講を望みます。金剛大学校への交換留学を希望する学生は、

必ず履修または聴講してください。交換留学に関する詳細は、身延山大学公式サイトの国際交流ページを参照してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06403] 韓国語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

韓国語能力試験TOPIKⅠ（初級）の認定を目指します。この授業を受けることにより、電話やお願い程度の日常生活に必要な言語（

ハングル）や、郵便局、銀行などの公共機関での会話ができます。約1,500～2,000語程度の語彙を用いた文章を理解でき、使用

できます。公式的な状況か非公式的な状況かの言語（ハングル）を区分し、使用できます。

【授業方法】

この授業は、週に２回行われます。１回目は、講義形式で、教科書に沿って韓国語の基本文法を講義し、文法問題を解いて行き

ます。２回目は、演習形式で、ネイティブコリアン（SA）と、韓国語の実践会話の練習を行います。また、習得度確認のために

３回ごとに小テストを実施します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行ってください。事前の学修では、教科書の該当箇所を熟読し、用語

の理解に努めてください。事後の学修では、ノートを整理し、講義内容の理解に努めてください。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト９回（45％）、学力確認テスト（25％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、Lesson 1: 数詞の練習第1回

Lesson 2: 語尾の復習第2回

Lesson 3: 助詞の復習第3回

Lesson 4: 用言＋て、ので、動詞＋ない、(ら)れない、できない、動詞＋ようと第4回

Lesson 5: 動詞＋たい、＋たがる、用言＋から、ので、たら、用言＋つもりです、でしょう第5回

Lesson 6: ー脱落、ディグッ不規則活用、動詞＋ますよ、ますから第6回

Lesson 7: Lesson 4・5・6の復習第7回

Lesson 8: 動詞＋する＋名詞(現在)、＋した＋名詞(過去)、＋する(つもりの)＋名詞(未来)第8回

Lesson 8: 形容詞の語幹＋い＋名詞、用言＋けれども、だが第9回

Lesson 9: 動詞＋てみる、＋であげる、動詞＋ところだ、途中だ、用言＋ますので、ですので、からです第10回

Lesson 10: 動詞＋てから、動詞＋てやる、てくれる、動詞＋ようと思いまして、動詞＋するつもりだ第11回

Lesson 11: Lesson 8・9・10の復習第12回

Lesson 12: ビウプ不規則活用、用言＋ば、たら、と第13回

Lesson 13: 動詞＋ながら、動詞＋ないでください、＋しないで、せずに第14回

Lesson 14: Lesson 12・13の復習第15回

Lesson 15: 動詞＋するようだ(現在)、＋したようだ(過去)、＋しそうだ(未来)第16回

Lesson 15: 形容詞＋ようだ(現在)、＋そうだ(未来)、用言＋ますね、ですね、名詞＋ですね第17回

Lesson 16: 用言＋が、けれど、のに、から、名詞＋なのだが、シオッ不規則活用、動詞＋ますよ第18回

Lesson 17: 動詞・形容詞＋ても、動詞・形容詞＋てもいい、用言＋てはいけない第19回

Lesson 18: Lesson 15・16・17の復習第20回

Lesson 19: 用言＋(すれ)ばいい、動詞＋ましょう、でしょう、ますよ、ますか第21回

Lesson 19: 名詞＋ですよ、ですよね、動詞＋のですよ、名詞＋なのですよ第22回

Lesson 20: 用言＋なければなりません、用言＋ますね、ですね、形容詞＋くなる第23回

Lesson 21: ルー不規則活用、用言＋たり、とか、か、動詞＋ことにする、決める第24回

Lesson 22: Lesson 19・20・21の復習第25回

Lesson 23: 動詞＋ことができる、＋ことができない、用言＋ので／からだ、動詞＋した後に第26回

Lesson 24: 動詞＋ことがある、＋ことがない、用言＋する途中で、しかけて、ていて、動詞＋しにくい、するのが難

しい
第27回

Lesson 25: 用言＋そうだ、用言＋ばいいと思う、動詞＋できる／できない第28回

Lesson 26: Lesson 23・24・25の復習第29回

まとめ第30回



【教科書・参考書】

教科書は『韓国語をはじめよう：書いて身につくテキスト；中級』李昌圭著（朝日出版社）2011年を使用します。参考書は『新・

合格できる韓国語能力試験　TOPIK I』李志暎監修（アスク出版）2015年を使用します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

趣味にとどまることなく、実生活における活用を目的とする学生の受講を望みます。金剛大学校への交換留学を希望する学生は、

必ず履修または聴講してください。交換留学に関する詳細は、身延山大学公式サイトの国際交流ページを参照してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06412] 現代中国語Ａ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 椿　正美 ツバキ　マサミ tsubaki masami

【授業のねらい及び到達目標】

現在、日本と中国は観光や経済の面で盛んに交流が行われているが、今後も両国間の正常な関係を保ち続ける為には、日本人

の間で中国社会の実状や文化面等に対する理解を更に深めることも必要となる。この授業では、中国語の発音の指導や文法の講義

を進め乍ら、中国の文化や中国人の価値観等についても紹介する。本授業を受講することにより、受講生は中国語による簡単な挨

拶や日常会話が可能となり、中国についての基本的な知識を身に付けることもできる。

【授業方法】

テキストの内容は、発音表記について説明された発音編、挨拶言葉や地名等の簡単な表現が収録された基本編、本文と文法の解

説で構成された構文編全13課に分かれ、授業ではなるべく早い時期に構文編に入る。構文編の各課では、まず文法の規則につい

て説明し、続いて本文の発音と日本語訳を指導し、最後に各課の練習問題にも答えていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前の学習（120分）では、当日の授業で扱う予定の範囲に含まれる新出単語や例文の発音と意味を調べ、授業の内容を受け入れら

れる態勢を整えておくこと。事後の学習（120分）では、授業で習得した事柄について再チェックし、問題点を解決していくこと

。

【評価の方法及び基準】

授業への熱意や授業態度(15%)、出席率(15％)、テストの成績(70％)により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

発音編：声調、母音第2回

発音編：子音第3回

基本編：挨拶言葉、数字第4回

基本編：地名、漢詩第5回

第1課：人称代名詞、名前の尋ね方第6回

第1課の本文と練習第7回

第2課：指示代名詞、動詞述語文第8回

第2課の本文と練習

第６課：可能を示す助動詞　連動文。

第9回

第3課：形容詞述語文、反復疑問文第10回

第3課の本文と練習第11回

第4課：願望の助動詞、疑問詞疑問文第12回

第4課の本文と練習第13回

おさらい第14回

第5課：方位詞、助数詞第15回

第5課の本文と練習第16回

第6課：可能の助動詞、連動文第17回

第6課の本文と練習第18回

第7課：選択疑問文、使役文第19回

第7課の本文と練習第20回

おさらい第21回

第1課の復習

第1課の復習
第22回

第2課の復習第23回

第3課の復習第24回

第4課の復習第25回



第5課の復習

第26回

第6課の復習第27回

第7課の復習第28回

総復習第29回

まとめ第30回

【教科書・参考書】

教科書：『はじめまして中国語』椿正美・戚長纓著(駿河台出版社)2014年｡参考書：『中国語わかる文法』輿水優他著(大修館書

店)2009年、『why？にこたえるはじめての中国語の文法書』相原茂他著(同学社)2016年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学力を上達させる為には、授業で習得した内容の積み重ねが大事なので、受講した後の復習は怠らないこと。多くの受講生にと

っては、初めて学ぶ教科なので、基本的な部分は繰り返し勉強しておくように。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 仏教学部　共通基礎科目 語学科目

講義名 [06413] 現代中国語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 椿　正美 ツバキ　マサミ tsubaki masami

【授業のねらい及び到達目標】

中国語の発音の方法や文法の規則の基本的な部分については、現代中国語Ａの授業で既に講義したので、現代中国語Ｂでは、書

く・話す・聞くの総合的な能力を実践面で応用できるよう授業を進めていく。本授業を受講することにより、受講生は更に複雑な内

容について習得し、街の歩き方や家族の紹介等の実用的な会話力を上達させることができる。

【授業方法】

授業では、まず各課の新出単語を発音練習し、続いて文法の規則について説明した後、本文を日本語訳し、練習問題にも取り組

んでいく。基本的には、現代中国語Aと同じ方法で授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前の学習では、当日の授業で扱う予定の範囲に含まれる新出単語や例文の発音と意味を調べ、授業の内容を受け入れられる態勢

を整えておくこと。事後の学習では、授業で習得した事柄について再チェックし、問題点を解決しておくこと。

事前・事後学習は、それぞれ120分以上お願いする。

【評価の方法及び基準】

授業への熱意や授業態度(15%)、出席率(15％)、テストの成績(70％)により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

現代中国語Ａの復習第2回

第８課：主述述語文、時間帯の表現第3回

第８課の本文第4回

第８課の練習第5回

第９課：動量補語、時刻の表現第6回

第９課の本文第7回

第９課の練習　第8回

第10課：様態補語、名詞述語文第9回

第10課の本文　第10回

第10課の練習第11回

おさらい第12回

第11課：結果補語、二重目的語文第13回

第11課の本文第14回

第11課の練習第15回

第12課：方向補語、当然を示す助動詞第16回

第12課の本文第17回

第12課の練習第18回

第13課：程度の強調、比較の表現第19回

第13課の本文第20回

第13課の練習第21回

おさらい第22回

第８課の復習第23回

第９課の復習第24回

第10課の復習第25回

第11課の復習第26回

第12課の復習第27回

第13課の復習第28回

総復習第29回

まとめ第30回



【教科書・参考書】

教科書：椿正美・戚長纓著『はじめまして中国語』(駿河台出版社)2014年｡参考書：『中国語わかる文法』輿水優他著(大修館書

店) 2009年、『why？にこたえるはじめての中国語の文法書』相原茂他著(同学社)2016年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業は現代中国語Ａより少し難しくなるが、真剣な気持ちで出席し、習得した事柄を必ず再確認し、難解な部分は積極的に質問す

るよう心掛けていれば、内容を完璧に把握することができる。安心した気持ちで取り組んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08004] 仏教福祉学概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

仏教は､ 自己と他者との関係について､ 特に優れた思想を有している｡ この思想を社会福祉学の観点から捉えなおし､ 現代の福祉社会

に有益な思想体系として再構築されたものを仏教福祉学と位置づけて､その概要を把握することを目的とする｡　そのため、仏教思

想に裏付けられた福祉ワークの重要性を理解し、現代の社会福祉へどのようなアプローチが可能かについて、立案し自ら主体的に考

えられるようになることを目標とする。

【授業方法】

テキストにそって、プロジェクターなどを用いて､ 解説を加える講義形式である。必要な資料は、予め本学HP上にあるファイル

キャビネットに収納してあるので、そこからダウンロードすること。講義中には、専門用語に関する質問や、課題を出すので、

検索用に使用するタブレットは必携である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修について：第２回目以降の講義の最後に次回講義の内容をテキストページで指定する。また、必要に

事後学修について：講義中のノート整理や、難語理解のための調べ学修などに約２時間を要する。

【評価の方法及び基準】

最終確認試験50％､ 授業中の取り組み30％､ 中間レポート10％、ノート提出10％｡　

・授業中の取り組みの基準は、テキストの当該箇所の理解と、質問、授業中の積極的な姿勢により判断する。

・中間レポートの内容は、テキスト・資料の理解が深まっているかを判断する。

・ノート提出は、事前事後の学習成果も含んだ講義内容についてまとめたものを、最終回の講義終了1週間以内に提出してもらう

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション－授業の進め方とテキストと資料の紹介－第1回

仏教社会福祉とは何か？(テキストpp.9-31)第2回

仏陀の教え－自己と他者、四無量心、四正勤、福田思想－(テキストpp.109-118)第3回

大乗仏教の思想と社会福祉ー菩薩、縁起、回向、平等、報恩、救済ー(テキストpp.109-118)第4回

仏教社会福祉のあゆみ（１）－先人の偉業－(テキストpp.35-43)第5回

仏教社会福祉のあゆみ（２）－近代～戦後－(テキストpp.44-64)第6回

仏教社会福祉の支援（１）－生活弱者支援－（テキストpp.67‐73、101-106)第7回

仏教社会福祉の支援 （２）－高齢者支援－（テキストpp.80-88、130-137)第8回

仏教社会福祉の支援（３）－子育て支援－（テキスト pp.74-79、140-148)第9回

仏教社会福祉の支援（４）－地域福祉－（テキストpp.95-100)第10回

仏教社会福祉の支援（５）－看取りのケア－（テキストpp.89-94)第11回

仏教社会福祉の支援（６）－司法福祉－（テキストpp.159-169)第12回

仏教社会福祉の支援（７）－障害者福祉－(テキストpp.149-158)第13回

仏教社会福祉の有効性(テキストpp.119‐128、170-189)第14回

まとめと評価第15回

【教科書・参考書】

教科書：『仏教社会福祉入門』日本仏教社会福祉学会編（法蔵館）1,800円｡ 辞書では 『仏教社会福祉辞典』仏教社会福祉学会編(法蔵館

) が唯一である｡ 参考書は､ 『吉田久一著作集』全７巻 (川島書店)､  『佛教福祉研究』水谷幸正先生古希記念会編(思文閣出版)

､『仏教福祉の思想と展開に関する研究』清水海隆著(大東出版社)､ 『佛教と福祉の研究』龍谷大学短期大学部編(永田文昌堂)､ 『

仏教社会福祉論考』中垣昌実著(法蔵館)､『仏教とビハーラ運動』田代俊孝著(法蔵館)､ 季刊 『佛教』第51号－介護と佛教福祉－

､ など多数あるので詳細はオリエンテーション時に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

２年次以降の受講を希望する。ある程度専門的な用語の理解ができなければ、授業の進展についてくることが困難であると考える

。ゆえに、法学、日本国憲法、仏教学入門、倫理学、日蓮学入門の各科目の単位取得後の履修が望ましい。そして欠席しないこ

と､特に福祉に携わる人の基本は他者の言葉を傾聴できるかどうかにある｡�
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08007] 日蓮思想の基礎知識（「宗学概論」）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 三輪　是法 ミワ　ゼホウ miwa zeho

【授業のねらい及び到達目標】

日蓮聖人の遺文を基に､ そこに説かれている教えを体系化し､ その ｢エッセンス｣ を取り出そうとする営みが ｢日蓮教学｣ であ

る｡ 七百年以上にわたるにわたるその歴史の中で､ 果たして ｢エッセンス｣ は､ どこに､ どのようなものとして求められてきた

のか｡ 教学の基本理念､ 教学の歴史と諸領域について学ぶ中で考える｡ 建学の精神､ さらには福祉の精神の根底に日蓮聖人の教

えを置き得ることと､ その有効性について学ぶ科目でもある｡

【授業方法】

講義によって授業を進める｡�受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノー

トを復習して講義内容の理解に努めること。授業中に全学生に口頭で質問をするため、答えられるようにすること。 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢20％､ 授業でおこなう小テストと受講態度80％。

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション―日蓮聖人の教判論１第1回

日蓮聖人の教判論２第2回

日蓮聖人の教判論３第3回

日蓮聖人の教判論 ４第4回

日蓮聖人の教判論 ５第5回

小テスト、日蓮聖人の教判論６第6回

小テスト、日蓮聖人の教判論７第7回

小テスト、三大秘法１第8回

小テスト、三大秘法２第9回

小テスト、三大秘法３第10回

小テスト、本迹論１第11回

小テスト、本迹論２第12回

小テスト、摂折論１第13回

小テスト、摂折論２第14回

試験、総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト・教科書：『真訓両読 妙法蓮華経並開結』法華経普及会編 (平楽寺書店）1954年／『日蓮辞典』宮崎英修編 (東京堂出

版）1978年。

参考書：『法華経入門』茂田井教亨 (大蔵出版）1976年／『増補改訂 日蓮―その行動と思想』高木豊(太田出版）2002年／ 『日

蓮の法華経観』『日蓮の人間観 上・下』茂田井教亨(佼正出版社）1980年・1984年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中は板書をたくさんするので､ 自分なりにまとめて､ わかりやすいノートを作成すること｡難しい言葉が沢山出てくるため、授

業内で理解できない場合は、必ず「腑に落ちる」まで図書館などで調べなおすこと。居眠りをしている場合、減点します。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08008] 仏教と社会活動

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 吉田　永正 ヨシダ　エイショウ yoshida eisyo

【授業のねらい及び到達目標】

現代社会における実践的仏教行動論とそのスピリチュアルの紹介 (救援活動､ 現代社会における宗教活動､ 幼児教育のいのちの教

育､ 終末期医療のホスピス活動) と､ 自分自身のいのちの市民権および現代社会における新しい時代の寺院・僧侶の確立を求める｡

【授業方法】

実践のビデオや講義を聴いて、ディスカッションを通して仏教福祉の社会活動に対する考えをまとめる｡直接､震災の現地や福祉施設

の現状を理解して相手の気持ちになって“生きる”ということ、“いのちの躍動感”について考える｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学期末試験 (授業の感想レポート) 70％  授業態度30％ 

受講前にテーマについて自分の考えをまとめること、受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に

備えること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

講座開設の趣旨と仏教福祉を通していのちの市民権と仏教福祉の探求｡第1回

東日本大震災の被害の状況と身延山大学の救援活動の実態第2回

悲母観音謹刻～大学の社会的貢献第3回

いのちの尊厳～福島の放射能汚染第4回

東日本大震災を通しての死生観の確立第5回

クルド・ソマリア難民の実態～いのちの尊さは平等第6回

阪神救援活動～炊き出しや仮設住宅とのコミュニティ第7回

ホスピス活動 終末期医療におけるいのちのさとり第8回

ホスピス活動 玉穂ふれあい診療所でのいのちのスクランブル第9回

幼児教育におけるいのちの教育日常の保育（いのちの躍動感の保育）第10回

幼児教育におけるいのちの教育（子どもを取り巻く諸問題）第11回

寺院の時代的ニーズを探る (青少年活動､ 育英会活動等、ボランティア活動等社会に訴える)第12回

寺院の時代的ニーズを探る（永代供養、葬儀の必要性）第13回

仏教福祉活動の紹介 (日蓮宗寺院) －ビデオ～現代社会に於けるお会式第14回

まとめ (宗教の市民権､ 自分のいのちの営みの市民権､ 仏教福祉とは何か)第15回

【教科書・参考書】

・『ゆっくりねろし－いのち輝く玉穂ふれあい診療所 ホスピスの記録』 かもがわ出版￥1,680

・『いのち輝くとき』日蓮宗新聞社￥1,260

・『子ども白書2016』本の泉社

・『仏教に学ぶ老い方・死に方』ひろさちや新潮選書￥1,100

・毎回配布資料

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

楽しく授業に参加､ ディスカッションを通して自分の意見や考えを持って毎回授業に望むこと｡�資料をよく読んで自分で考えること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08012] 現代の人類的諸問題

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

現在､ 地球温暖化､ 平和問題､ 少子高齢化､東京電力福島第一発電所のメルトダウン、 青年の構造的失業問題、貧困と格差社会な

ど､ 日本社会はもとより､ 全人類が解決を求められている課題が山積している｡ 青年たちが全人類的視点ををもち､ テーマを決め

て総合的に追求する力を育みたい｡

【授業方法】

教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 参加者も各自テーマを持って報告し､ レポートにまとめる｡�

�ﾌ的なテーマと授業方法については、参加者と相談して決めたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業中の発表を含む取り組む姿勢30％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション なぜ今､ 現代の人類的諸問題を学ぶのか第1回

子どもの学力低下､ 学校知識離れの意味するもの第2回

多文化共生時代の学力とは何か第3回

日本における総合学習・課題学習の系譜論第4回

青年期教育の実践から……宮原誠一 『青年期の教育』第5回

参加者の問題意識の報告第6回

高知・幡多高校生ゼミナールの平和教育研究 (１) 『ビキニの海は忘れない』第7回

高知・幡多高校生ゼミナールの平和教育研究 (２) 『渡り川』第8回

参加者の中間研究発表 (１)第9回

参加者の中間研究発表 (２)第10回

参加者の中間研究発表 (３)第11回

長野・松商学園高校 『僕たちの見たチェルノブイリ』第12回

松本サリン事件……テレビは何を伝えたか第13回

総合学習の実践動向第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

高知・幡多高校生ゼミナール 『ビキニの海は忘れない』平和文化

高知・幡多高校生ゼミナール 『渡り川』平和文化

深山正光 『国際教育の研究』 桐書房

山下正寿『核の海の証言』　新日本出版社

松商学園高校放送部『僕たちの見たチェルノブイリ』　オフィス・エム 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡�第２・第３年次に履修することが望ましい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08016] 教育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

近代から現代に至る日本の教育の思想・歴史をたどり､ 子どもの権利を保障する教育改革の原理とその内容を探りたい｡ 

日本の公教育制度の思想と歴史を学び、現代の子どもが直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前に指示された資料や課題について調べておくこと（120分）。

講義終了後には必ずノートと資料の整理を事後学習として行って下さい（120分）。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験80％､ 授業への取組の姿勢20％

 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 教育学を学ぶ意義｡��第1回

近代公教育制度の発足 (１) 近代学校成立の意味｡第2回

近代公教育制度の発足 (２) 教育目的をめぐる論争第3回

教育勅語の成立とその意味第4回

大正新教育運動と教育改革第5回

ファシズムと教育第6回

戦後教育改革 (１) 敗戦と教育第7回

戦後教育改革 (２) 憲法・教育基本法の成立第8回

教育の逆コース第9回

高度成長期の教育思想第10回

現代教育問題 (１) おちこぼれ・体のおかしさ・非行・家庭内暴力第11回

現代教育問題 (２) 校内暴力・管理教育第12回

現代教育問題 (３) いじめ・不登校第13回

臨時教育審議会の設置と新自由主義改革第14回

子どもの権利条約の意義、まとめ第15回

【教科書・参考書】

【テキスト・参考書】

テキストは使用しない。教職課程共通に使用する資料として､ 志村欣一・他編 『ハンディ教育六法』(北樹出版) を用意してほしい

｡ 適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。とりあえず、次の書籍に目を通してほしい。竹内常一 『少年期不在』(青木書店)､ 

竹内常一 『教育を変える』(桜井書店)､ 田沼朗・他編 『いま､ なぜ教育基本法の改正なのか』(国土社)､ 山住正己 『日本教育

小史』(岩波書店)｡�柴田義松・山崎準二編 『教育原論』(学文社) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08029] 仏教福祉の実践

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

社会福祉の分野で､ 仏教者や仏教の諸要素がいかに係ることができるか､ 実践例をあげながら考察する｡また､ 仏教を基調にした社会

福祉法人の運用する施設見学などを通して､ 仏教福祉の将来的な可能性についても考察する｡　したがって、受講生は、公益法人で

ある社会福祉法人の一員としての役割と、人間性の発露としての福祉活動との接点を見据えられるようになることが目標である。

【授業方法】

基本的には講義形式であるが､ 施設見学と実際のボランティアも経験する｡講義に臨む際には、あらかじめ資料を提示するので、予

習が必要である。また、見学等に関してはその施設の概略を事前に調べる必要がある。受講後は、レポートが課せられるので、資

料をよく整理しておくこと。講義前の予習と受講後の復習にはそれぞれ２時間程度の学習時間が必要である。 

プロジェクターや、インターネット、視聴覚教材を用いタブレット端末を使用し、双方向授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修について：第２回目以降の講義の最後に次回講義の内容を指定する。また、必要に応じて資料や事例をファイルキャビネッ

ト（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約２時間を要する。

事後学修について：講義中のノート整理や、難語理解のための調べ学習などに約２時間を要する。

【評価の方法及び基準】

最終確認レポート (40％)､ 中間レポート３回 (30％)、 授業への取り組み姿勢 (30％、含：施設見学)｡　各講義の最終に次回講義

の概略を説明するので、その内容に沿った参考書等を熟読しておくこと。受講後は、講義ノートを整理して内容の理解に努める

こと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業のオリエンテーション第1回

仏教理念と福祉活動の接点第2回

エンゲージド・ブッディズムとしての視点第3回

社会福祉(生活困窮者自立支援法の行方)と仏教福祉活動第4回

仏教福祉の実際例第5回

仏教福祉の実際例第6回

仏教福祉の実際例第7回

仏教福祉技術論第8回

仏教福祉技術演習第9回

仏教福祉技術演習第10回

仏教福祉技術演習第11回

施設見学およびボランティア活動の事前指導第12回

施設見学とボランティア活動第13回

施設見学とボランティア活動第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書はとくに指定しない｡ 必要な資料を適宜配布する。

参考書は､ 『仏教社会福祉辞典』日本仏教福祉学会編(法蔵館)､  『仏教と社会福祉』志田利著(平楽寺書店)､ 『心を支える・ビハーラ』

田代俊孝編(法蔵館)､『仏教とビハーラ運動』田代俊孝著(法蔵館)等､ 授業の進捗に合わせて紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ただ講義を聴くだけではなく､ 内容を理解した上で､ 積極的に講義に参加して､ 技術習得に努めてもらいたい｡「仏教福祉学概論

」を履修済であること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08036]  仏教思想の基礎知識（「仏教学概論」）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月　海慧 モチヅキ　カイエ mochizuki kaie

【授業のねらい及び到達目標】

本講義では、仏教思想形成する基礎知識を理解することを目的とする。これらの用語を理解することにより、仏教学のさらなる

知識を習得できるようになるであろう。

【授業方法】

古来より仏教学の教科書として用いられてきた『阿毘達磨倶舎論』を用いて講義を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験70％、授業への取り組み30％で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

小乗と大乗について第2回

アビダルマについて第3回

『倶舎論』とヴァスバンドゥ第4回

存在の基盤について第5回

認識について第6回

存在について第7回

世界の形成について第8回

行為について第9回

煩悩について第10回

修行階梯について第11回

智について第12回

禅定について第13回

我について第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：世親（ヴァスバンドゥ）著『阿毘達磨倶舎論』（大正新修大蔵経、No.1558）

参考書：『倶舎論』桜部建（大蔵出版）1981年

　　　　『存在の分析』桜部建（角川文庫）1996年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『倶舎論』は、奈良時代より仏教学の教科書として用いられているテキストであるので、僧侶としての基本的な学習内容を学ん

でもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08047] カウンセリング入門

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 稲永　澄子 イナナガ　スミコ inanaga sumiko

【授業のねらい及び到達目標】

カウンセリングということばを耳にすることが多くなり､ その必要性は日々高まっていると言ってよい｡ しかし､その内容につ

いては意外に知られていない｡ なかには間違った理解をしている人もいる｡このような状況の中でこの授業では ｢カウンセリン

グとは何か｣ というテーマをもって､ その意味を考えていく｡

【授業方法】

講義を主体とし、毎回プリントを配布する。一部ビデオ教材を用いる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ６０分以上の事後の学習を行うこと。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

わからないところを次回の授業最初の質問時間に質問して明らかにすること。

【評価の方法及び基準】

評価方法：期末試験８０％　授業への取組の姿勢２０％

出席率が５０％に満たない場合は、試験を受けることができない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

カウンセリングとは何か第1回

こころはどこにあるの？（こころのとらえ方）第2回

カウンセリングの理論１：精神分析療法１（フロイトの時代）第3回

カウンセリングの理論２：精神分析療法２（新フロイト派）第4回

カウンセリングの理論３：クライエント中心療法１（ロジャーズ）第5回

カウンセリングの理論４：クライエント中心療法２（ロジャーズの事例を読む）第6回

カウンセリングの理論５：認知行動療法１第7回

カウンセリングの理論６：認知行動療法２（認知再構成法）第8回

カウンセリングの理論７：行動療法第9回

カウンセリングの理論８：第３世代の認知行動療法（マインドフルネス瞑想法）第10回

カウンセリングの理論９：日本のカウンセリング理論（森田療法）第11回

カウンセリングの理論 10：身体志向のカウンセリング第12回

カウンセリングの理論 11：グループカウンセリング（エンパワメントとセルフヘルプグループ）第13回

回復者の話（山梨ダルクスタッフ）第14回

期末試験第15回

【教科書・参考書】

講義の中で案内する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

本気でカウンセリングを学びたい学生を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08058] デス・エデュケーション

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 村瀬　正光 ムラセ　マサミツ murase masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

〔授業の目的・ねらい〕

現代における生老病死の諸問題を解説し、様々な視点から「いのち」について考える力を養うことを目的とする。

〔授業全体の内容の概要〕

生殖医療・再生医療、終末期医療など生老病死の諸問題に関して概要を解説し、具体的な事例を一緒に議論する。

医療現場における宗教・宗教家の意義を、実際の活動などを通して解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

生老病死の諸問題を、自分の言葉で説明できるようになること。

【授業方法】

授業前半は、スライド等を使用し授業を進める。

授業後半は、受講生と一緒に議論し、理解を深める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義毎のレポート100％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション（授業の進め方、自己紹介など）第1回

宗教とは（岸本英夫著『宗教学』を中心に）第2回

倫理学（自由主義の原則）第3回

生殖医療の現状１第4回

生殖医療の現状２第5回

終末期医療の現状１第6回

終末期医療の現状２第7回

臨死体験のワーク第8回

日蓮聖人の終末期第9回

精神疾患について（自死、自殺）第10回

グリーフワーク第11回

傾聴第12回

終活、事前指示第13回

医療現場における宗教者第14回

ビハーラについて（長岡西病院ビハーラ病棟）第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜、資料を配付する。

参考図書：

『宗教学』岸本英夫著・原書房、　『生物と無生物のあいだ』福岡伸一著・講談社現代新書

『死ぬ瞬間』キューブラー・ロス著・中公文庫、　『死とどう向き合うか』アルフォンス・デーケン著・ＮＨＫ出版

『定本　ホスピス・緩和ケア』柏木哲夫著・青海社、　『病院で死ぬということ』山崎章郞著・文春文庫

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に授業に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08059] 発達心理学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

発達心理学は、人の受精から老年期までの生涯にわたる個人的発達について研究する学問である。この授業では、生涯発達を受胎

から死に至るまでと位置づけ、生涯にわたって発達し続ける人間について考えていくことを目的とする。この授業を受講すること

で、人は生涯どのように発達し、そのプロセスにおいて心理学的構造や機能の獲得、保持、変容、そして衰退がどのように起こ

るのか、理解することが可能である。

【授業方法】

基本的には指定したテキストに載っている重要な事項について解説し、その内容について受講生が理解し、考えることができるよ

うな授業を行う。必要に応じて、ディスカッションも行う予定である。また、テキストに載っていないような日常の出来事や事例

、映像資料等を紹介し、用語を身近なものとして理解できるようにする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、基本的な用語の理解に努

めること。事後学習では、学んだ内容についてプリントやノートにまとめ、課された課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（40％）、小テスト（30％：10％×3回）、授業への取り組み（20％）、課題への取り組み（10％）により総合

的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション

発達するとはどういうことか・生涯発達の考え方
第1回

生命の芽生えから誕生まで第2回

赤ちゃんがとらえる世界第3回

乳児のコミュニケーションと人間関係の発達第4回

愛着理論―愛着関係の成立と個人差／小テスト１第5回

ことば遊びの発達第6回

かかわりの中で育まれる自己第7回

仲間の中での育ち第8回

学童期の発達―学校での学び

小テスト２
第9回

思春期・青年期の発達第10回

大人になるために－親になること働くこと第11回

かかわりの中で成熟する第12回

老いることと発達―人生を振り返る第13回

発達におけるつまずきへの理解

小テスト３
第14回

まとめ：授業の振り返りとディスカッション第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『問いからはじめる発達心理学－生涯にわたる育ちの科学』坂上裕子・山口智子・林創・中間玲子著（有斐閣ストゥデ

ィア）2014年、参考書：『エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学』岡本依子・菅野幸恵・塚田城みちる著（新曜社）2004年、『実践

・発達心理学第２版』青木紀久代編（みらい）2017年、そのほか、適宜授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

発達心理学は生まれてから死に至るまでの人間の生涯発達を学ぶ学問です。他者理解のみならず、自己理解にも役立つ実践的な科目

です。将来、大学時代に学んでおいてよかったと思えるように学習して欲しいと思っています。もちろん欠席や遅刻は厳禁です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08061] 保育の心理学Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、保育の心理学Ⅰの内容を踏まえて、より実践的に子どもの発達と保育者の役割について理解を深めることを目的と

している。子ども同士のかかわりの広がりや、学びの過程で遊びが果たす役割、保育者の援助のポイントについて解説すると共に

、発達援助について、事例検討など実践的な課題を通して理解を深める。この授業を受講することで、子どもの心身の発達ならびに

保育実践について理解を深めることや、生活と遊びを通して学ぶ子どもの経験や学習の過程を理解することができる。また、事例

について自ら考え、話し合うことができる力も養える。

【授業方法】

授業はグループワークを中心に行う。テキストをもとに、基本的な用語について解説したのち、保育場面で子どもの行動にどう

対応するか戸惑ったりする事例について、自分なりに理解や対応を考え、受講者同士で話し合い、理解を深めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、内容や用語について予習を行うこと。事

後学習では、毎回課題を課すため、学んだことを整理し、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（50％）授業への取り組み（30％）、課題への取り組み（20％）により総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション／言葉の発達第1回

言葉の発達ワーク／仲間関係の発達第2回

仲間関係の発達ワーク／自己主張と自己抑制第3回

自己主張と自己抑制ワーク／社会性と情緒の発達第4回

社会性と情緒の発達ワーク／知的発達第5回

知的発達ワーク／学習理論第6回

学習理論ワーク／身辺自立と自己決定第7回

身辺自立に関するワーク／個人差に配慮した保育第8回

個人差に配慮した保育ワーク／気になる行動の理解と対応に関するワーク第9回

家族支援／子どもの様子を伝えるワーク第10回

家族支援ワーク／特別なニーズのある子どもに対する支援第11回

特別なニーズのある子どもに対する支援ワーク／保育におけるカウンセリングマインド第12回

保育におけるカウンセリングマインドワーク／就学に向けた支援第13回

就学に向けた支援ワーク／連絡帳や送迎時の保護者とのやりとりに関するワーク第14回

まとめ：授業全体を振り返る第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『実践・発達心理学ワークブック―子どもとかかわる力を培う』青木紀久代編（みらい）2013年、参考書：『保育に生

かす心理臨床』馬場禮子・青木紀久代編（ミネルヴァ書房）2002年、『保育の心理学Ⅱ』清水益治・無藤隆編（北大路書房）

2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育の心理学Ⅰの内容を踏まえた演習となります。授業時間中だけでなく宿題の形で課題に取り組むことも多くなるので、きちん

とやってくることが何より大事になります。課題について自分なりに考えるようにしないと学びが半減してしまうので、この授業

をきっかけに、具体例についてたくさん考えてみましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08062] 社会保障論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 下村　幸仁 シモムラ　ユキヒト shimomura yukihito

【授業のねらい及び到達目標】

社会保障を学ぶことは「私たちの日常生活にも役に立つ」ことであるし、社会全体の生きづらさを明らかにし国が保障すべき生活

の

水準を考える貴重な機会でもあります。イギリスの社会保障の歴史から貧困を克服するために私たち国民が作り上げてきた社会保

障制度をよく理解し、現代社会における問題と課題を自分たちの生活に照らして考えられるようにします。

【授業方法】

テキストと毎回配布するパワーポイント資料に基づき毎回レジュメを配布し、その内容を参照しながら講義形式で進める。そして

、毎回リアクションペーパーを記入してもらい理解度を確認しながら進めていく。その疑問点については、次回の講義時に説明

を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

テキストは必ず事前に読んでくることとし、疑問点などはノートにまとめ明らかにしておくこと。また、テキスト巻末にある国

家試験対策用語は、講義ごとに示すので事後学習をすること。事前・事後学習は、各120分以上お願いする。

なお、本講義は社会保障論Ⅰと一体的に構成されており、連続して履修することが必要です。

【評価の方法及び基準】

定期試験８０％と毎回のリアクションペーパーによる授業参画状況２０％の計１００％により評価する。ただし、１回欠席ごとに

４点を減点する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション：医療保険とは第1回

医療保険制度の構造１：制度全体の概要第2回

医療保険制度の構造２：国民健康保険第3回

医療保険制度の構造３：被用者保険と医療保険制度の歴史第4回

医療財政と国民健康保険改革第5回

医療提供体制　：病院と診療所（開業医）、医師不足問題など第6回

医療費と制度統合の問題：保険者が分立することにより発生する問題　＋小テスト第7回

ビデオ「国民保険料の問題」第8回

高齢者医療制度１：財政調整と前期高齢者医療制度第9回

高齢者医療制度２：後期高齢者医療制度第10回

世界の医療保険制度　アメリカ第11回

世界の医療保険制度　イギリスなど第12回

病院システムと医療崩壊：地域医療の崩壊第13回

ビデオ「わがまちに医師を」第14回

まとめと振り返り＋小テスト第15回

【教科書・参考書】

テキスト：福祉臨床シリーズ編集委員会編、社会福祉士シリーズ　社会保障制度　社会保障サービス12『社会保障』第5版、弘文堂、

2017年、2,700円

参考書：①NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会編、『医療・福祉総合ガイドブック』2017年度版、医学書院、3,564円　②

新藤宗幸ほか編著、『わたしたちに必要な３３のセーフティネットのつくりかた』、合同出版、2011年、1,512円

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義ですので両方を受講してください。

・社会保障論は、社会福祉士国家試験の必須科目です。社会福祉士を目指す学生は必ず受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08063] 仏教と司法福祉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

本講義は､ 犯罪者に対する矯正保護や釈放者に対する更生保護について､ 本学の建学の理念の具現化といった観点から検討を加え

てみたい｡よって、司法福祉の概念が形成されるに至った歴史的背景と仏教との関係、仏教に求められた教誡や更生保護上の役割を

概観しながら、現代の司法福祉の問題点や、司法福祉上で仏教が果たせる事柄について論ずる。

【授業方法】

授業は講義と受講生参加の調べ学修とグループによる発表により構成する。グループによる発表は、受講生が必ず最低2回を課す。

調べ学修では、講義中に行う質問をiPadAirを用いて検索し、共通理解の内容を深める学修を基本とする。よって、iPadAirは必

携である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

受講者には､ 調べ学修の結果をレポートとしてまとめてもらい提出を課す。 期末には課題を出すので、その課題内容に即した試

験レポート提出してもらう。試験レポート30点、調べ学修レポート2回×10点、グループ発表2回×10点、授業への取り組み姿勢(授

業での積極的な発言などの参加)30点。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス(テキストの紹介、講義全体の説明、評価方法の説明)第1回

司法福祉とは何か～その種類と意義第2回

宗教教誨の意義第3回

宗教教誨の歴史～仏教との関わりから（１）第4回

宗教教誨の歴史～仏教との関わりから（２） 第5回

宗教教誨の現状第6回

宗教教誨における仏教者の役割第7回

更生保護の意義第8回

更生保護の歴史～仏教との関わりから（１）第9回

更生保護の歴史～仏教との関わりから②（２）第10回

更生保護の現状第11回

更生保護における仏教者の役割第12回

事例研究（１）第13回

事例（１）のPBLによるアプローチ第14回

総 括第15回

【教科書・参考書】

教科書:『仏教社会福祉入門』日本仏教社会福祉学会編(法蔵館)、1,800円。参考書:『更生保護法』小川太郎(一粒社)1954年､ 『矯正

保護法』法律学全集44、平野龍一 (有斐閣)1963年､ 教誨百年編纂委員会編 『教誨百年』上・下 、教誨百年編纂委員会編(浄土

真宗本願寺派本願寺・真宗大谷派本願寺)1974年､ 『犯罪者の処遇』有斐閣双書、佐藤晴夫・森下　忠編 (有斐閣)1976年､ 『日本

の矯正と保護』１～３ 、朝倉京一他編(有斐閣)1981年､ 吉永豊文・鈴木一久 『矯正保護法』現代行政法学全集20、吉永豊文

・鈴木一久 (ぎょうせい)1986年､ 『改訂監獄法』復刊新装版、小野誠一郎・朝倉京一 (有斐閣)2000年などがある｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学問領域として司法福祉と仏教との関係は、明治期以降の活動が端緒である。そのため、この分野の理解を深めることは、仏教者

や社会福祉従事者にとって、司法による予防福祉の役割を果たすものである。ゆえに、仏教福祉学概論の単位修得後の履修が望ましい

。積極的な姿勢で授業に臨んでもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08090] 仏教福祉の歴史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

日本社会事業の源流を仏教者の社会的実践におく考えが大勢である。本講義では、前近代における仏教者の福祉活動を具体的に追いな

がら、その特色を考えてゆきたい。我が国における仏教福祉のあり方を歴史的に振返り、理解してもらうのが本講義の狙いであ

る。漢文の史料等も読むので、そのつもりで講義に臨んでもらいたい。

【授業方法】

講義形式で行う。双方向の授業とするためには最低限、僧侶の事績等を勉強して予定しておく必要があるので、心して講義に出席

すること。参加するだけでは意味がない、

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習：次回取り上げる僧侶の事績等について、図書館等で本を借り調べノートにまとめておく。

事後学習：講義時に学んだこと、興味をもったことについて、調べ直し、ノートに整理する

【評価の方法及び基準】

期末試験レポート40％､ 中間レポート10％､ 出席30％､ 授業への取り組み姿勢20％｡　各講義の資料は、前回講義の最後に配布する

ので、必ず酪Kして、用語や人物の理解に努めること。受講後は、資料の整理と内容把握に努めること。ノートをきちんとまとめ

提出してもらう。ただ出席するだけでは単位を与えない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

古代の仏教福祉　行基第2回

古代の仏教福祉　最澄第3回

中世の仏教福祉　空海第4回

中世の仏教福祉　空也第5回

中世鎌倉新仏教の仏教福祉　法然　その１第6回

中世鎌倉新仏教の仏教福祉　法然　その２第7回

中世伝統仏教の仏教福祉　明恵　　その１第8回

中世伝統仏教の仏教福祉　明恵　　その２第9回

中世伝統仏教の仏教福祉　叡尊　　その１第10回

中世伝統仏教の仏教福祉　叡尊　　その２第11回

中世伝統仏教の仏教福祉　忍性　　第12回

江戸時代の仏教福祉　その１第13回

江戸時代の仏教福祉　その２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは特に指定しない｡ 参考書として､ 日本仏教社会福祉学会編 『仏教社会福祉辞典』(法蔵館)､原典仏教福祉編集委員会編『原

典仏教福祉』（北辰堂）、吉田久一・長谷川匡俊 『日本仏教福祉思想史』(法蔵館) ､清水海?『考察仏教福祉』（大東出版）等があ

る。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日本の社会事業に仏教が大きな役割をはたしたことを認識し､ これからの地域福祉の時代に仏教徒の役割は何かを考える機会とされ

ることを期待したい｡きちんとノートを書き、事前学習、事後学習を行わない受講生には単位を与えない。講義時にｉＰａｄを使用

するので必ず持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08141] 障害者福祉論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 畠山　千春 ハタケヤマ　チハル hatakeyama chiharu 

【授業のねらい及び到達目標】

この授業を受けることにより、障害者福祉の歩み、障害者福祉の思想と理念、社会保障制度としての障害者支援制度・障害者総合支援法な

どを理解することができます。また、障害者の暮らしや障害者福祉施設の実践的課題と権利擁護など、障害者福祉をとりまく現状と課

題について学びます。

【授業方法】

[授業全体の内容の概要及び目標]　障害者総合支援法のもと、「自己決定」「権利擁護」「ノーマライゼーション」「地域生活」

を手がかりに、障害者、非障害者がともに生きていく社会のありようについて考えていきます。

[授業修了時の達成課題 (到達目標)]　障害者福祉の思想と理念、障害者自立支援制度などを理解し、専門職としての実践に生かせるこ

とを目標にします。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では事前に配布する資料を予習すること。事後の学

習では授業で提示したポイントや考え方をノートに整理すること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（20％）、中間レポート（30％）、小テスト（50％）の割合で総合的に評価します。 

 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

障害者の生活実態　～障害者の置かれている状況を中心に～第1回

障害」とは、「障害者」とは　～改正障害者基本法、法律上の定義、障害者福祉の歩み～第2回

障害者福祉の思想と理念（1）：障害の概念　障害者観、人権尊重

　　　　　　　　　　　　　　～障害者の権利に関する条約、障害者虐待防止法～
第3回

障害者福祉の思想と理念（2）：ノーマライゼーション、インクルージョン、自立生活の思想第4回

障害者福祉の思想と理念（3）：リハビリテーション、エンパワメント、ＱＯＬ第5回

ＤＶＤを鑑賞し課題をまとめる　～障害者運動草創期を戦った人々～第6回

障害者自立支援制度（1）障害者自立支援法・障害者総合支援法の創設の背景及び目的第7回

障害者自立支援制度（2）障害者総合支援法の仕組みと基礎的理解第8回

障害者総合支援法における組織及び団体、相談支援事業所の役割と実際第9回

障害者総合支援法における専門職の役割と実際、他職種連携、ネットワーキング第10回

障害者が利用する各種制度　～保健・医療、教育、雇用・労働～第11回

障害者を支援する生活基盤　～経済生活、生活環境～第12回

障害者福祉の関連分野　～スポーツ、芸術、ボランティア～第13回

当事者参加と諸活動第14回

まとめ

障害者福祉の課題と展望
第15回

【教科書・参考書】

テキスト

『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』 新・社会福祉士養成講座14 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版

参考書：『こんな夜更けにばななかよ』渡辺一史著（北海道新聞社）2003年、『ノーマライゼーション原理とは何か』河東田博著

（現代書館）2009年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から図書館を活用し、福祉に関係するニュース等をスクラップするなど、自分なりの勉強方法を見つけて欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08313] 児童福祉論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

児童福祉の必要性についての基本的視点について学ぶ｡ 児童が健全に成長・発達する権利を有していることを理解する｡ 児童福祉法

やサービス体系について理解する｡ 

「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理

解に努めること」

【授業方法】

子どもを大切にする社会・地域環境とは何か､ そのために家庭や地域・社会としてどのようなサポートをすればよいか､ また児童

福祉の歴史や児童福祉法及びその他の関連法規について学び､ 今後必要な施策などについて理解させる｡�「受講前にシラバスに示され

たテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること」 事前事後

学習時間についてはそれぞれ120分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

 授業態度 (25％)､ 試験結果 75％) などを総合的に評価する｡�「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語

の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること」 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

はじめに：児童福祉とは第1回

児童福祉の理念第2回

児童福祉の発展：日本における児童福祉の歩み第3回

児童福祉の発展：欧米における児童福祉の歩み第4回

子どもの権利第5回

子どもと家庭の権利保障第6回

現代社会と児童家庭福祉問題第7回

子ども家庭支援サービス第8回

社会的養護と自立支援サービス第9回

児童福祉の法体系第10回

児童福祉の体制第11回

児童福祉の財政第12回

福祉・保健・医療に係わる施策：児童健全育成第13回

福祉・保健・医療に係わる施策：保育第14回

まとめ－児童福祉の動向 テスト第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士養成講座 児童福祉論』 福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業は事例、ビデオ等を用いてできるだけ具体的に進めるが､ 学生も積極的に参加し意欲的な学習態度を期待する｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08379] 社会保障論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 下村　幸仁 シモムラ　ユキヒト shimomura yukihito

【授業のねらい及び到達目標】

社会保障を学ぶことは「私たちの日常生活にも役に立つ」ことであるし、社会全体の生きづらさを明らかにし国が保障すべき生活

の

水準を考える貴重な機会でもあります。イギリスの社会保障の歴史から貧困を克服するために私たち国民が作り上げてきた社会保

障制度をよく理解し、現代社会における問題と課題を自分たちの生活に照らして考えられるようにします。

【授業方法】

テキストと毎回配布するパワーポイント資料に基づき毎回レジュメを配布し、その内容を参照しながら講義形式で進める。そして

、毎回リアクションペーパーを記入してもらい理解度を確認しながら進めていく。その疑問点については、次回の講義時に説明

を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

テキストは必ず事前に読んでくることとし、疑問点などはノートにまとめ明らかにしておくこと。また、テキスト巻末にある国

家試験対策用語は、講義ごとに示すので事後学習をすること。事前事後学習は、毎回120分以上お願いする。

なお、本講義は社会保障論Ⅱと一体的に構成されており、連続して履修することが必要です。

【評価の方法及び基準】

定期試験８０％と毎回のリアクションペーパーによる授業参画状況２０％の計１００％により評価する。ただし、１回欠席ごとに

４点を減点する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション：社会保障をなぜ学ぶのか。社会保障とは何か（概念と範囲）。第1回

現代社会における社会保障の現状と課題（少子高齢社会の現状、就業構造の変化）第2回

世界における社会保障制度の発達（救貧法をはじめとして）第3回

日本における社会保障の形成と展開（社会保障審議会の報告等を中心に）第4回

社会保障の方法と財源①　社会保障の方法と社会保障制度の体系第5回

社会保障の方法と財源②　社会保障の給付構造と財源構成第6回

わが国の年金保険制度の現状と課題①　年金保険とは、公的年金制度の体系と概要第7回

わが国の年金保険制度の現状と課題②　国民年金（基礎年金《１階部分》）第8回

わが国の年金保険制度の現状と課題③　厚生年金保険・共済年金（二階部分）、年金基金（三階部分）第9回

わが国の年金保険制度の現状と課題④　年金制度改革と公的年金制度をめぐる諸問題第10回

わが国の医療保険制度の現状と課題①　医療保険制度の仕組みと概要（国民健康保険、健康保険、共済保険）第11回

わが国の医療保険制度の現状と課題②　保険医療制度第12回

わが国の医療保険制度の現状と課題③　後期高齢者医療制度、公費負担医療制度第13回

わが国の医療保険制度の現状と課題④　医療供給体制第14回

社会保障論Ⅰのまとめと振り返り第15回

【教科書・参考書】

テキスト：福祉臨床シリーズ編集委員会編、社会福祉士シリーズ　社会保障制度　社会保障サービス12『社会保障』第5版、弘文堂、

2017年、2,700円

参考書：①NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会編、『医療・福祉総合ガイドブック』2017年度版、医学書院、3,564円　②

新藤宗幸ほか編著、『わたしたちに必要な３３のセーフティネットのつくりかた』、合同出版、2011年、1,512円

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義ですので両方を受講してください。

・社会保障論は、社会福祉士国家試験の必須科目です。社会福祉士を目指す学生は必ず受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08084] 障害者の理解Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．障害の概念及び障害者福祉の基本理念となるノーマライゼーション、リハビリテーション、インクルージョンについて

　　理解する。

２．身体面・精神面に障害のある人の医学的理解・心理的理解・生活の理解・介護上の留意点について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤ等を使用した講義、演習で進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業への取組の姿勢20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション　　障害とは何か　障害のある人の暮らし　第1回

「障害」に関する考え方　ICIDHとICF　「介護の新しい視点ICF」DVD視聴

　ICFの活用（事例で考えてみよう）
第2回

わが国における障害者の法的定義第3回

障害福祉の基本理念

ノーマライゼーションの思想潮流、リハビリテーションの意味、インクルージョンの歴史的経緯と展望について
第4回

視覚障害のある人の生活第5回

聴覚障害のある人の生活第6回

言語障害のある人の生活第7回

重複障害のある人の生活第8回

肢体不自由のある人の生活第9回

知的障害のある人の生活第10回

精神障害のある人の生活第11回

高次脳機能障害のある人の生活第12回

発達障害のある人の生活第13回

重症心身障害のある人の生活　　　　　　　　　　　　　第14回

まとめおよび振り返り第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会（編）：新・介護福祉士養成講座13『障害の理解』、中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義にはテキスト、資料を必ず持参すること。受講後は復習をし大切なポイントを整

理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08085] 福祉行財政と福祉計画

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

社会福祉分野に係る施策、制度は大きく変化し、地方、特に市町村の主体的、積極的な対応の重要性が増しています。福祉専門職は

現場実践の専門性のみならず、行財政を含む福祉の制度的な仕組と計画の意義についての理解が求められるようになりました。本

授業では福祉行政の実施体制、福祉財政の動向、福祉計画の意義や目的、方法などに関する基礎的事項を体系的に学習します。本授業

を受講することによって、受講生は制度を理解し、福祉現場で必要とされる知識を身につけることが可能になります。

【授業方法】

授業は各回資料を提示します。その資料を基に体系的に講義します。また、講義に対する受講生のリアクションペーパーに記載され

た内容へのフィードバックを行います。これらを通して福祉行政の実施体制の役割、福祉の財源における国と地方の関係、福祉計画

の目的や意義を踏まえ、具体的な各種計画の実際を理解する力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、授業ごとに該当する教科書の予習を行うこ

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（10%）小テスト（40%）学力確認テスト（50%）により総合的評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

福祉と制度第1回

福祉の法制度の展開第2回

福祉の法制度の展開第3回

福祉行政の組織第4回

福祉行政の実施体制第5回

福祉財政（社会保障関係費の動向）第6回

福祉財政（福祉サービスの利用と費用負担）第7回

福祉行政の組織と団体第8回

福祉行政の組織と団体と専門職の役割第9回

福祉計画の意義・目的第10回

福祉計画の基本的視点第11回

福祉計画におけるニーズ把握・評価・住民参加第12回

福祉計画の実際（介護保険事業計画等）第13回

福祉計画の実際（地域福祉計画等）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「新・社会福祉士養成講座　第１０巻　福祉行財政と福祉計画」　中央法規出版　2017年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内容に応じた資料を配布するので、各自まとめておくように。授業中に扱った時事問題は、各自その問題の全容を確認して問題点

を整理するように。また、日頃から各種メディアを通して福祉行財政等に関する諸問題をメモしておくように。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08086] 福祉サービスの組織と経営

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

少子高齢化社会の到来は、社会福祉制度を大きく変化させてきました。様々な支援制度は福祉サービスのシステムの変化をもたらし

膨大なニーズを生み出しています。こうした変化は福祉分野を新たな産業として位置づけ、様々な主体の参入を進める結果をもた

らしています。また、参入は連携と競合を生み、経営の必要度が増してきています。本授業を受講することによって、受講生は新

たな時代における福祉サービスの提供組織と経営モデルを理解し、その事業を持続可能にする経営の基盤づくりについて修得する

ことが可能になります。

【授業方法】

授業は各回資料を提示します。その資料を基に体系的に講義します。また、講義に対する受講生のリアクションペーパーに記載され

た内容へのフィードバックを行います。これらを通して福祉領域における「サービス」や「経営管理」とは何か、福祉サービス

がどのような方法で展開されているのかを理解する力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、授業ごとに該当する教科書の予習を行うこ

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（10%）小テスト（40%）学力確認テスト（50%）により総合的評価します。　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

福祉サービスにおける組織と経営第1回

福祉サービスにおける組織と団体（法人とは）第2回

福祉サービスにおける組織と団体（社会福祉法人等）第3回

福祉サービスの組織と経営の基礎理論第4回

集団力学における基礎理論・リーダーシップ第5回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第6回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第7回

苦情対応とリスクマネジメント第8回

サービス提供のあり方の方向性第9回

福祉サービスの管理運営の方法（人事管理と労務管理）第10回

人材育成第11回

専門職のキャリアアップ第12回

福祉サービスの管理運営の方法（会計管理と財務管理）第13回

福祉サービスの管理運営の方法第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

｢新・社会福祉士養成講座　第１１巻　福祉サービスの組織と運営」中央法規出版　2017年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内容に応じた資料を配布するので、各自まとめておくように。授業中に扱った時事問題は、各自その問題の全容を確認して問題点

を整理するように。また、日頃から各種メディアを通して福祉サービスに関する諸問題をメモしておくように。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08128] 生涯学習概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

生涯学習という概念が社会で位置付けられるようになった経緯と社会的背景､ またそれに対応する国や地方自治体の生涯学習政策

について学びます｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末試験40％により総合的に評価します。

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておいてください。受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に

備えてください。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

生涯学習とは第1回

ラングランの永久教育論第2回

生涯教育から生涯学習へ第3回

国の審議会答申における生涯学習第4回

生涯学習と家庭教育・学校教育・社会教育との関係第5回

日本社会の ｢三化け｣ ｢七化け｣ ｢新三化け｣第6回

高齢化社会、高齢社会、超高齢社会第7回

少子化第8回

男女共同参画とM型社会第9回

OECDとリカレント教育第10回

生涯学習に関する世論調査第11回

開かれた学校､ 学社連携、学社融合第12回

まなびネットとキャンパスネットワークシステム第13回

放送大学､ 市民大学､ シルバー大学第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

試験は、自筆の講義ノートの持ち込みを可としますが、板書された内容を書き写すだけでは答えることができない問題です。板書

された内容を理解するために自分の言葉や記号で関係性を書き込むことが大切になります。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08129] 生涯学習概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

生涯にわたって学習することの意味､ 生涯学習と生涯教育の関係､ 生涯学習と学校教育・家庭教育・社会教育の関係､ 国内外に

おける生涯学習論・生涯教育論の系譜などの側面から､ 生涯学習の基本的な考え方や方法論について学びます。

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。「受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておいてください。受講

後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えてください。事前事後学習はそれぞれ60分を目安とします。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の発表40％により、総合的に評価します。定量的な評価方法ではなく、定性的な評価

方法を採用します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

まちづくりと街づくりと町づくり　田村明の実践第2回

生涯学習としての地域活性化、まちづくり第3回

｢ないものねだり｣ から ｢あるものさがし｣ へ第4回

｢コミュニティ｣ の再検討　地縁団体とテーマ別団体第5回

結い、無尽、手間借り第6回

新しい公共、フィールドワーク活動第7回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市　ほか第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市　ほか第9回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町　ほか第10回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村　ほか第11回

事例の検討：静岡県掛川市、熊本県山江村　ほか第12回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市　ほか第13回

イギリス、ドイツの事例第14回

調査事例の発表第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておいてください。受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に

備えてください。生涯学習概論１を履修済であることが望ましいです。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08130] 社会教育計画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

我が国における社会教育の経緯、方法、内容について学びます。

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末試験40％により、総合的に評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

生涯学習推進行政と社会教育行政第2回

社会教育の意義と内容第3回

社会教育の方法・形態第4回

公民館とは第5回

図書館とは第6回

博物館とは第7回

コミュニケーション・スキル第8回

ワークショップの技法第9回

集団思考法､ 組織心理学第10回

コーディネーター、ファシリテーター、アドミニストレーター、インタープリター、アドバイザー、アセッサー第11回

プランニング第12回

プレゼンテーション第13回

ワークショップの計画第14回

ワークショップの実際第15回

【教科書・参考書】

栗田真司『子どもの心を育てるコミュニケーション』学術研究出版、2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

試験は、自筆の講義ノートの持ち込みを可としますが、板書された内容を書き写すだけでは答えることができない問題です。板書

された内容を理解するために自分の言葉や記号で関係性を書き込むことが大切になります。

- 58 -



対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08131] 社会教育計画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

社会教育と生涯学習の関係､ 生涯学習と学校教育・家庭教育・社会教育の関係､社会教育政策の系譜などの側面から､ 社会教育の

基本的な考え方や方法論について学びます｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業中の小テストや課題など60％、学期末の試験40％により、総合的に評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会教育の方法第1回

社会教育と学校教育の関係第2回

アメリカとヨーロッパと日本の社会教育財政事情第3回

学習成果の活用方法・評価方法第4回

教育普及活動第5回

アドミニストレーター、インタープリター、ファシリテータ第6回

ワークシートの要点第7回

NPOの役割 アソシアシオン法第8回

市民と行政のパートナーシップ､PFI､PPP第9回

アウトリーチの歴史と方法第10回

ハンズ・オンとプリーズタッチ第11回

リピーターへの視点第12回

ボランティアの養成第13回

指定管理者制度第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会教育計画１を履修済みであることが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08132] 社会教育課題研究Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

生涯学習の広がりの中での社会教育活動の歴史と現状を､ 主として地域､ 自治体における施設・事業・団体・グループとの係わりで検

討していく｡ 場合によっては､ テーマを絞って共同学習することもある｡�社会教育活動の現状を理解し、各自が主体的にテーマを

決めて、学習し発表・討論する力を身につけることを目標とする。

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願

いする｡� 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習１２０分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 社会教育の意義第1回

成人の学習の国際的展開第2回

日本における社会教育活動の展開 (１)第3回

日本における社会教育活動の展開 (２)第4回

生涯教育と生涯学習第5回

地域づくり・まちづくり実践から (１) 東京・谷中第6回

地域づくり・まちづくり実践から (２) 大分・湯布院第7回

地域づくり・まちづくり実践から (３) 沖縄・伊江島第8回

地域づくり・まちづくり実践から (４) 福島・三春第9回

地域づくり・まちづくり実践から (５) 新潟・聖篭第10回

地域づくり・まちづくり実践から (６) 東京・国立第11回

地域づくり・まちづくり実践から (７) 合併しない町・村サミット第12回

地域づくり・まちづくり実践から (８) 沖縄・名護第13回

地域づくり・まちづくり実践から (９) 森は海の恋人第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふきのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白

い』(ふきのとう書房) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08133] 社会教育課題研究Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

｢社会教育課題研究」Ⅰ と連続している｡ 社会教育に関する今日的課題を取り上げ､ 実際の取り組みを学習し検討することを目的

とする｡ 参加者の課題意識が一致すれば､ テーマを絞って共同学習することもある｡�社会教育活動の現状を理解し、各自が主体的に

テーマを決めて学習し、発表・討論する力を身につけることを目標とする。 

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願

いする｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習120分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代青年の文化活動 (１)第1回

現代青年の文化活動 (２)第2回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (１)第3回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (２)第4回

子育て・文化協同 (１)第5回

子育て・文化協同 (２)第6回

環境問題に取り組む市民 (１)第7回

環境問題に取り組む市民 (２)第8回

人権学習 (１)第9回

人権学習 (２)第10回

ボランティア活動 (１)第11回

ボランティア活動 (２)第12回

青年の自立支援 (１)第13回

青年の自立支援 (２)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふきのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白

い』(ふきのとう書房)､ 金子郁容 『ボランティア』(岩波新書)､ 井上ひさし・樋口陽一 『｢日本国憲法｣ を読み直す』(講談社)

､ 深山正光 『国際教育の研究』桐書房 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08165] 社会福祉援助技術論Ⅴ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助における人と環境との相互作用に関する理論について理解する。

・相談援助の対象と様々な実践モデルについて理解する。

・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（介護保険法による介護予＼防サービス計画、居宅サービス計画や

施設サービス計画及び障害者自立支援法によるサービス利用計画についての理解を含む）

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。

【授業方法】

テキストを中心に講義形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し考えてまとめていく。授業終了後はリアクションペ

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後学習～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

試験50％・レポート30％・リアクションペーパー・授業で出される課題20％にて評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

相談援助と個人情報の保護とは第1回

相談援助と個人情報の保護の意義第2回

相談援助と個人情報の保護の留意点第3回

相談援助における記録とは第4回

相談援助における記録の方法第5回

ネットワーキングの必要性第6回

ネットワーキングの実際（多職種協働）第7回

ネットワーキングの実際（多職種との連携）第8回

相談援助におけるＩＴの活用第9回

事例分析とは第10回

事例分析の方法①第11回

事例分析の方法②第12回

相談援助の実際（倫理・価値に基づく実践）第13回

相談援助の実際（権利擁護活動）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「新・社会福祉士養成講座　相談援助の理論と方法Ⅱ（第３版」 編集社会福祉士養成講座編集委員会（中央法規出版）2016年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

人とのかかわりが人間の生き方を変えるものであること､ そのための方法としての技術であることに興味をもって受講してほし

い｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08175] 権利擁護と成年後見制度

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 長又　高夫 ナガマタ　タカオ nagamata takao

【授業のねらい及び到達目標】

成年後見制度は、現代のソーシャルワークの実践に欠かすことの出来ない重要な権利擁護手段である。そこで実務に役立たせる為

にも、制度の概要を理解した上で、手続きや実際の後見事務を正しく理解しておく必要がある。本講義を通じて、実践的な知識を習

得してもらいたい。

【授業方法】

授業は講義形式である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：確実な知識を身につける為には、予習復習を欠かせない。講義にのぞむ前にはテキストを熟読してくることを受講

者に義務つけたい。また受講前には前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと。

事後学習120分：受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に備えること。また理解度を問う小テストを頻繁に

行う。

【評価の方法及び基準】

テスト40％、確認テスト30％、授業態度30％

ノートまとめも行うこと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

社会福祉基礎構造改革について　その１第2回

社会福祉基礎構造改革について　その２第3回

障害者自立支援法について第4回

介護保険制度について第5回

消費者契約法について第6回

行政処分について第7回

日本国憲法のについて第8回

憲法上の権利と基本的人権について第9回

成年後見制度の概要第10回

成年後見制度の種類第11回

後見人について第12回

保佐人について第13回

補助人について第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：新・社会福祉士養成講座19『権利擁護と成年後見制度』（中央法規、2009年）。参考書としては、新井誠等編『成年後

見制度ー法の理論と実務』（有斐閣、2009年）、『はじめて読む「成年後見」の本』（明石書店、2010年）等がある。その他の

参考書については授業時に指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎日新聞に目を通し、福祉関係の記事があれば、よく読んでおくこと。漫然と講義に参加するだけでは単位を与えないので心して

講義の臨むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08180] 介護概論Ⅳ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．介護におけるリスクマネジメントの考え方を理解する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

．介護場面での事故および感染対策の実際や具体的手法について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤを使用した講義、グループ討議なども取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業態度で20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護における安全確保　１）尊厳の保持と安全確保、人間にとって安全とは、等第1回

介護における安全確保　２）ケアの質向上とリスクマネジメント第2回

介護におけるリスクマネジメント第3回

リスクマネージメントに必要な要素第4回

事故防止、安全対策のためのリスクマネジメントの仕組み第5回

事故防止と安全対策の基礎と実際（その１）第6回

事故防止と安全対策の基礎と実際（その２）第7回

感染管理　生活の場での安全対策、感染対策の３原則第8回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その１）結核、インフルエンザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レジエネラ症
第9回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その２）肺炎・気管支炎、感染性胃腸炎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腸管出血性大腸菌感染症
第10回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その３）MRSA感染症、緑膿菌感染症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疥癬
第11回

高齢者介護施設と感染対策第12回

感染対策とリスクマネジメント第13回

感染症発症時の対応第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会編：新・介護福祉士養成講座４「介護の基本Ⅱ」、中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義には必ずテキスト、資料を持参すること。受講後は復習をし大切なポイントを整

理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08308] 家庭支援論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 稲永　澄子 イナナガ　スミコ inanaga sumiko

【授業のねらい及び到達目標】

現代の家庭が置かれている状況を理解し、適切に援助するための基礎知識を得る。実際の、家庭支援の現場を見学し、生きた知識

を得る。

【授業方法】

講義と演習。施設見学（にらちび）を予定。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示されたテキストを読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

期末試験５０％、授業への取組の姿勢５０％　　出席率が５０％以下の場合、期末試験を受験できないものとする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

家庭の意義第1回

家庭の機能第2回

家庭支援の必要性第3回

保育士等が行う家庭支援の原理Ⅰ第4回

保育士等が行う家庭支援の原理Ⅱ第5回

現代の家庭における人間関係第6回

家庭生活を取り巻く社会的状況第7回

男女共同参画社会とワークライフバランス第8回

子育て家庭の支援体制第9回

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進第10回

子育て支援サービスの概要第11回

保育所による家庭支援第12回

子育て支援と保護者の関係づくりへの支援第13回

地域の子育て家庭への支援・子育て支援サービスの課題（施設見学）第14回

試験第15回

【教科書・参考書】

「児童の福祉を支える　家庭支援論」吉川眞理著（萌文書林）￥２０００＋税をテキストとして使用する。（一括購入）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に学ぶ学生を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08311] 社会的養護

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

児童養護はすべての児童の健全な成長発達過程を援助し､ 幸福で自立した生活を送る事ができるように働きかける活動や福祉サービ

スを意味する｡ 子どもの養護を実践する上で理解すべき基本的な事柄である ｢子どもとは｣ ｢養護とは｣ などを根本から考えてい

く｡ 

【授業方法】

児童養護の制度やその領域､ 対象となる児童､ そして施設養護の特質､ 基本原理､ 社会福祉援助技術などの理解を深める｡ 児童福祉施設

の職員として､ 職員の果たすべき役割､ 仕事の内容などについても学ぶ｡�受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読

し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること 。事前・事後学習時間については、それぞ

れ120分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業態度 (25％)､ 試験結果 (75％) などを総合的に評価する｡�受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の

理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

養護における子ども観第1回

子どもの権利について第2回

児童にとっての家庭と社会第3回

施設における児童養護第4回

児童養護の制度第5回

養育環境に問題がある児童の施設養護第6回

障害のある児童の施設養護第7回

情緒行動面に問題がある児童の施設養護第8回

家庭的養護：里親制度・養子制度・グループホーム第9回

施設養護の実践と方法 ①日常生活第10回

施設養護の実践と方法 ②自立に向けての援助第11回

治療的・支援的援助､ 親子関係､ 学校､ 地域などとの関係調整第12回

児童福祉施設の運営・管理と援助者第13回

児童養護における今後の課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

第８巻 ｢養護原理｣ 全国社会福祉協議会発行 改定・保育士養成講座編纂委員会編 1,800円 2007年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業はビデオ等を用いてできるだけ具体的に進める嵐閧ﾅあるが､ 学生も積極的に参加し意欲的な学習態度を期待する｡�
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08324] 保育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育の基本的な理念や意義について学びます。この授業を受けることにより、保育実践に必要となる子どもの理解や発達の捉え方

、さらに保育の制度や現状について理解することができます。

【授業方法】

主として講義形式ですが、活発な意見交流を促し双方向授業を行います｡ 理解を深めるために地域の保育所、児童館等で実地に学ぶ

ことも含めます(保育所訪問後のフィードバックを大切にする)。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を熟読し、疑

問点等を明確にしておくこと。事後の学習では、ノート(実習ノートも含む)や配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢(30％)､学力確認テスト(70％)により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育とは何か第1回

保育の基本となること　その１第2回

保育の基本となること　その２第3回

保育の実際について　その１－保育所訪問・観察実習/子どもの姿、保育士の子どもへのかかわり方－第4回

子どもを取り巻く環境の変化と保育所の役割　その１－子どもの遊びや生活の変化－　　第5回

子どもを取り巻く環境の変化と保育所の役割　その２－孤立化する子育て－第6回

変化する社会に対応する保育第7回

保育の実際について　その２－保育所訪問・観察実習/保育所での生活ー「遊び」「生活習慣」－第8回

保育所訪問・観察実習のフィードバック第9回

保育における子ども理解第10回

子どもの行為の意味を探る第11回

子どもの発達特性と発達の捉え方第12回

保育の制度と現状　保育所保育指針について第13回

保育の記録と計画第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書： 『よくわかる保育原理　第4版』 森上史朗・大豆生田啓友編　(ミネルヴァ書房）2015年。 

参考書：『育ての心（上）倉橋惣三文庫』・ 『育ての心（上）倉橋惣三文庫』津守真著（フレーベル館）1988年、『子ども理解と

援助』高嶋景子著（ミネルヴァ書房） 2011年。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育のよりよいあり方について、積極的に学ぶことを希望します｡ 保育所訪問は､ 時間割を調整して､ 別の日時に実施することも

あるので注意すること｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08325] 保育者論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育者の役割と倫理、および制度的な位置づけについて理解する。さらに保育者の専門性の理解とともに、保育者の協同について

も学ぶ。この授業を受けることにより、保育者に求められる力量とは何かを広い視点から考える力を獲得することができる。

【授業方法】

主として講義形式ですが、活発な意見交流を促し双方向授業を行います｡ 理解を深めるために地域の保育所、児童館等で実地に学ぶ

ことも含めます(保育所訪問後のフィードバックを大切にする)。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を熟読し、疑

問点等を明確にしておくこと。事後の学習では、ノート(実習ノートも含む)や配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢(30％)､学力確認テスト(70％)により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育者とカウンセリングマインド第1回

我が国の保育政策の動向と保育士第2回

子育て家庭の困難状況と子育て支援第3回

多様な保育ニーズへの対応第4回

保育者の姿　保育所訪問・観察実習　その１－保育士の役割と業務内容－第5回

現代の保育に求められる保育内容第6回

保育における環境の考え方第7回

遊びと生活　第8回

遊びによる総合的な保育第9回

保育者の姿　保育所訪問・観察実習　その２－子どもとの関わり－第10回

フィードバック　保育方法の基本的な考え方第11回

子どもとのかかわりの中で求められるもの・保護者とのかかわりの中で求められるもの第12回

保育者の成長と省察・研修ー保育者同士のかかわりの中で求められるもの第13回

保育者の専門性とは第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『よくわかる保育原理 第4版』 森上史朗・大豆生田啓友編 （ミネルヴァ書房） 2015年。

参考書：『育ての心（上）倉橋惣三文庫』・ 『育ての心（上）倉橋惣三文庫』津守真著（フレーベル館）1988年、　

　　　　『子ども理解と援助』高嶋景子著（ミネルヴァ書房） 2011年、 　　　　

　　　　『子ども理解とカウンセリングマインド―保育臨床の視点から』青木久子著（萌文書林）2011年。 　　　　　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育士に求められる力量とは何か、保育における現代的な課題と共に考えましょう。保育所および地域の子育て支援施設等の訪問時

、観察して感じたことや考えたことを記録する習慣をつけましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08327] コミュニケーション技術Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．対人援助関係におけるコミュニケーションの意義と目的及び介護技術とコミュニケーションの関係性について理解す

　　る。

２．介護場面においてどのようなコミュニケーション技術が求められているかを理解し傾聴技法の活用法を学ぶ。

【授業方法】

講義を中心に演習、実習（ロールプレイング）等を取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　前回の学習内容を復習し理解しておくこと

事後学習120分　当日の学習内容のポイントをノートに整理しておくこと。　

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業態度で20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

コミュニケーションとは　コミュニケーションの意義と目的第1回

コミュニケーションと人間関係　あなたのコミュニケーションスタイルは第2回

コミュニケーションの歪み　コミュニケーションがうまくいかない理由第3回

コミュニケーションの基本　コミュニケーションの理論と動向第4回

介護におけるコミュニケーションの役割　介護における生活支援とコミュニケーション第5回

話を聴く技法：傾聴について第6回

よき聴き手の五つの条件第7回

利用者の感情表現を察する技法第8回

利用者の納得と同意を得る技法第9回

質問の技法第10回

相談・助言・指導の技法第11回

利用者の意欲を引き出す技法第12回

利用者と家族の意向を調整する技法第13回

複数の利用者がいる場面でのコミュニケーション技法第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会（編）：新・介護福祉士養成講座５「コミュニケーション技術」,中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義には必ずテキスト、資料を持参すること。受講後は復習をし大切なポイントを整

理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08328] コミュニケーション技術Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．利用者の抱えるコミュニケーション障害の状態及び原因を理解し、生活支援に必要とされるコミュニケーション技術を学ぶ

。

２．多職種協働におけるチームのコミュニケーションに必要な知識と技術を学ぶ。

【授業方法】

ビデオ、DVD等の視聴覚教材を使用した講義を中心に演習、グループ討議を取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　前回の学習内容を復習し理解しておくこと。

事後学習120分　当日の学習内容のポイントをノートにまとめておくこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業態度で20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

コミュニケーション障害とは　　コミュニケーション障害の原因第1回

コミュニケーション障害を理解する視点　　様々なコミュニケーション障害第2回

コミュニケーション障害のある利用者を支えるコミュニケーション技術第3回

利用者の特性に応じたコミュニケーションの実際　（１）高次脳機能障害に応じたコミュニケーション技術第4回

同上（２）失語症・構音障害に応じたコミュニケーション技術第5回

同上（３）認知症に応じたコミュニケーション技術第6回

同上（４）若年認知症に応じたコミュニケーション技術第7回

同上（５）視力障害に応じたコミュニケーション技術第8回

同上（６）聴力障害に応じたコミュニケーション技術第9回

同上（７）知的障害に応じたコミュニケーション技術第10回

同上（８）精神障害に応じたコミュニケーション技術第11回

介護におけるチームのコミュニケーション　（１）チームのコミュニケーションとは第12回

同上（２）記録　第13回

同上（３）報告・連絡・相談、会議第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会（編）：新・介護福祉士養成講座５「コミュニケーション技術」,中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義には必ずテキスト、資料を必ず持参すること。受講後は復習をし大切なポイント

を整理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08332] 子どもの保健Ⅰ-１

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．子どもの成長発達過程及び成長発達に影響する要因について理解する。

２．現代社会の中の子どもの健康問題について関心を持ち考えられる。

【授業方法】

主としてプリント資料、視聴覚教材（ビデオ・ＤＶＤなど）を用いた講義。

課題に沿ってディスカッション、演習も取り入れる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　前回の学習内容をプリント、ノートなどで復習し理解しておくこと。

事後学習120分　当日の学習内容のポイントをノートにまとめておくこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業態度で20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション　子ども期の区分　子どもの特徴第1回

健康な子どもとは　子どもの健康の定義　健康に影響する要因第2回

最近問題になっている子どもの健康第3回

子どもの心身の健康に関して最近気になっていること（発表・討議）第4回

保健統計からみた子どもの健康第5回

子どもの成長発達の原則及び発達段階と発達課題第6回

子どもの成長発達過程：形態的成長第7回

子どもの成長発達過程：機能的発達第8回

子どもの成長発達過程：精神運動機能の発達第9回

成長発達の評価､ 健康状態の評価第10回

成長発達の評価､ 健康状態の評価（演習）第11回

子どもの健康と保育第12回

子どもの健康と家庭第13回

子どもの健康と地域第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

日本保育園保健協議会編集：保育保健の基礎知識、日本小児医事出版社

白野幸子著:子どもの保健Ⅱ、医歯薬出版

佐藤益子編著：子どもの保健Ⅰ、ななみ書房

佐藤益子編著：子どもの保健Ⅱ、ななみ書房

大西文子編著：子どもの保健演習、中山書店

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義には必ずテキスト、資料を持参すること。受講後は復習をし大切なポイントを整

理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08338] 介護概論Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 北村　愛子 キタムラ　アイコ kitamura aiko

【授業のねらい及び到達目標】

１．リハビリテーションとは何か、リハビリテーションを介護にどのように活かして行くかなど基本的な考え方を学ぶ。

２．リハビリテーションの視点から生活の再構築をどのように設定していくかを学ぶ。

３．福祉用具の主な種類と機能、及び活用の仕方について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ、DVDを使用した講義を中心に討議や演習を取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果･レポート結果で80％、授業態度で20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護におけるリハビリテーションの考え方第1回

日常生活と社会生活の能力の維持・拡大への支援第2回

リハビリテーション専門職との連携第3回

福祉用具とは、代表的な福祉用具の種類と機能第4回

生活の中で福祉用具を活用する視点第5回

介護予防の考え方、介護予防事例の検討第6回

急性に発症する疾患をもつ利用者の事例検討第7回

慢性に進行する疾患をもつ利用者の事例検討第8回

急激に進行する疾患をもつ利用者の事例検討第9回

廃用症候群利用者の事例検討第10回

介護者（家族）への支援第11回

他職種との連携による生活の再構築第12回

レクリエーションの視点と介護予防（１）第13回

レクリエーションの視点と介護予防（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会編：新・介護福祉士養成講座３　介護の基本Ⅰ,中央法規出版

介護福祉士養成講座編集委員会編：新・介護福祉士養成講座６　生活支援技術Ⅰ,中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には前回のテキストや資料に目を通し、講義には必ずテキスト、資料を持参すること。受講後には復習をし大切なポイントを

整理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08347] 社会福祉援助技術論Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助における人と環境との相互作用に関する理論について理解する。

・相談援助の対象と様々な実践モデルについて理解する。

・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（介護保険法による介護予＼防サービス計画、居宅サービス計画や

施設サービス計画及び障害者自立支援法によるサービス利用計画についての理解を含む）

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。 

【授業方法】

テキストを中心に講義形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し考えてまとめていく。授業終了後はリアクションペ

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習～事前学習～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後学習～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

定期試験50％　レポート提出30％ 　リアクションペーパー・授業中に出る課題20％　の配分で評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

グループ援助の必要性第1回

グループ計画と援助チームの合意第2回

個別援助技術と集団援助技術の調和第3回

グループ援助と援助者の役割第4回

援助者の援助技術第5回

グループの特徴と規範第6回

プログラム活用の技術第7回

援助の終結期の援助行動第8回

グループのまとめと評価第9回

終結後の計画と記録第10回

社会福祉援助技術の適用と対象分野の現況第11回

社会福祉の運営管理　施設と行政第12回

社会活動のあゆみと現状第13回

社会活動のあゆみと現状第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト

『新・社会福祉士養成講座8　相談援助の理論と方法Ⅱ（第3版』　 編集社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版　2016年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会福祉援助技術とは人間と人間の関係を良好な状況にするための支援をねらいとするものでだれにも応用できるものであること

を承知して受講されたい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08348] 社会福祉援助技術論Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助における人と環境との相互作用に関する理論について理解する。

・相談援助の対象と様々な実践モデルについて理解する。

・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（介護保険法による介護予＼防サービス計画、居宅サービス計画や

施設サービス計画及び障害者自立支援法によるサービス利用計画についての理解を含む）

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。 

【授業方法】

テキストを中心に講義形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し考えてまとめていく。授業終了後はリアクションペ

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後学習～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

定期試験50％・レポート提出30％ ・リアクションペーパー・授業で出される課題20％　の配分で評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の概念と基本的性格第1回

コミュニティワークとの理論と技術　地域社会の組織化第2回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術第3回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の援助過程①第4回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の援助過程②第5回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の原則第6回

相談援助の記録①第7回

相談援助の記録②第8回

スーパービジョン①第9回

スーパービジョン②第10回

ケアマネジメントの意義第11回

ケアマネジメントとチームアプローチ第12回

ケアマネジメントの展開過程第13回

ケアマネマネジメントとケアプラン第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト

『新・社会福祉士養成講座7　相談援助の理論と方法Ⅰ（第3版』　 福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版　2016年

『新・社会福祉士養成講座8　相談援助の理論と方法Ⅱ（第3版』　 福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版　2016年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

人とのかかわりが人間の生き方を変えるものであること､ そのための方法としての技術であることに興味をもって受講されたい

｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08350] 教育課程論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

教育課程とは､ 学校において教師集団が行う教育活動の計画であり､ 子どもの人格形成について学校が描く設計図である｡ 授業で

は､ 戦後の教育課程の変化を理論的歴史的に検討し､ その後個別の課題について学んでいく｡�教育課程の基礎理論と変遷を学び

、現在直面する課題について理解することを目標とする。

【授業方法】

教科書は最初の授業時に指定する｡ 適宜資料を配布し参考文献を紹介する｡� 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習では、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､授業への取組の姿勢 30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 教育課程とは何か第1回

戦後教育改革と教育課程の原理……新教育の教育課程理論第2回

50年代の教育課程の改変……中央集権化と系統主義へ第3回

民間教育運動の発展第4回

二つの教育の現代化論第5回

地域に根ざす教育運動の展開第6回

新しい学力観の登場第7回

学力低下論争第8回

｢子どもの学校知識ばなれ｣ をどうみるか第9回

戦後の学力論争をふりかえる第10回

総合的学習の時間の登場第11回

ユネスコ・子どもの権利条約の授業論第12回

総合学習・課題学習の試み第13回

フィンランドの教育､PISAの学力調査第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

汐見棯幸他編 『学力を問う』 草土文化

田中耕治他編 『新しい時代の教育課程』 (有斐閣) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08356] 道徳教育の研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 櫻井　歓 サクライ　カン sakurai kan

【授業のねらい及び到達目標】

道徳教育とは何か。人が道徳的に行為するとはどのようなことか。本科目ではこうした原理的な問いを大切にしながら道徳教

育への理解を深められるよう、その理論や歴史を学ぶとともに、「学習指導要領」や「道徳科」教材の研究、模擬授業などを行う

。本科目を通じて、道徳教育の目標や内容、指導計画などを理解するとともに、教材研究や学習指導案の作成、模擬授業などを通

して、実践的な指導力を身に付けることを到達目標とする。

【授業方法】

担当教員による講義と、アクティブ・ラーニングの一環としての小グループによる意見交換、模擬授業などを有機的に組み合わ

せ、効果的に授業を行う。授業を対話的に展開するため、各回授業時に小レポートを書いてもらい、次の回で何人分かを紹介し、コ

メントする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

本科目では、授業への参加は言うまでもなく、授業外での準備学習がこれに劣らず重要である。各回の授業の復習のほか、テキス

トや配布プリントの予習、さらに学習指導案作成の課題などについては、受講者各自による授業外での主体的な取り組みが求められる

（各回120分以上の事前・事後学習を行うこと）。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢を勘案しつつ（20％）、学力確認テスト（80％）により評価する。学力確認テストでは、道徳教育に関する

基本的知識を獲得し、的確な言葉で道徳教育について論述することができたかを評価基準とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

開講にあたって（ガイダンス、導入の「道徳」クイズ）第1回

道徳をどう捉えるか――道徳の概念第2回

道徳性の発達と教育をめぐる理論第3回

道徳教育の歴史（１）西洋第4回

道徳教育の歴史（２）日本第5回

現代社会の道徳教育課題（いじめ・情報モラルなど）第6回

宗教教育と道徳教育第7回

「学習指導要領」にみる道徳教育第8回

学校の教育活動全体を通じての道徳教育第9回

「特別の教科 道徳」（道徳科）の学習指導案第10回

道徳科の学習評価第11回

道徳教育教材の研究第12回

道徳教育実践の研究第13回

模擬授業の実施とふり返り第14回

授業のまとめと学力確認テストの説明第15回

【教科書・参考書】

教科書：『道徳教育の理論と方法』羽田積男・関川悦雄編（弘文堂）2016年。参考書：『道徳教育 その歴史・現状・課題』藤田

昌士著（エイデル研究所）1985年、『中学校学習指導要領』（文部科学省）2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講生と担当講師、また受講生相互間での積極的な意見交換を通じて、道徳教育への理解を深められるような授業としたい。学生

諸君の意欲的な参加に期待する。なお、受講希望者は初回の授業より出席し、受講の意思表示を行うこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08357] 教育方法論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 成田　雅博 ナリタ　マサヒロ narita masahiro

【授業のねらい及び到達目標】

09205 教育方法論 と同じ

【授業方法】

09205 教育方法論 と同じ

【学修の方法（事前・事後の学修）】

09205 教育方法論 と同じ

【評価の方法及び基準】

09205 教育方法論 と同じ

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

09205 教育方法論 と同じ第1回

09205 教育方法論 と同じ第2回

09205 教育方法論 と同じ第3回

09205 教育方法論 と同じ第4回

09205 教育方法論 と同じ第5回

09205 教育方法論 と同じ第6回

09205 教育方法論 と同じ第7回

09205 教育方法論 と同じ第8回

09205 教育方法論 と同じ第9回

09205 教育方法論 と同じ第10回

09205 教育方法論 と同じ第11回

09205 教育方法論 と同じ第12回

09205 教育方法論 と同じ第13回

09205 教育方法論 と同じ第14回

09205 教育方法論 と同じ第15回

【教科書・参考書】

09205 教育方法論 と同じ

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

09205 教育方法論 と同じ
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08378] 社会調査の基礎

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 國枝　俊弘 クニエダ　トシヒロ kunieda toshihiro

【授業のねらい及び到達目標】

社会調査は社会の実態を把握するために必須な手法であると同時に、世論調査など普段の生活においても身近なものです。この授業

を学ぶことでは社会調査に関する基本的事項（社会調査の目的、歴史、方法論、各種調査方法とその長所短所、調査倫理など）を学

習します。

[授業修了時の達成目標（到達目標）]

・実際に社会調査を実施する際に必要な基本知識を習得する。

・既存の社会調査結果に接するときの留意点を習得する。

・基本的なデータ処理とデータの解釈ができるようになる。

【授業方法】

社会調査の具体的な方法・技術の解説と、社会調査データの解析に必要と思われる統計的手法を概説します。

講義中心ですがアンケートの設計や統計処理の実習も行います。

前後の講義が連動することが多いので、授業中に作成したノートの整理、テキストの見直しを心がけてください。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前・事後の学習講義中に作成したノートを見直しを行い、理解を深め、不明点を明確にする。

その他に日常生活における社会調査に関する資料を見つける等を課題とする場合があります。

【評価の方法及び基準】

評価方法：主に試験の結果、およびレポート／課題を中心に評価します

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会調査とは－社会調査の目的－第1回

社会調査における倫理と個人情報の取り扱い第2回

社会調査の種類第3回

量的調査の手順第4回

アンケート票の設計の技術第5回

量的データの処理と解釈第6回

統計法（１）基礎的な統計処理第7回

統計法（２）多変量解析第8回

調査設計実習第9回

質的調査の特徴と種類第10回

観察法と面接法第11回

社会福祉における質的データの取り扱い第12回

インタビュー実習第13回

社会調査の実施におけるIT技術の活用第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

参考文献：宮本和彦　梶原孝之　山村豊　編著　「社会福祉士シリーズ５　社会調査の基礎」　弘文堂　2008年　2500円＋税

その他、講義時に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に電卓を使用することがあります。√の開ける電卓を用意してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08389] 認知症の理解Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

認知症に関する医学的な理解、心理的な理解、介護の方法を講義します。

本授業を受講することにより、認知症の原因疾患、中核症状、行動心理症状について説明出来、認知症の人の日常生活に影響する

症状の理解と介護の方法、認知症の人の心理的苦悩を理解し対応方法を習得出来ます。

【授業方法】

テキストを中心に講義します。授業の前半では知識中心の講義をし、後半は、前半の知識を基にした課題を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習はテキストを中心に学習し、事後学習は授業中に提示された書籍を読み、ノートのまとめを行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢３０％、中間レポート２０％、学力確認テスト５０％により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

認知症の定義第2回

認知症ケアの歴史第3回

認知症の中核症状第4回

認知症の行動症状、心理症状第5回

脳のしくみ第6回

同上第7回

認知症の原因疾患第8回

同上第9回

同上第10回

認知症の診断と治療第11回

認知症の予防第12回

認知症の人の心理的理解第13回

認知症の人の体験理解第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書  新・介護福祉士養成講座１２　認知症の理解   第３版

参考書  「 私、バリバリの認知症です」太田正博著  クリエイツかもがわ    「認知症になった私が伝えたいこと」佐藤雅彦  

著  大月書店

「前頭葉は脳の社長さん？」坂井克之 著  ブルーバックス  「認知症「不可解な行動」には理由がある」佐藤眞一著  ソフト

バンク新書

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講にあたり、教科書、指示した参考書は必ず読んでおく事。授業中に提示した書籍を読み、復習をすることが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08390] 認知症の理解Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

認知症の人に対する介護の方法、家族の力を活かす、認知症に関する制度を講義します。この授業を受けることにより、認知症

が生活に与える影響や環境の力が認知症の人の生活を支える上で重要な視点を習得でき、認知症の人の関わりの基本、介護過程

の展開を習得し、介護家族の介護負担を理解し、認知症をよく理解する為の9大法則・1原則を理解し、認知症施策を説明でき、

認知症の人の介護の方法を習得できます。

【授業方法】

授業の前半では講義により知識を習得し、後半は視聴覚教材や課題を中心に授業し受講者の理解度を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学習はテキスト中心に学習し、事後学習では、授業中に

提示した課題や書籍を読み、まとめノートを作成すること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み３０％、中間レポート２０％、学力確認テスト５０％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

認知症の人の生活理解。第2回

認知症の人をめぐる3つの環境要素。第3回

若年性認知症の人の生活の理解と支援。第4回

同上。第5回

認知症の人の介護過程。第6回

同上。第7回

認知症の進行に応じた介護。第8回

同上。第9回

地域におけるサポート体制。第10回

家族が背負う4つの苦しみ。第11回

認知症をよく理解するための９大法則・１原則。第12回

家族へのレスパイトケア。第13回

認知症に関する制度。第14回

まとめ。第15回

【教科書・参考書】

教科書   新・介護福祉士養成講座１２　認知症の理解  第３版

参考書   「 事例で学ぶ認知症の人の家族支援」福島喜代子著  中央法規   「 認知症の人たちの小さくて大きなひと言～私の声が

見えますか？～」   永田久美子  監修  harunosora  「 若年認知症になった夫と生きぬいて 800日の夜と朝」   新井雅江著 

harunosora  「 認知症の９大法則５０症状と対応策」  杉山孝博著  法研

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前に指示した参考書は必ず読むこと。講義中の課題をまとめノートを作成する事。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08391] 介護概論Ⅴ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

国家資格「介護福祉士」について、資格が誕生した経緯や求められる職業意識、そして介護福祉士の法的根拠を理解する。さらに、介

護における専門職能＼団体の活動や介護福祉士がもつべき職業倫理について学ぶ。

介護サービスとは何かを考え、その提供の場を取り巻く歴史的展開や現在の姿、そこを利用する人々と介護のあり方を明確にする

。

【授業方法】

〔授業全体の内容の概要〕

介護問題の現状、専門職能団体の活動、職業倫理、介護サービスを提供する場の理解をしていくためにアサイメント（宿題）

を出していく。課題を基にディスカッション方式で行っていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ60分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

介護福祉士を取り巻く状況第2回

介護福祉士制度制定の経緯第3回

求められる介護福祉士像第4回

社会福祉士及び介護福祉士法第5回

介護における専門職能団体の活動第6回

日本介護福祉士会の活動と現状第7回

介護福祉士の倫理第8回

職業倫理（介護従事者の倫理、介護実践の場で求められる倫理、その他）第9回

利用者の人権と介護(身体拘束禁止、高齢者虐待、児童虐待、その他)第10回

プライバシーの保護（個人情報保護、その他）第11回

介護サービス提供の場の特性（居宅）第12回

介護サービス提供の場の特性（施設）第13回

介護サービス提供の場の特性（障害者関連）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『介護の基本Ⅱ』　新・介護福祉士養成講座（編）中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

介護福祉士の倫理の学びを通して、介護福祉士としての人間性、資質を学んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08392] 介護概論Ⅵ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

１．介護現場で連携に関わる関連職種や機関の特性を理解する。

２．介護職者自身の心身の健康管理に必要な基礎知識と対策を理解する。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤを使用した講義、グループ討議なども取り入れながら進める。

事前学習90分：受講前には前回の講義ノートや資料に目を通しておくこと、事後学習90分：受講後はノートの整理を行い､講義内容

の理解を深め次回の講義に備えること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ１時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

多職種連携：１）多職種連携の意義と目的第1回

多職種連携：２）協働職種の理解と連携のあり方第2回

多職種連携：３）利用者を取り巻く多職種連携の実際、演習第3回

地域連携：１）地域連携の意義と目的第4回

地域連携：２）地域連携に関わる機関の理解第5回

地域連携：３）利用者を取り巻く地域連携の実際第6回

健康管理：１）健康管理の意義と目的第7回

健康管理：２）心の健康管理第8回

健康管理：３）体の健康管理第9回

健康管理：演習第10回

健康管理：演習第11回

健康管理：演習第12回

労働環境の整備・改善第13回

労働安全の基本原則第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士養成講座編集委員会編：新・介護福祉士養成講座４「介護の基本Ⅱ」,中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、テキスト、資料を必ず持参すること。受講後は、復習をし大切なポイントを整理し

ておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08403] 障害者の理解Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

障害のある人の生活の理解を医学的、心理的側面も踏まえて、自立に向けた生活支援の視点を元に、障害のある人に対する介護を

授業します。この授業を受講することにより、心臓、腎臓、呼吸、膀胱、直腸、肝臓、免疫機能障害のある人の医学的、心理的理

解を基に介護上の留意点を習得できる。障害のある人の自己決定、エンパワーメント、権利擁護の基本的視点に基づいた個別支援

の重要性を習得できる。障害のある人の家族への支援を習得できる。介護福祉士以外の福祉職・保健医療職との連携を理解できる

。

【授業方法】

授業の前半で、テキストを中心とした知識の習得

授業の後半で、テキストより学んだ知識について、DVDや事例をもとに障害のある人の支援方法を学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学習はテキスト中心に学習し、事後学習は授業中に提示し

た参考書を読んで、まとめノートを作成する

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み３０％・中間レポート２０％・学力確認テスト５０％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

心臓機能障害のある人の生活第1回

腎臓機能障害のある人の生活第2回

呼吸機能障害のある人の生活第3回

膀胱、直腸機能障害のある人の生活第4回

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人の生活、肝機能障害のある人の生活第5回

難病のある人の生活第6回

障害のある人のに対する介護の基本的視点（自己決定、エンパワーメント、権利擁護）第7回

基本的視点に基づいた個別支援（医学モデル、社会モデル等）第8回

社会資源の利用と開発（福祉用具、車椅子のフッティング、シーティング等）第9回

家族への支援第10回

家族の状態の把握と介護負担の軽減第11回

障害のある人の家族をささえる為に必要な事第12回

保健、医療、福祉、教育、労働サービスの連携第13回

地域におけるサポート体制第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『障害の理解』第３版　新・介護福祉士養成講座１３　中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に提示した書籍を読み、復習してまとめノートを作成する事が望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08404] 地域福祉の理論と方法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木　寛之 タカギ　ヒロユキ takagi hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・地域福祉の概念の変化と地域福祉の発展過程を理解する

・新しい社会福祉サービスである地域福祉の理念と内容を理解する。

・権利擁護、地域自立生活支援、社会的包摂などを理解する。

【授業方法】

テキストによる講義や地域福祉関連のトピックスから地域福祉の全体像を把握し、住民に福祉サービスを保障するための地域福祉

システムについて理解する。適宜、ビデオ等の視聴覚教材を使用する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価方法及び基準：授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（20％）、学力確認テスト（50％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　私たちの暮らしと地域福祉
第1回

地域福祉の歴史的発展第2回

新しい生活課題に対応する地域福祉第3回

福祉コミュニティの考え方と地域福祉の主体形成第4回

地域福祉理論の発展と広がり第5回

地域のとらえ方と福祉圏域第6回

地域福祉の主体と福祉教育第7回

社会福祉における地方分権化と地域福祉計画第8回

社会福祉協議会の役割と実際第9回

社会福祉法人の役割と意義第10回

特定非営利活動法人の役割とボランティア活動第11回

コミュニティソーシャルワークの考え方第12回

コミュニティソーシャルワークの方法第13回

地域アセスメント第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：新・社会福祉士養成講座　９　「地域福祉の理論と方法－地域福祉論」社会福祉士養成講座編集委員会　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・地域福祉論は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となっており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における社会福祉利用

者の自立を支援するものである。したがって、私たちの生活に深く関わりを持つものです。自分の問題として考え、学修に取り組んで

ください。

・社会福祉士国家試験の新カリキュラムでは前期後期の必修科目ですので、受験希望者は必ず受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08405] 地域福祉の理論と方法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木　寛之 タカギ　ヒロユキ takagi hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・地域福祉推進における住民参加の意義について理解する。

・地域福祉計画等の意義と内容、策定方法について理解する。

・地域福祉を推進する機関・人的資源等について理解する。

・地域福祉推進のための計画と課題について理解する。

【授業方法】

テキストによる講義や地域福祉関連のトピックスから地域福祉の全体像を把握し、住民に服しサービスを保障するための地域福祉

システムについて理解する。適宜、ビデオ等の視聴覚機材を使用する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

評価方法及び基準：授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（20％）、学力確認テスト（50％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　専門職の支援と地域福祉第1回

地域福祉推進における住民参加の意義第2回

住民の代表性と参加方法第3回

ソーシャルサポートネットワークの考え方第4回

社会資源の開発第5回

地域における福祉ニーズの把握方法第6回

地域における福祉ニーズの方法の実際第7回

地域トータルケアシステムの必要性と考え方第8回

地域包括ケアシステムと地域福祉第9回

生活困窮者支援と地域福祉第10回

地域における福祉サービスの評価方法第11回

災害支援と地域福祉第12回

まちづくりと地域福祉第13回

まとめ第14回

地域福祉の今後の課題第15回

【教科書・参考書】

テキスト：新・社会福祉士養成講座　９　地域福祉の理論と方法－地域福祉　社会福祉士養成講座編集委員会編　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・地域福祉論は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となつており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における社会福祉利用

者の自立を支援するものである。したがって、私たちの生活に深く関わりを持つものです。自分の問題として考え、学修に取り組んで

ください。

・社会福祉士国家試験の新カリキュラムでは前期後期の必修科目ですので、受験希望者は必ず受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08407] 家庭教育

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、現代の家庭教育における諸問題について考察し、子どもの発達過程における家庭教育の役割やその方法について理

解することを目的とする。授業を通じて、受講生は、家庭教育の現状と課題について理解するとともに、家庭で保護者がすぐにチ

ャレンジできる知識や技術を習得できる。

【授業方法】

毎回テーマにそって講義を進める。内容によって、演習、ディスカッションも行う。授業の中では、家庭で子どもを教育する場

合の知識や技術について具体的に紹介する。受講生同士アイデアを出し合い、できる限り多くの知識・技術を習得できるようにす

る。さらに、毎回学んだ内容をまとめることで定着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、予め次回テーマを伝えるので、それに関す

る情報収集等の予習を行うこと。事後学習では、毎回課題を課すため、必ず取り組み、学んだことを整理すること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（50％）、授業への取り組み（30％）、課題への取り組み（20％）により総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

家庭教育とは？／現代の家庭教育における課題第1回

子どもの発達と家庭教育　その１第2回

子どもの発達と家庭教育　その２第3回

遊ぶこととしつけ第4回

しつけをバッドサイクルからグッドサイクルへ／家庭教育のポイント第5回

家庭教育がうまくいかなくなるとき第6回

子どもの発達を促す日常生活の工夫第7回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方　その１第8回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方　その２第9回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方　その１第10回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方　その２第11回

子どもがかかえる要因別運動スキルの身につけ方第12回

子どもがかかえる要因別認知／学習スキルの身につけ方第13回

子どもの問題行動への対応第14回

まとめ：授業全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

テキスト：毎回プリントを配布する。参考書：『むずかしい子を育てるペアレント・トレーニング』野口啓示著（明石書店）2009

年、『家庭教育論』住田正樹著（放送大学教育振興会）2012年、『イラスト版 発達障害児の楽しくできる感覚統合―感覚とから

だの発達をうながす生活の工夫と遊び』太田篤志著（合同出版）2013年、『発達が気になる子への生活動作の教え方』立石加奈子

・中島そのみ著（中央法規）2013年、『発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方』立石加奈子・中島そのみ著（中央法

規）2013年、そのほか適宜紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

家庭での教育は、保育所、幼稚園、学校以外を除いた場合、子どもにとってもっとも重要な経験です。子育ての専門家として関

わる場合には、子育て支援について知識と技術を必要とします。もちろん欠席や遅刻は厳禁です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08409] 就労支援・更生保護制度

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 濵島　幸彦 ハマジマ　ユキヒコ hamajima yukihiko

【授業のねらい及び到達目標】

　本講義では、

１　再犯、再非行防止の観点から、各種の就労支援施策、更生保護制度の概要について理解する。

２　社会内処遇を担う更生保護及び保護司等ボランティアの重要性について理解する。

３　再犯防止のための就労支援施策、多機関連携及び協力雇用主の重要性について理解する。

４　再犯率が上昇している高齢出所者等への支援策、特に福祉との連携の重要性について理解する。

 [授業修了時の達成目標（到達目標）]

　更生保護制度を幅広く理解するとともに、就労支援施策の活用や関係団体･組織との連携により就労支援を円滑に行う方法を学

習する。

【授業方法】

　講義は、集中講義となる。講義内容は、以下のとおりであり、講義資料を配布する。特に、更生保護制度は馴染みがないため

、ＤＶＤを使用するほか、事例研究等を行い、理解しやすいように配慮する。更生保護制度等は、社会福祉士資格取得のために必修科

目となっており、社会福祉士国家試験問題（過去）にも取り組む。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

　受講前に、シラバスに示されたテキストを熟読し、用語の理解に努めるとともに、受講後においては、ノートを整理するなどし

て、講義内容の理解に努めること。なお、事前・事後学習は各120分以上お願いする。

【評価の方法及び基準】

　 授業への取り組み姿勢（40％）及び課題レポート成績（60％）により総合的に評価する｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

「社会内における再犯防止対策で重要と思う事項について」～レポートを作成する～第1回

犯罪、非行の状況（平成29年版犯罪白書）、刑事司法手続き及び少年審判手続きと更生保護第2回

更生保護とは。更生保護を担う機関・団体と人々第3回

仮釈放等と生活環境の調整の概要第4回

仮釈放と生活環境の調整の概要～仮釈放審理事例、生活環境調整事例等～第5回

更生保護における新しい施策～刑務所出所者等総合就労支援施策、職業訓練、ハローワークとの連携等～第6回

更生保護における新しい施策～高齢出所者に対する福祉との連携、住居確保策、刑の一部の執行猶予制度等～第7回

保護観察の概要（その１指導・監督機能）～保護観察の種類、遵守事項、専門的処遇プログラム等～第8回

保護観察の概要（その１指導・監督機能）～不良措置事例、社会貢献活動等～第9回

保護観察の概要（その２援助・福祉的機能）～協力雇用主、地方自治体の就労支援、更生保護施設等～第10回

医療観察制度の概要～医療観察事例等～第11回

犯罪被害者支援施策の概要第12回

恩赦、犯罪予防活動の概要第13回

更生保護、就労支援の課題～再犯防止推進法等～第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

　テキスト:『更生保護入門』松本勝編著第４版（成文堂）及び社会福祉養成講座編集委員会編『就労支援サービス』第２版（２

０１０年・中央法規）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

　刑事司法の分野では、近年、社会福祉との連携強化が求められており、更生保護、就労支援関係では社会福祉系の学生が職員等とし

て採用されることが増えています。

　この科目は、文献が少ないので，独自での勉強がしにくいところがあります。講義を聞く中で、疑問点は積極的に質問し、理

解を深めて下さい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [09904] 教職論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では､ まず教職の意義について学び､ それを踏まえて教師の職務､最後に現在教師が直面する実践上の課題を検討する｡�

教師の仕事、現代の教師が直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義形式で行う。教科書は最初の授業時に指定する。｡ 適宜資料を配布し参考文献を紹介する｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業内容をノートに整理して、要点をまとめておく。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 教職とは何か｡第1回

教師の日常第2回

子どもをつかむことの意義第3回

授業をつくる第4回

授業から学ぶ第5回

カリキュラムをつくる第6回

生活指導第7回

教師のライフコース第8回

同僚と学校をつくる第9回

生徒と学校をつくる第10回

戦後教育史のなかの教師（１）第11回

同上（２）第12回

教職の専門性第13回

教育改革と教師第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

無着成恭編 『山びこ学校』(岩波文庫)､ 今橋盛勝・牧柾名編 『教師の懲戒と体罰』 エイデル研究所､ 教育科学研究会学校部会

編 『子ども観の転換と学校づくり』 (国土社)､ 尾木直樹 『子どもの危機をどう見るか』 (岩波新書)､ 秋田喜代美・佐藤学編 『

新しい時代の教職入門』 (有斐閣)､ 柴田義松・山崎準二編『教職入門』 (学文社) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [09912] 特別活動の研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

学習指導要領では､ 中学・高校の教育課程を構＼成する教育活動のうち､ 教科指導､ 道徳以外の領域を特別活動と呼んでいる｡ 授

業では､ 子どもの自律性と自治的能＼力をどう育成するかということに焦点を当て､ これまでの議論を整理しながら､ 実践的課題に

ついて検討していく｡�特別活動の歴史的変遷と現代直面する課題と主要な実践について理解することを目標とする。 

【授業方法】

教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 場合によっては､ 学生諸君に報告をお願いする｡�事前学習

（120分）、前回のノートと配布資料に目を通しておくこと。事後学習（120分）、ノートを整理し理解を深め、次回に備えること

。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション。現代における特別活動の意義第1回

日本教育史における特別活動の歩み (１) 戦前第2回

日本教育史における特別活動の歩み (２) 戦後第3回

学級活動と学級集団づくり第4回

生徒会活動と自治能＼力の育成第5回

クラブ活動第6回

学校行事の意義とその内容 (１) 入学式､ 卒業式第7回

学校行事の意義とその内容 (２) 修学旅行第8回

学校行事の意義とその内容 (３) 文化祭第9回

学校行事の意義とその内容 (４) 体育祭第10回

長野・辰野高校学校三者会議の実践第11回

長野・軽井沢高校 ｢軽高会議｣ の実践第12回

修学旅行の企画作り（１）第13回

修学旅行の企画作り（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

竹内常一 『おとなが子どもと出会うとき､ 子どもが世界を立ちあげるとき』(桜井書店)

浦和商業高校定時制四者協議会編 『この学校がオレを変えた』(ふきのとう書房)

宮下与兵衛 『学校を変える生徒たち』(かもがわ出版)

宮下聡 『中学生の失敗する権利､ 責任をとる体験』(ふきのとう書房) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07149] 社会活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

社会的活動に通算５日以上参加した場合又は､ 大学生レベルの各種資格を取得した場合に単位を認定する｡

【授業方法】

１. 社会的活動を通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡ なお､ 活動日程・内容及び感想をまとめたレポー

トを､ 提出すること｡ 例 地方公共団体等から依頼のあった場合２. 在学中に大学生レベルの各種資格を取得した場合に､ 単位を

認定する｡ 認定できる資格か否かは､ 学務に問い合わせること｡ 例 英検準１級 気象藍?m ホームヘルパー１級 情報処理技術者

１級 その他

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

１. 社会的活動の場合 提出されたレポートと面接により評価する｡�２. 各種資格の場合 　資格を取得したことを証明できる物の写

しを提出すること｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

＊第1回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格は財産である｡ 在学中に積極的に､ 資格取得にトライしてみよう｡ 在学中において取得した資格に限る｡ 詳細については､ 学務

に問い合わせること｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07175] インターンシップの単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 カリキュラム＆学修支援委員会委員長

【授業のねらい及び到達目標】

学生が一定期間将来に関連のある企業等の中で研修生として就業体験を行い、自分の進路先及び適正等を見つめ直す。将来の就

職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。

【授業方法】

本学が委託した「委託インターンシップ」と、各個人が縁故による「縁故インターンシップ」がある。一般企業等への就職希

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間の

インターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修として、インターンシップする企業等の概要について調べておくこと。事後学修として、インターンシップで得たこと

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

受け入れ側の評価及び勤務態度等の記されている報告書及び各自のレポートにより評価する。その他詳細については、『身延山大

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自分自身の進路において非常に価値のある体験です。冷やかしや遊び半分で行うことの無いようにして下さい。文部

科学省、経済産業省、厚生労働省や各経済団体は、インターンシップを積極的に推進しており、インターンシップを

取り入れている企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会と

しても意義が大きいものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシッ

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

　本学開講科目『情報処理入門』『情報処理応用』を修得した学生。ワープロソフト及び表計算ソフトが使用できる

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

目的を持って授業に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08238] キャリア教育Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

主に英語の上級コース、特に学生に必要な英語知識の応用コースを提供します。本講義をすることにより学生はその希望に則し

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

ここ数年､ 少人数のため時間を決めて研究室で一対一の学習をしていますが、人数が多いと教室での講義となります｡�TOEIC狙い

の学生にはTOEICの教材を使って､ 英語で会話をする希望のある学生には会話学習の教材で対応していきます｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。 

【評価の方法及び基準】

この場合､ 評価は授業への取り組みと試験と宿題を基準に行います｡ 目安として､ 授業への取り組みと学力確認試験は40％ずつで､ 

課題などその他は20％です｡受講前に用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Pronunciation第1回

Greetings第2回

You　and　Your　Family第3回

Everyday　Life　in　Minobu第4回

Future　Dreams第5回

High　School　Days第6回

中間テスト第7回

Reading　Comprehension第8回

Telephoning第9回

Fixing　an　Appointment第10回

Complaints第11回

Requests　and　Offers第12回

Specific　Career　Terminology１第13回

Specific　Career　Terminology２第14回

まとめと前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

高度な勉強です。 発音などに関しては厳しく指導しますので､ しっかり話せるようになりたい方に受講していただきたいです｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08239] キャリア教育Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman

【授業のねらい及び到達目標】

主に英語の上級コース、特に学生に必要な英語知識の応用コースを提供します。本講義をすることにより学生はその希望に則し

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

ここ数年､ 少人数のため時間を決めて研究室で一対一の学習をしていますが、人数が多いと教室での講義となります｡�TOEIC狙い

の学生にはTOEICの教材を使って､ 英語で会話をする希望のある学生には会話学習の教材で対応していきます｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。 

【評価の方法及び基準】

この場合､ 評価は授業への取り組みと試験と宿題を基準に行います｡ 目安として､ 授業への取り組みと学力確認試験は40％ずつで､ 

課題などその他は20％です｡受講前に用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

教科書選びと作戦決め第1回

単語テストと文法学習第2回

Listening　Exerciseの学習第3回

単語テストと文法学習第4回

Reading　Exerciseの学習第5回

単語テストと文法学習第6回

Listening　Exerciseの学習第7回

単語テストと文法学習第8回

Reading　Exerciseの学習第9回

単語テストと文法学習第10回

Listening　Exerciseの学習第11回

単語テストと文法学習第12回

Reading　Exerciseの学習第13回

単語テストと文法学習第14回

まとめと後期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

高度な勉強です。 発音などに関しては厳しく指導しますので､ しっかり話せるようになりたい方に受講していただきたいです｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08251] 手話実践（日常会話）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

前年までに、聴覚障害者とのコミュニケーションとはどのようなものか、体験を通して学んで来ています。そのことを基礎とし

、本授業では、手話の特徴を学びながら語彙を増やしさらにコミュニケーション力が身につくようになります。また聴覚障害者の

理解をさらに深めるため、聴覚障害者から話をしてもらう時間を作り、実践的に学びます。 

【授業方法】

テキストに添いながら、生活で使う手話の語彙を繰り返し覚えていきます。また、自分のことが手話で話せるように、毎回一人一

人が発表をおこないます。実践を主にした授業を進めていきます。聴覚障害者とのコミュニケーションにより、聞こえないことを

具体的に学べるようにします。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、自分で話したいことをまとめ、手話単語

の確認をおこなうこと。事後学習では、授業の中で覚えた単語を復習すること。授業の中に指示されたことを確認し、レポートを書

いておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（４０％）、小テスト（２０％）、レポート（２０％）、学力確認テスト（２０％）により総合評価します

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自己紹介 (名前・住所・家族・趣味・数字) 表現と読み取り第1回

自己紹介 (仕事・あなたの家・指文字) 表現と読み取り第2回

話しかけてみましょう (一日・一ヶ月・一年) 表現と読み取り第3回

話しかけてみましょう　 表現と読み取り第4回

話しあってみましょう 　表現と読み取り第5回

まとめ第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

具体的表現１(形・動作・状況を工夫して表現しましょう)第8回

具体的表現２ (意味をつかんで表現しましょう)第9回

置き換えの表現 (意味に合った手話を表現しましょう)第10回

実践 (聴覚障害者と交流)第11回

表情 (表情の強弱・速度を工夫して表現しましょう)第12回

主語の明確化１ (位置・方向を工夫して表現しましょう)第13回

主語の明確化２ (位置・方向を工夫して表現しましょう)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟　1,500円)『手話教室 基礎』(財団

法人全日本ろうあ連盟1,400円) 参考書：『私たちの手話』（全日本ろうあ連盟）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

前年度学んだことを土台にし､自分が伝えたいことをまとめる準備をし授業に出席してください。コミュニケーションを通して

伝えること・伝わることを感じられるように進めていきます｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08252] 手話実践（通常会話）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

聴覚障害者は私たちと同じ社会で暮らしています。今後、出会うこともあるはずです。その時、当たり前にコミュニケーションが

できるのは大切なことです。また、聴覚障害者について他の人に話せることも大切です。今までの授業で学んだ手話をもとに、本

授業では、自分ができるコミュニケーションを身につけられるように、実践を重視した授業を学びます。また、仲間とのコミュニケ

ーションも必要だと再確認ができるように、グループで学びます。

【授業方法】

前半はテキストを使用しながら､語彙の確認を中心に実践練習を行ないます｡後半は、聴覚障害者を考えて自分ができるコミュニケ

ーションを考え、手話で発表できるように確認していきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、授業内容を確認すること。特に後半は自

分の内容を考えてくること。事後学習では、授業中自分が気付いたことをまとめ、振り返りを行う。また授業中指示されたことを確

認する。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（４０％）、小テスト（２０％）、学力確認テスト（４０％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

基本文法の確認第1回

手話の形・方向・位置のまとめ１第2回

手話の形・方向・位置のまとめ２第3回

手話の形・方向・位置のまとめ３第4回

手話の形・方向・位置のまとめ４第5回

手話の形・方向・位置のまとめ５第6回

実践 (聴覚障害者との交流)第7回

自分のコミュニケーション方法を考える　１第8回

自分のコミュニケーション方法を考える　２第9回

自分のコミュニケーション方法を考える　３第10回

自分のコミュニケーション方法を知る　　１第11回

自分のコミュニケーション方法を知る　　２第12回

自分のコミュニケーション方法を伝える　１第13回

自分のコミュニケーション方法を伝える　２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟　1,500円)『手話教室 基礎』(財団

法人 全日本ろうあ連盟1,400円) 参考書：『私たちの手話』（全日本ろうあ連盟）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に仲間通しでやり取りしたことを考え、復習し次の受講をすることが望ましい。今後自分が人として成長していく上で､ 何が

大切なのか､ 何をしなければならないかを、一人一人が考え、みんなで話せるようにしてほしい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08279] 音楽Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 富山　美由紀 トミヤマ　ミユキ tomiyama miyuki

【授業のねらい及び到達目標】

更なる演奏技術向上と､ 実践に即した即興的な伴奏付けの知識､ 技術の習得｡

【授業方法】

実技演習を軸に､随時音楽理論の復習としての講義。ピアノ・歌唱の実技試験と、期末には生徒自身のプログラムによる模擬保育実習

を行う｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学期末試験 (筆記､ 実技) 50％､ 授業への取り組み姿勢（自宅学習の課題含む）30％、小テスト20％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)※第1回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第2回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　　第3回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　第4回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　　第5回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第6回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　第7回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第8回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第9回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　　第10回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第11回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第12回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第13回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第14回

総まとめ｡ 公開模擬保育実技試験第15回

【教科書・参考書】

チャイルド本社 ｢こどものうた200｣ ｢続こどものうた200｣ （開講までに各々準備すること）その他オリジナル教材等を随時使用

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎日練習できるよう、開講までに鍵盤楽器 (ピアノ・電子ピアノ・キーボード) を自宅に用意すること｡ なおキーボードはタッ

チレスポンス (タッチセンス) 機能があり､ 標準鍵盤61鍵以上のものとする｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08312] 社会的養護内容

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

施設に居住する児童の処遇は､ 一般家庭の児童に劣らないような援助を目指す｡ 児童養護の援助は､ 保育士や指導員の中心的役割遂行

によって進められていく｡ 養護内容は養護原理で学習したことを､ 具体的にどのように展開するかを明らかにするものである

｡�

【授業方法】

児童福祉施設における養護・援助プログラム､ 処遇の実際を児童の立場に立って理解することを試みる｡その上で養護児童の心身の成

長や発達を援助するために必要な知識や技術を習得､ 職員と児童の関わり方､ 福祉職員の専門性について学ぶ｡ 

受講前に前回受講時の内容を必ず復習すること、受講後は内容の習得が得られるよう反復すること。事前事後学習時間についてはそれ

ぞれ120分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

授業態度(25％)､ 試験結果(75％)などを総合的に評価する｡�受講前に前回受講時の内容を必ず復習すること、受講後は内容の習得が

得られるよう反復すること 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

養護に関する基本的理解 子どもの権利、親権の基本的理解第1回

社会的養護における保育士等の論理、責務第2回

施設養護の特性及び実際①第3回

児童福祉施設で生活するということ第4回

家庭養育の特性と実際第5回

社会的養護におけるケアマネジメント第6回

自立支援計画の作成第7回

日常生活に関する事例分析第8回

心理分析に関する事例分析第9回

自立支援に関する事例分析第10回

記録及び自己評価第11回

社会的養護における保育士の専門性第12回

社会的養護におけるソーシャルワーク第13回

施設小規模化と地域の関りの課題と展望第14回

社会的養護の課題と展望第15回

【教科書・参考書】

「社会的養護内容」中央法規

『よくわかる養護内容・自立支援』ミネルヴァ書房 2,200円 2007年 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業は事例、ビデオ等を用いてできるだけ具体的に演習形式で進めるが､ 学生も積極的に参加し意欲的な学習態度を期待する｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08335] 子どもの食と栄養

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 根津　美智子 ネヅ　ミチコ nezu michiko

【授業のねらい及び到達目標】

1.健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的内容を理解する。

2.子どもの発育・発達と食生活の関連について理解する。

3.食育の基本とその内容及び食育のための環境を地域社会・文化とのかかわりの中で理

  解する。

4.家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について説明できる。

5.特別な配慮を要するこどもの食と栄養について説明できる。

【授業方法】

講義を中心に５回の実習を混じえた授業とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

達成度の確認テスト80％､ 実習授業への取り組み態度10％､ 授業への取り組み姿勢10％により総合評価します。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、子どもの健康と食生活の意義、子どもの食をとり巻く問題点について

事前学習：現在の子どもの食をとり巻く問題点について調べておく。

事後学習：食生活上の問題点の原因を考えておく。

第1回

乳児期の栄養、栄養法、調乳方法　調乳実習

事前学習：調乳法の種類を調べておく。

事後学習：母乳栄養の利点をまとめておく

第2回

離乳食の意義と食生活、離乳食の意義と進め方、市販離乳食の味見

事前指導：離乳食の必要性を調べておく。

事後指導：離乳食の必要性、進め方の目安をまとめる。　

第3回

離乳食実習

５～６か月、７～８か月、９～１１か月、１２～完了期
第4回

幼児期の間食、間食の意義と好ましい食材について

事前指導：間食が何故必要なのかを調べる。

事後指導：好ましい間食の内容をまとめる。

第5回

保育所給食及び間食実習（未満児）第6回

食育の基本と内容、食育の基本と食生活指導及び食を通した保護者への支援

事前指導：食育基本法はどうして生まれたのか調べておく。

事後指導：食育基本法についてまとめる。
第7回

保育所給食及び間食実習（３歳以上）第8回

幼児期・学童期の心身の発達と食生活の意義

事前指導：幼児期、学童期の食生活上の問題点を各自考えておく。

事後指導：現代の食生活の課題と次世代に及ぼす影響をまとめる。

第9回

家庭及び児童福祉施設における食事の現状

事前指導：乳児院、養護施設における食事の問題点を調べておく。

事後指導：乳児院、養護施設における食事の問題点をまとめておく。

第10回

特別な配慮をする子どもの食と栄養

事前指導：疾病時の食事の内容はどのようにしたらよいかを調べておく。（具体的に）



事後指導：体調不良時の食の対応をまとめる。

第11回

栄養の基本的概念と栄養素の種類

事前指導：5大栄養素を調べておく。

事後指導：たんぱく質、脂質、炭水化物の働きをまとめておく。

第12回

栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能

事前指導：必須脂肪酸について調べておく。

事後指導：必須脂肪酸をまとめ、どのような食品に多く含まれているかをまとめる。

第13回

食事摂取基準と献立作成及び調理の基本、食事バランスガイドについて

事前指導：調理の3原則を調べておく。

事後指導：食事バランスガイドを用い、自分の食生活はどうかをまとめる。

第14回

幼児を対象とした食育教材を活用した食育について

筆記試験
第15回

【教科書・参考書】

テキスト： 『改定２版　新 保育士養成講座 第8巻 子どもの食と栄養』 新 保育士養成講座編纂委員会（全国社会福祉協　　　　　

　議会） 2017年　

参 考 書： 『子どもの栄養・食教育ガイド』 坂本元子著（ 医歯薬出版） 2017年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

現代社会において､ 子どもの心と身体を育てる食事のあり方を実態を踏まえて考えていきたい。

初回に学生自身の食べるマナーや、幼児期の食事について振り返り語ってもらう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08336] 障がい児保育

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 古屋　義博 フルヤ　ヨシヒロ furuya yoshihiro

【授業のねらい及び到達目標】

「障害児保育を支える理念や歴史的変遷、国際的な動向」「様々な障害」「障害のある子どもの保育の計画」「障害のある子どもの

保護者への支援や関係機関との連携」「障害のある子どもの保育にかかわる保健・医療・福祉・教育等の現状と課題」などについ

ての講義と演習を実施します。それによって、障害のある子どもの保育を担う実践的な力量や、保護者を含めた関係機関との連携の

ための基礎的な素養などを身につけることができます。

【授業方法】

各単元（題材）についての次に示す手順によって授業のねらいへの接近を図ります。第一段階：各単元（題材）に関する基礎的な事

項の説明 (講義形式)。第二段階：事例研究や役割演技、模擬保育 (演習形式)。第三段階：自己の保育・生活経験の省察とそれを踏

まえた自己の課題への気づき (振り返りのためのレポート作成)。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習と復習の総時間数は、授業ごと二時間以上とします。予習については、シラバスに記されたキーワードの意味を調べ、ノート

に書きましょう。復習については各授業で配付されたワークシートを読み返し、理解が不足している部分についての調べ学習を

してみましょう。

【評価の方法及び基準】

レポートだけで評価します。全八件のレポートを課し，その合算とします。なお、レポート提出のための条件は､ その単元（題

材）を扱った授業に出席して，演習（事例研究や役割演技など）に参加したこととします。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

障害児保育の最近の動向「障害者権利条約」「合理的配慮」「障害者差別解消法」「インクルーシブ保育」第1回

障害児保育を支える理念（１）「障害の概念」としての「ＩＣＦ」の理解とその利用第2回

障害児保育を支える理念（２）「環境」にある「障壁（バリア）」による障害 第3回

障害児保育を支える理念（３）「保育所保育指針」に記された「障害児保育」第4回

障害の理解（１）「肢体不自由」「視覚障害」「聴覚障害」などを例にして第5回

障害の理解（２）「知的障害」を例にして第6回

障害の理解（３）「発達障害（自閉症スペクトラム障害）」を例にして第7回

障害の理解（４）「発達障害（ＡＤＨＤやＬＤ）」を例にして第8回

障害のある子どもの発達の援助（１）「学習」という用語の概念第9回

障害のある子どもの発達の援助（２）「様々な学習：観察学習・試行錯誤学習・洞察学習・古典的条件づけ第10回

障害のある子どもの発達の援助（３）「オペラント学習」を応用した技法の理解第11回

障害のある子どもの発達の援助（４）「オペラント学習」を応用した技法の実際 第12回

発達の障害とあそび・環境との関係（１）「発達の障害」の概念 第13回

発達の障害とあそび・環境との関係（２）「感覚－運動機能の発達」とあそび 第14回

発達の障害とあそび・環境との関係（３）「認知機能の発達」とあそび第15回

障害児保育の実際（１）「保育の計画」の意義 第16回

障害児保育の実際（２）「保育の計画」の模擬的な作成と実施（「行事」を例にして） 第17回

障害児保育の実際（３）「保育の計画」の模擬的な作成と実施（「ＩＡＤＬ」を例にして）第18回

障害児保育の実際（４）「ＰＤＣＡサイクル」の意義第19回

インク－シブ保育の実現（１）「育ちあい」という用語の概念第20回

インク－シブ保育の実現（２）「育ちあい」を促す保育士の役割第21回

インク－シブ保育の実現（３）「育ちあい」を促す「コミュニケーション技法」の理解第22回

インク－シブ保育の実現（４）「育ちあい」を促す「コミュニケーション技法」の実際第23回

家庭や関係機関との連携（１）「保育所保育指針」に記された「連携」の意義第24回

家庭や関係機関との連携（２）「個別の支援計画」作成の意義第25回

家庭や関係機関との連携（３）「保育相談」や「就学相談」の原則第26回

家庭や関係機関との連携（４）「保育相談」や「就学相談」の実際：事例研究第27回

障害のある子どもの保育に関わる今日的な課題（１）「合理的配慮」の実際（予定）第28回

障害のある子どもの保育に関わる今日的な課題（２）「合理的配慮」の課題（予定）第29回

障害のある子どもの保育に関わる今日的な課題（３）その他の諸課題第30回



【教科書・参考書】

教科書：授業中に紹介します。参考書：『子どもの発達支援－障害児教育のフィールドワーク－』古屋義博ら編（啓明出版）2002年

、『Ｑ＆Ａで学ぶ障害児支援のベーシック』小畑文也ら編著（コレ-ル社）2013年、『保育所保育指針解説書（厚生労働省版）』厚

生労働省編（厚生労働省）2008年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「講義」を通して専門的な知識を身につけるとともに，「演習（事例研究や役割演技など）」を通して障害種別を超えた子どもの

行動の理解の仕方や発達援助のしなやかな技法を身につけ、すてきな保育者になってください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08341] キャリア教育Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

自分の夢や人生の目標を持って豊かなキャリアを築くための基礎をつくること、学生と社会人の違いを考えつつ、社会人として必

要な知識や心構えを習得することを主な課題として、４年生の春から本格的にスタートする就職活動に向けて一足早く準備を始め

ます。また、ビジネス電話検定の受験（知識Ａ級取得を目指します）を必須としています。連絡を取り合う手段として頻繁に使用する

電話応対のしかたを学びながら、社会で役立つ知識を習得していきます。

【授業方法】

配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションなどを行います。講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単

なゲームなどを通して「感じる」「考える」時間を作っています。第５回～第11回のビジネス電話検定対策では、指定したテキ

ストおよび配布する過去問を使い、Ａ級合格に向けて学習を進めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将来

について、考える時間を作ってください。

【評価の方法及び基準】

小論文試験（30％）、授業への取り組み姿勢（30％）、課題提出（30％）、ビジネス電話検定（10％）によって評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

なりたい自分になる！夢の叶えかた第1回

コミュニケーションの基本１第2回

コミュニケーションの基本２第3回

マナーの基本第4回

スキル開発（１）　ビジネス電話検定　対策第5回

スキル開発（２）　ビジネス電話検定　対策第6回

スキル開発（３）　ビジネス電話検定　対策第7回

スキル開発（４）　ビジネス電話検定　対策第8回

スキル開発（５）　ビジネス電話検定　対策第9回

スキル開発（６）　ビジネス電話検定　対策第10回

スキル開発（７）　ビジネス電話検定　試験第11回

社会人としての心構え１第12回

社会人としての心構え２第13回

知っておきたい法律・規則第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

●テキスト『ビジネス電話検定知識Ｂ級Ａ級実践級受験ガイド』財団法人実務検定協会（早稲田教育出版）1,080円　●第１回～第

４回、第12回～第14回の講義はプリントを配布します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

●ビジネス電話検定受験ガイドを必ず購入してください。●ビジネス電話検定受験は必須です。●第１回講義時にビジネス電話検

定受験ガイドの購入について説明しますので、必ず出席してください。●講義中は積極的に考え行動してください。また欠席を

しないよう心掛けてください。●ビジネス電話検定受験料は、Ａ級（3,000円）Ｂ級（2,200円）です。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08342] キャリア教育Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

全員が希望就職先で内定をもらうことを目的とします。就職面接試験は、あなたの人生を大きく左右するほどのとても大切な分

岐点です。自己分析や企業研究のしかた、目的、効果を学ぶことで、あなたに合った就職先を見つけられるようになり、志望動

機の書き方や自己アピールの作り方、履歴書の書き方などのコツを学ぶことで、自分の魅力をしっかり伝えられるようになりま

す。また、面接やディスカッションのポイントやコツもお伝えしますので、面接で何を表現し、何を語ればよいのかが分かる

ようになります。

【授業方法】

●配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションを行います。●実際に自己分析・企業研究をして、これに基づいた志望動

機・自己アピールを考えて履歴書を作成します。●講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単なゲームを通して「

考える」「感じる」時間を作っています。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将来

について考え、実際の就職活動に活かせるよう努めてください。

【評価の方法及び基準】

小論文試験（30％）、授業への取り組み姿勢（40％）、課題提出（30％）によって評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

就職活動のプロセス第1回

自己分析１第2回

自己分析２第3回

企業研究とマッチング第4回

志望動機第5回

自己アピール第6回

履歴書の作成第7回

お礼状の書き方第8回

面接の種類と対策第9回

第一印象の重要性と身だしなみ第10回

美しい姿勢とお辞儀/面接の流れを確認する第11回

正しく聴いて分かりやすく答える（理解する力・伝える力）　質疑応答例第12回

ディスカッション１第13回

ディスカッション２第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

●毎講義時にプリントを配布します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

●就職活動に必要な知識を得るために、欠席はしないよう心掛けてください。●講義中は積極的に考え行動してください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08397] 小児体育Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

幼児期に体を動かすことは、心身の健全な発達に欠かせないことである。幼児期の身体活動の意義と大切さについて学ぶととも

に、幼児の身体活動を楽しく豊かにしていくための方法を学ぶ。また、保育士となる学生自らも基礎体力や基本的な運動技能を身

につけるとともに、運動に親しみ、健康的な生活をつくりだしていけるような素養を身に付ける。

【授業方法】

講義と実技を交えて行う。保育士自らが子どもと同じように遊んだり走ったりして運動を楽しめるよう、さまざまな種類の運動を取

り入れていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

積極的に体を動かし、運動に親しむ。授業前には前回の授業内容を復習し、また反復練習によって技能が向上していくように努

力する。授業後には、授業内容の記録とふりかえりをノートに記述する。事前・事後学習は120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業参加態度（40%）　実技テスト（30％）　ノート・レポート（30%）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

幼児の身体と運動能力の特性について第1回

日常保育における運動保育（体操・身体表現）第2回

日常保育における運動保育（ゲームあそび）第3回

日常保育における運動保育（伝承あそび）第4回

日常保育における運動保育（なわとびあそび）第5回

日常保育における運動保育（マット・とびばこあそび）第6回

日常保育における運動保育（ボールあそび）第7回

日常保育における運動保育（かけっこあそび）第8回

日常保育における運動保育（野外での活動）第9回

日常保育における運動保育（野外での活動）第10回

日常保育における運動保育（野外での活動）第11回

運動会における取り組み第12回

運動会における取り組み第13回

運動会における取り組み第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介していく。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

子どもたちのより良い発達を願い、喜びを共にすることを念頭に置き、自分自身が楽しみ、表現し、意欲と笑顔にあふれる取り組

みであってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08398] 小児体育Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

小児体育Ⅰの内容をふまえて、幼児の身体活動をより楽しく豊かにしていく方法を自ら創意工夫して考え出し、運動保育のあり方

や指導法について学び、実践していくことができるようにする。

【授業方法】

講義と演習を交えて行う。運動遊びを考え、指導者として指導したり、指導を受けたりする模擬保育を多く取り入れていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

模擬実践授業が主になるので、授業者は事前準備を入念に行った上で、授業を行う、授業を受ける者も積極的に参加し、実践授業についての

感想や意見を述べて、よりよい授業にするにはどのようにしたらよいかを討議する。

授業後は授業内容を記録し、ふりかえりをしっかり行い、ノートに記述する。それを生かして次の授業に臨むこと。

事前・事後学習はそれぞれ120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業参加態度（40％）　模擬授業内容（30％）　ノート・レポート（30％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

運動保育の指導実践にあたって１　指導計画を立てる第1回

運動保育の指導実践にあたって２　指導計画の実施とふりかえり第2回

運動保育の実践１（模擬保育）第3回

運動保育の実践２第4回

運動保育の実践３第5回

運動保育の実践４第6回

運動保育の実践５第7回

水遊びの指導と演習１第8回

水遊びの指導と演習２第9回

水遊びの指導と演習３第10回

水遊びの指導と演習４第11回

幼児期の野外活動１第12回

幼児期の野外活動２第13回

幼児期の野外活動３第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介していく。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習や現場に出てすぐに指導できるような実践力を身につけるため、子どもを目の前にして指導しているような意識を持ち、工夫した

実践を行うことを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08399] 図画工作Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

自らが絵画造形に親しみ、知識を身につけ、技能を向上させていくことによって、子どもとともに楽しんで活動できるような資質を

養う。

【授業方法】

図画工作に関するさまざまな技法を講義と実技を通して学べるようにしていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

授業前には、あらかじめ指示された課題を行っておく。自らが楽しんで作品作りに取り組むこと。

授業後には、作品を整理したり、記録をノートにまとめる。授業時間内で目標段階まで仕上がらなかったものは、次の授業までには

できているようにすること。事前事後学習は、120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業参加態度（30％）　作品内容（40％）　ノート・レポート（30％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの発達と生活、図画工作の関係について第1回

絵画造形に関するさまざまな技法１第2回

絵画造形に関するさまざまな技法２第3回

絵画造形に関するさまざまな技法３第4回

絵画造形に関するさまざまな技法４第5回

絵画造形に関するさまざまな技法５第6回

手作りおもちゃ１第7回

手作りおもちゃ２第8回

手作りおもちゃ３第9回

手作りおもちゃ４第10回

自然物を使った造形遊び１第11回

自然物を使った造形遊び２第12回

自然物を使った造形遊び３第13回

自然物を使った造形遊び４第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実技講習なので、授業に必要な道具、材料をしっかり用意すること。

創意工夫をもって楽しんで作品作りに取り組むこと。

- 106 -



対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08418] ボランティア活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

ボランティア活動に通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡

【授業方法】

各学生がボランティア活動として通算５日以上参加した場合に､ 単位を認定する｡�なお､ ボランティアの日程・内容及び感想を

まとめたレポートを提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

提出されたレポートと面接により評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ボランティアとは､ ｢助ける｣ ことと ｢助けられる｣ ことが融合した､ 魅力にあふれた活動である｡ ボランティア活動に､ 参加

することは自分の成長にとっても得るものが多い｡ 積極的に活動することを期待する｡�単位の換算上､ ５日以上参加しなければ単

位を認定できません｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09089] 生活支援技術Ⅴ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 佐々木　さち子 ササキ　サチコ sasaki sachiko

【授業のねらい及び到達目標】

尊厳の保持の観点から､ どのような状態であっても､ その人の自立・自律を尊重し､ 潜在能力を引き出したり､ 見守ることも含め

た適切な介護技術を用いて安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする｡�[授業修了時の達成目標 (到達目標)]

 安心して援助を受けられる利用者のために､ 技術・知識の基本を身につける｡�

【授業方法】

[授業全体の内容の概要] 介護の基礎となる生活支援と意義を理解し､ 経営・管理する能＼力を養う｡ 介護福祉士としての実践能＼

力を持つ人材を育成することを､ 目標とする。生活の基本である技術（自立に向けた移動の介護、自立に向けた食事の介護、自立に

向けた入浴・清潔保持の介護など）を身につける。演習の宿題を出すので必ず提出し、授業の中でディスカッションを行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　120分　予習課題を行う。

事後学習　120分　復習課題を行う。

【評価の方法及び基準】

記述試験50%　実技試験50%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

自立生活を支える移動・移乗の介護（体位変換）第2回

自立生活を支える移動・移乗の介護（杖歩行）第3回

自立生活を支える移動・移乗の介護（車椅子介助）第4回

自立生活を支える移動・移乗の介護（車椅子介助）第5回

自立生活を支える移動・移乗の介護（安楽な体位の保持）第6回

自立生活を支える食事の介護（咀嚼・嚥下のメカニズム）第7回

自立生活を支える食事の介護（食事介助）第8回

自立生活を支える食事の介護（誤嚥・窒息の予＼防）第9回

自立生活を支える食事の介護（脱水の予＼防）第10回

自立生活を支える食事の介護（他職種の連携）第11回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第12回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第13回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第14回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第15回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第16回

自立生活を支える排泄介護第17回

自立生活を支える排泄介護第18回

自立生活を支える排泄介護第19回

自立生活を支える排泄介護第20回

自立生活を支える睡眠の介護第21回

自立生活を支える睡眠の介護第22回

自立生活を支える睡眠の介護第23回

自立生活を支える睡眠の介護第24回

自立生活を支える睡眠の介護第25回

自立生活を支える終末期の介護第26回

自立生活を支える終末期の介護第27回

自立生活を支える終末期の介護第28回

自立生活を支える終末期の介護第29回

まとめ・総括第30回



【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　７　生活支援技術Ⅱ　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学んだ介護技術は回数を重ね身につけていくようにしてください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09116] 介護実習Ⅰ

期　間 前期 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

施設の環境を知り､ そこで生活している利用者と交流し理解を深め､ ケアワーカーの基本を理解する｡�１ 複数の施設で実習するこ

とにより､ 介護サービス現場に対する視野を広める｡ ２ 施設の種類と概要､ 介護職員の役割ついて理解する｡ ３ 利用者との人間

的な触れあいを通じて､ 利用者とのコミュニケーションを図る｡ ４ 基本的な介護技術と習得する｡ ５ 介護関係の記録の様式を

知る｡ ６ 介護者としての自己の態度を振り返り､ 今後の学習課題を明確にする｡ 

【授業方法】

[授業の目的・ねらい]

[授業全体の内容の概要]

指定介護老人福祉施設､ 介護老人保健施設､ 身体障害者療護施設等で実習を行う｡�[授業修了時の達成課題 (到達目標)]

上記施設での実習を通して､ １ 施設の種類と概要を理解する｡ ２ 介護職員の役割を知る｡ ３ 利用者との接し方を学ぶ｡ ４ 感染蘭

hを理解する｡ ５ 基本的な介護技術を習得する｡ ６ 介護関係の記録の種類と報告の重要性を知る｡ 今後の課題を明確化する｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第１段階 (施設介護実習 ２年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間))コミュニケーション関係が比較的容易な

障害者施設と老人施設を実習施設とし､ 利用者との人間的ふれあいを通じて､ 利用者の需要と介護の機舶ﾀびに施設職員の一

般的な役割について学習する｡�そのため指導者は１～４名の利用者を学生のために定めて初歩的な日常生活援助を指導

する｡�また１週のうち１回以上をケースカンファレンスの時間にあてる｡

第1回

【教科書・参考書】

介護実習の手引き 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格に関わる授業の学びを介護実習で実践していく。実習記録の提出期限を守る、遅刻をしない、健康の維持管理をする等日常生活に

必要な基本的マナーを身につけてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09118] 介護実習Ⅱ

期　間 後期 （1回） 単 位 数 必修 （4） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

１ 老人や障害 (児) 者の特性と生活の実際を知り､ 生涯のレベルに応じた適切な介護技術を学ぶ｡ ２施設の環境を環境を知り､ 利

用者と積極的に交流を図り､ 施設生活の実際と利用者の特性を知る｡ ３施設利用者の生活全般について理解し､ さまざまな状況に対

応できるよう福祉用具の活用迫ﾍを高め､介護技術を深める｡ ４ 介護職員の一日の業務の流れと他職種との連携を理解する｡ ５ 

反省会等を通して､ 介護者のあり方を理解し､ 自己の学習課題を明確にする｡�

【授業方法】

[授業全体の内容の概要] 指定老人福祉施設､ 介護老人保健施設等で実習を行う｡ なお３年次には居宅介護実習 (５日間) を行う｡ [授業

修了時の達成課題 (到達目標)] 実習を通して､１施設の特徴を理解する ２介護職員と他職種との関わりを知る ３利用者とのコミュ

ニケーションを図る ４感染蘭hを理解する ５利用者に適した介護方法を選択し､ 適切な介助を実践する ６介護関係の記録と報

告の実際を理解する ７ケアプランを立てる８利用者の自立への過程を理解する ９社会資源の活用 10利用者と家族との関係を理解す

る 11集団生活を理解する 12今後の課題を明確化する 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第２段階(施設介護実習 ２年次 春休み２月から３月まで 18日間 (３週間))

重度生活障害を有する障害者または老人の施設を実習施設とし､ 障害レベルに応じて求められる介護技術の適正な用い

方について学習する｡ また､ 医療・看護との関連で､ 独自の判断で行ってはならない仕事と連携の方法についても学習

する｡ 指導者の指導方針は､ 第１段階に準ずるが､ より多くのケースカンファレンス時間を準備し､ 利用者の介護需要に

対応した水準の向上に留意する｡ (訪問介護実習３年次 ６～７月 ５日間 (１週間) 老人居宅介護等事業の訪問介護員

､ 入浴サービス及び在宅介護支援センター (訪問) の介護職員との同行訪問を行う｡�(１) 実習の時期は､ 施設実習の第

２段階終了後を嵐閧ｵている｡

(２) 設実習とは異なる訪問介護の特性を学習する｡ (生活形態､ 家族との関係､ 自立支援､ 家族への援助､ 保 健医療

との連携など｡)

(３) 別の介護過程の展開についても学習する｡�(４) 居宅サービスを調整するための保健医療福祉関係者の集まる会

議へ参加する

第1回

【教科書・参考書】

実習の手引き 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習Ⅱは担当利用者を決め、介護過程の展開を指定の記録用紙に（アセスメント・計画の立案・実施・評価）書いて、利用者の｢生き�

驕vことの全体像を捉えていく。 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09227] 介護過程Ⅱ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

｢介護過程｣ は利用者を主体とする生活支援活動の展開方歩であり､ 介護職員の専門的知識・技術を持って行われる｡ 具体的には利

用者理解を図りながら､ 必要な情報収集を行い､ その情報の分析・解釈に基づいて介護内容や方法を計画し､ 実施・評価する一連の

過程を言う｡�他の学内の講義を通して学んだ知識や技術を総合できる迫ﾍの育成を目指して､ 段階的､ 発展的に行われる｡ その

ためには事例演習を多く取り入れ､ 個別の生活課題や潜在迫ﾍを引き出すためのアセスメント､ 自立支援に沿った介護計画の立案・

実施・評価､ 多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解する｡ さらに介護過程の理論と実施体験を関連づけながら､ 介護過

程を展開することができる迫ﾍを目指す｡�[授業修了時の達成目標 (到達目標)]他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程

を展開し､ 介護計画を立案し､ 適切なサービスの提供ができる迫ﾍを養う学習とする｡

【授業方法】

[授業全体の内容の概要]｢介護過程｣ の総論的内容を学習し､ 事例展開を取り入れながら進める｡�｢介護過程｣ の意義､ 目的､ 内容

などについて理解させるために､ 介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか､ その過程の考え方や告ｬ要素について

､ 生活場面の身近な事例から理解できる

ように展開する｡�また､ ビデオを利用し､ それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意点をおさえてから､ 技術体験をして考察

する｡�受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容

の理解に努めること

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護過程の実践的展開　第1回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例１第2回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例１第3回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例２第4回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例３第5回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例３第6回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例４第7回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例４第8回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例５第9回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例５第10回

介護過程の展開の実際　事例６第11回

介護過程の展開の実際　事例６第12回

介護過程の展開の実際　事例６第13回

介護過程の展開の実際　事例７第14回

介護過程の展開の実際　事例７第15回

介護過程の展開の実際　事例７第16回

介護過程の展開の実際　事例８第17回

介護過程の展開の実際　事例８第18回

介護過程の展開の実際　事例９第19回

介護過程の展開の実際　事例９第20回

介護過程とチームアプローチ第21回

介護過程とケアマネジメントの関係性第22回

介護過程とケアマネジメントの関係性第23回

ケアマネジメントの流れ第24回



ケアプランと個別援助計画の関係性

第25回

ケアプランと個別援助計画の関係性第26回

ケアプランと個別援助計画の関係性第27回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第28回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第29回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第30回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　第９巻　介護過程

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前テキストを熟読し、疑問点等をノートにまとめておくこと。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09228] 介護過程Ⅲ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

「介護過程」は利用者を主体とする生活支援活動の展開方法であり、介護職員の専門的知識・技術を持って行われる。利用者理解を

図り、必要な情報収集を行い、その情報の分析・解釈に基づいて介護内容や方法を計画し、実施・評価する一連の過程を言う。他

の学内の講義を通して学んだ知識や技術を総合できる迫ﾍの育成を目指して、段階的、発展的に行われる。そのためには事例演習

を多く取れ入れ、個別の生活課題や潜在迫ﾍを引き出すためのアアセスメント、自立支援に沿った介護計画の立案・実施・評価、多

職種協働によるチームアプローチの必要性を理解する。さらに介護過程の理論と実施体験を関連づけながら、介護過程を展開する

ことができる迫ﾍを目指す。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な

サービスの提供がきる迫ﾍを養う学習とする。

【授業方法】

〔授業全体の内容の概要〕学生が主体的に学べるよう、介護実習等の事例から介護過程展開における演習を行う。

事例について、利用者の尊厳は守られているか。利用者の不安は軽減されているか、そのケアについて妥当性が検証される機会が持

たれているか等を学ぶ。各コマのテーマに沿って、講義、演習、グループワーク、発浮ﾈどを取り入れて学習を進める。他教科

が介護過程にどうのように活かされているかについて、事例から学ぶ。

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解

に努めること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護過程とチームアプローチ　ケースカンファランス　第1回

介護過程とチームアプローチ　ケースカンファランス　第2回

介護過程とチームアプローチ　サービス担当者会議第3回

介護過程とチームアプローチ　サービス担当者会議第4回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン（介護サービス計画）第5回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン（介護サービス計画）第6回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン 　他の職種との連携第7回

介護過程の展開　　事例検討第8回

介護過程の展開　　事例検討第9回

介護過程の展開　　事例検討第10回

介護過程の展開　　事例検討第11回

介護過程の展開　　事例検討第12回

介護過程の展開　　事例検討第13回

介護過程の展開　　事例検討第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　第９巻　介護過程

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項記入下さい】

受講前テキストを熟読し、疑問点等をノートにまとめておくこと。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09229] 介護総合演習Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

1.演習全体の意義の重要性を理解する。

2.介護技術演習?などの学内で学んだ知識、技術、態度を具体的に理解できるように指導する。

【授業方法】

介護実習（施設介護実習：第１段階）に関わる前例・実習中・事後指導を行う。学生に対する実習目標の方向づけ、実習中の学習方法

、学習態度の指導、実習後の報告会等を具体的に行う。 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

レポート80％・学習態度20％を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

（事前指導）介護実習ガイダンス　実習の意義と目的、実習構成、諸記録用紙の使い方第1回

実習の説明　　　　　　　　目的、目標、実習内容第2回

実習対象施設の理解　　　　施設の役割、機能、関係法規第3回

実習施設の理解（特別養護老人ホーム）　　　施設担当者による実習の心得など第4回

実習施設の理解（介護老人保健施設）　　　　施設担当者による実習の心得など第5回

実習施設の理解（身体障害者療護施設）　　　施設担当者による実習の心得など第6回

実習課題の検討第7回

実習施設への事前訪問第8回

実習記録の記入について第9回

実習留意事項の説明第10回

（事前指導）実習反省会第11回

実習報告会の準備　　報告書添削、報告会準備第12回

実習報告会第13回

実習の自己評価第14回

実習の統括(グループワーク)第15回

【教科書・参考書】

実習の手引き(本学の作成)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前事後学習をしっかりと行うこと
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09230] 介護総合演習Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

1.介護実習を踏まえ、実践的な技術を体得できるように指導する。

2.介護福祉士としての自覚を促し、専門職に求められる資質、技能及び自己に求められる課題把握、総合的対応能力を習得できるよ

うに指導する。

3.ケアプラン作成の方法を指導する。

【授業方法】

介護実習(施設介護実習：第２段階）・（訪問介護実習）に関わる事例・実習中・事後指導を行う。学生に対する実習目標の方向づけ、実

習中の学習方法、学習態度の指導、実習後の報告会等を具体的に行う 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと

【評価の方法及び基準】

レポート80％・学習態度20％を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

（事前指導）実習の説明　　　　　　目的、目標、実習内容第1回

実習施設の生活　　　　　　　　　　　職員、日課、地域、家族との関わり第2回

実習施設の生活　　　　　　　　　　　高齢者、障害者児の生きがい、楽しみ第3回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　機関、システム第4回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　介護専門職への態度、心構え第5回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　対象アセスメント、家族アセスメント第6回

実習課題の設定、実習記録、対象アセスメント第7回

実習態度、心構え、実習中の学習、指導の受け方第8回

（実習施設への事前訪問）ケアプランの作成について第9回

ケアプランの作成（情報の収集）第10回

ケアプランの作成（アセスメント）第11回

ケアプランの作成（ケアプランの作成）第12回

最終オリエンテーション（ケースカンファレンス）第13回

（事前指導）実習の自己評価第14回

実習報告会第15回

【教科書・参考書】

実習の手引き(本学作成) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前事後学習をしっかりと行うこと。遅刻・早退・欠席は厳禁。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09051] 保育実習指導Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育実習指導Ⅰでは、２年次に行われる保育所での実習を積極的に、かつ有益なものにするための実習指導を行います。この授業を受

けることにより、保育実習の目的、内容、方法の理解と、実習生として必要な知識・技術を習得することができます。それらをと

おして実習課題を明確化し、実習機会を十分活用できることを目指します。実習後においては、実習の総括や自己評価をもとに、新

たな課題や学習目標を明確にします。

【授業方法】

テキストによる学習と視聴覚教材や実践例等を豊富に扱います。さらに現職保育者のアドバイスを聞いたり、前年度学生による体

験報告に学びます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を熟読し、疑問点等を明

確にしておくこと。また、保育実技の練習を行うこと。事後の学習では、ノート(実習日誌も含む)や配布資料を整理して授業内容の

理解に努めること。さらに、保育実技の修正点を繰り返し練習し改善すること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み（70%）､レポート（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育実習Ⅰの意義と目的の理解第1回

保育実習Ⅰの方法の理解と心構えについて第2回

保育所の社会的役割第3回

保育所保育の実際－子どもの生活と保育ー第4回

保育方法の基本理念第5回

現職保育者のアドバイスや前年度学生による体験報告を聞く第6回

実習の進め方－事務手続き、書類準備－第7回

実習日誌の意義と記録方法　その１第8回

実習日誌の意義と記録方法　その２第9回

保育実技の研究　その１第10回

保育実技の研究　その２第11回

部分実習を想定し、指導案を立てる第12回

実習中における巡回指導第13回

実習の振り返りと自己評価第14回

実習報告会－次回への課題を整理する－第15回

【教科書・参考書】

教科書：『保育実習　第2版』　阿部和子・増田まゆみ・小櫃智子編著（ミネルヴァ書房）2014年。

参考書：『幼稚園・保育所実習 実習日誌の書き方』相馬和子・中田カヨ子編　（萌文書林）2004年、『保育所保育指針』（フレーベ

ル館）2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に自分自身の実習計画をたてるよう、実習事前学習を活用して欲しい。実習事後学習においては実践から得た学びを確実に整理し

、その後の授業に生かして欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09053] 保育実習指導Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助実習の意義について理解する。

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技

術等を体得する。

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習得する。

・具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

【授業方法】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後学習～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

出席8割以上でテスト受験可能とする。

テスト50％､ レポート30％　リアクションペーパー・授業課題20％の配分で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

実習の目的と意義第1回

介護・保育実習の振り返り第2回

実習施設研究①第3回

実習施設研究②第4回

実習施設研究発表会第5回

実習計画書の意義第6回

実習計画書の作成第7回

実習記録の書き方①第8回

実習記録の書き方②第9回

社会福祉援助技術の実際 ①(視聴覚学習を含む)第10回

社会福祉援助技術の実際 ②(社会福祉士実践者との意見交換）第11回

実習スーパービジョン第12回

実習における個人情報の保護第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習前には自らの課題を考えてほしい。実習後に出てきた自らの新たな課題を明確にしてほしい。

事前にテキストを読み、授業後も自らの課題を考えるようにしてほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09079] 保育内容　表現Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

子どもの生活に即して、領域「表現」のねらいと内容を理解します。また、学生自ら表現することの楽しさを味わうことをねら

いとします。この理解を基に、子どもたちの創造性や表現意欲を養い、感性豊かな成長へ導くための援助や指導の方法を学ぶこ

とができます。

【授業方法】

 保育実践例を具体的に示しながら、保育における表現活動の援助・指導について考えます。また、学生自身が実際に全身を使い、表

現活動を試みます。さらに、学外において表現活動の実演から学ぶことも行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習は、授業終了時に次回の製作の準備等について指示をします。

また、テキストや参考資料の指示された箇所を読むこと。事後の学習では、授業で扱った箇所についてテキストや配布物を中心に行

うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み（70％）、レポート（30％）により総合評価します。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

領域としての「表現」をどう捉えるか第1回

心の表しであるシグナル表現の理解第2回

保育実践記録から学ぶ表現活動　－実践記録「ヤギと過ごした1年間」－第3回

生活の営みに直結した多様な表現活動を考える　その１第4回

生活の営みに直結した多様な表現活動を考える　その２第5回

造形的表現活動の援助・指導について学ぶ　その１－身近な素材と造形活動－第6回

造形的表現活動の援助・指導について学ぶ　その２－身近な素材と造形活動－第7回

音楽的表現活動の援助・指導について学ぶ　その１－子どもの育ちとわらべうた－第8回

　音楽的表現活動の援助・指導について学ぶ　その２－子どもの育ちとわらべうた－第9回

身体的表現活動の援助・指導について学ぶ　その１－劇あそび・役になりきって動きの工夫をする－第10回

身体的表現活動の援助・指導について学ぶ　その２－発表－第11回

指導の計画について第12回

指導計画案の作成第13回

自己表現力の向上に挑戦する－保育者自身の表現を高めるとは－第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『保育内容　表現(新保育ライブラリ 保育の内容・方法を知る)』花原幹夫編著（北大路書房）2009年。

参考書：授業時間内に適宜紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

制作や身体を使った表現活動、および討議に積極的に臨んで欲しい。 
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09111] 保育内容　健康

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

子どもが心身ともに健康で調和のとれた生活を営むために、保育者にとって必要な基礎的知識や理論を学び、子どもたちの健康に

関する現代的課題にも対応していけるような資質を身につける。

【授業方法】

講義と演習を交えながら行う。講義は、子どもたちの健康に関する現状と課題について、調べて発表したり、討議したりする。

子どもと保育者の心身の健康を考え、学ぶための校外での学習も予定している。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

授業前には、子どもの健康問題に関する新聞記事や雑誌記事など情報収集をする。

授業後には、授業で学んだことを振り返りながら、内容を整理し、さらに情報収集を行い、授業で発表したり皆で検討したりでき

るようにする。事前・事後学習は、各120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業への取組の姿勢（30%）　ミニレポート（30％）　個人研究発表（40％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業概要提示　健康とは？第1回

子どもについて考える１　子どもを取り巻く現代的課題第2回

子どもについて考える２　子どもの発育・発達第3回

子どもについて考える３　子どもの遊び第4回

子どもについて考える４　子どもの生活と健康第5回

子どもについて考える５　子どもの生活と健康第6回

子どもについて調べる１　各自のテーマを決める第7回

子どもについて調べる２　各自のテーマに沿った学習第8回

子どもについて調べる３　各自のテーマに沿った学習第9回

子どもについて調べる４　各自のテーマに沿った学習第10回

子どもの活動に参加する１第11回

子どもの活動に参加する２第12回

子どもの活動に参加する３第13回

研究発表１　第14回

研究発表２第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

子どもの健康について関心を持ち、子どもを取り巻くさまざまな課題に対して主体的に考え、取り組んでいく姿勢を持ってほしい。ま

た保育者となる自らの健康についても捉え直す機会にしてもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09123] 保育実習Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育実習Ⅰは､ 見学､ 観察実習を経て､ 保育に助手的な立場で参加する参加実習を行う｡ この体験を通して､ 保育所の機能、役割､ 保

育者の子どもへの関わり方を学ぶと共に､ 専門領域のその後の学習の必要性を学びます。

【授業方法】

実習は各保育所で行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

日々の目標の達成状況を自己評価し、翌日の課題を明確にして実習にのぞむこと。

【評価の方法及び基準】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育所の一日の流れを理解し､ 保育に参加する第1回

 実践の場での体験を通して保育所の機能や役割を学ぶ第2回

子どもの観察や子どもとの関わりを通して､ 乳幼児の発達を理解する

第3回

保育計画､ 指導計画について学ぶ第4回

保育士の役割と､ 職員間のチームワークについて学ぶ
第5回

子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ
第6回

保育士としての倫理を具体的に学ぶ第7回

生活やあそびなどの一部分を担当し､ 保育技術を習得する｡�第8回

記録やコミュニケーションなどを通して家庭・地域社会を理解する｡��
第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

参考書は適宜紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育所における様々な交流が､ 保育や養護に関する理論と実践を有機的に結びつける機会となるようにして欲しい｡
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09403] 保育内容　総論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、保育行政の最新の動向を紹介し、保育現場で行われている保育内容各領域とそれら相互の関連性を理解すること

を目的としている。 この授業を受講することで、保育内容の歴史的変遷を踏まえたうえで、保育の全体的な構造や、養護と教育

が一体的に展開することを具体的な保育実践につなげて理解することができる。また、保育の多様な展開について具体的に知る

とともに、子どもや子ども集団の発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、保育内容と子ども理解とのかかわ

りについて学ぶことができる。

【授業方法】

この授業では、テキストをもとに基本的な用語についての解説ののち、受講生が毎回演習課題に取り組むことで、内容理解を深め

ていく。また、話し合いの時間もとり、必要に応じてグループワークも取り入れる予定である｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、内容や用語について予習を行うこと。事

後学習では、毎回課題を課すため、学んだことを整理し、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

授業内容確認テスト（50％）、授業への取り組み（30％）、課題への取り組み（20％）により総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育所保育指針に基づく保育の基本および保育内容の理解第1回

保育の全体構造と保育内容第2回

保育内容の歴史的変遷第3回

子どもの発達の特性と保育内容第4回

個と集団の発達と保育内容第5回

保育における観察と記録第6回

養護と教育が一体的に展開する保育第7回

環境を通して行う保育第8回

遊びによる総合的な保育第9回

生活や発達の連続性に考慮した保育第10回

家庭、地域、小学校等との連携をふまえた保育第11回

乳児保育および長時間の保育第12回

特別な支援を必要とする子どもの保育第13回

多文化共生の保育第14回

総括：授業全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『保育内容総論』石川昭義・松川恵子編（中央法規）2015年、参考書：『保育内容総論』新保育士養成講座編纂委員会

（全国社会福祉協議会）2015年、そのほか、適宜授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「保育所保育指針」は必ず毎回持ってきてください。指針をただ読んでいるだけでは、各領域の内容とそれら相互の関連性につい

ては理解できません。受講生には、主体的に演習をすすめる姿勢を望みます。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09406] 保育実習指導Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である。保育実習指導Ⅱでは、２年次に行われる施設実習を積極的に、かつ

有益なものにするための実習指導を行う。施設実習の目的、内容、方法の理解と、実習生として必要な知識・技術を習得する。それ

らを通して実習課題を明確化し、実習機会を十分活用できることを目指す。実習後においては、実習の総括や自己評価をもとに、新

たな課題や学習目標を明確にする。

【授業方法】

実習に向けた基本的な内容についてテキストに沿って解説を行い、それを深めるための演習課題に取り組む。また、事例について

考える機会を多く設け、ディスカッションも積極的に行う｡さらに前年度学生による体験報告に学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、テキストを読み、内容や用語について予習を行うこと。事

後学習では、学んだことを整理し、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

単に実習の準備を行うことに留まらず、保育や養護の実践面の理解もねらいとするため、それら双方の観点から出席、受講状況、

レポートなど総合して評価する。（授業への取り組み70%、レポート20%、課題への取り組み10％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

施設実習の意義と目的の理解第1回

施設保育士の役割第2回

施設で暮らす子どもや利用者の理解第3回

児童福祉施設の理解－乳児院ー第4回

児童福祉施設の理解－児童養護施設ー第5回

児童福祉施設の理解－障害児入所施設ー第6回

施設における養護内容第7回

施設内の生活環境、衛生、安全管理第8回

実習日誌の意義と記録方法第9回

実習目標・実習課題について考える第10回

実習の心構えと準備－事務手続き、書類準備－第11回

前年度学生による体験報告から学ぶ第12回

実習指導案の作成第13回

実習の自己評価と実習による学びのまとめ第14回

実習体験の振り返り－次回への課題を整理する－第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『保育実習』近喰晴子ら編（中央法規）2016年、参考書：『保育実習』阿部和子ら編（ミネルヴァ書房）2014年、『幼稚

園・保育所・施設実習完全ガイド　第2版: 準備から記録・計画・実践まで』太田光洋著（ミネルヴァ書房）2015年、『実習ガイド

ブック―その理論と実際 幼稚園・保育所・認定こども園・児童福祉施設等』畠中義久・草間吉夫著（建帛社）2015年、そのほか、参

考書は適宜紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に自分自身の実習計画をたてるよう、実習事前学習を活用してほしい。実習事後学習おいては実践から得た学びを確実に整理し、

その後の授業や実践に生かしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09407] 保育実習Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

児童福祉施設 (保育所を除く) で行う保育実習 は､ 保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である｡ 施設利用者との

人間的交流を通じて､ その生活の理解､ 施設職員の役割､ 保育士としての職務のあり方､ および､ それぞれのレベルに応じて求

められる援助技術の適正な用い方を､ 実践の場で体験を通して学ぶことを目標とする｡

【授業方法】

実習は、受講生の興味関心や問題意識に基づいて、各施設で行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

実習先に行く前に、その日の目標や課題を見直しておくこと。また、一日の実習終了後には、実習記録の作成と合わせて自己評価

を行い、反省点や課題についてまとめてから、次の日の実習に臨むようにすること。

【評価の方法及び基準】

実習園での実習評価(60％)､ 実習園巡回訪問時の印象(10％)､ 実習記録等(30％)を勘案して、総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

(１) 実習施設の機能や役割を理解する第1回

(２) 一日の流れを理解し､ 参加しながら保育者の役割や技術､ 態度について学ぶ第2回

(３) 観察や､ 関わりを通して利用者のニーズを理解する第3回

(４) 援助計画を理解し､ 援助方法や養護技術について学ぶ第4回

(５) 職員の役割分担とチームワークについて学ぶ第5回

(６) 施設利用者の最善の利益についての配慮を理解する第6回

(７) 保育士としての職業倫理を理解する

第7回

(８) 安全及び疾病予防への配慮について理解する第8回

(９) 生活や援助などの一部を担当し､ 養護技術を習得する第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

テキスト・参考書とも、授業時に各受講生に合わせて随時提案、指導する｡保育実習指導Ⅱで使用したテキスト・参考書や、プリントは実

習中にも見直すこと。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育に関する理論と実践を有機的に関連づける機会となり得るよう､ 積極的､ 自発的な姿勢で実習に臨んでください。常に実習目標

・実習課題を意識して、日々の実習にあたるようにすると、よりよい実習体験になるでしょう。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 教職課程

講義名 [09219] 介護実習

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 佐々木　さち子 ササキ　サチコ sasaki sachiko

【授業のねらい及び到達目標】

１、施設実習を行うことで、介護サービスの現状を知る。２、施設の種類と概要を知る。３、介護職員の業務、役割を知る。４、

利用者とのコミュニケーションを図る方法を学ぶ。５、基本的介護技術を習得。６、介護関係の記録の様式を知る。

【授業方法】

施設実習を行うことで、介護サービスの現状を知る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

実習に必要な技術、知識を事前学習に120分以上費やすこと。

事後学習は実習記録や評価を参考に120分以上の復習をすること。

【評価の方法及び基準】

実習評価１００％　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

施設介護実習　2年次　夏休み　８月から9月まで12日間

コミュニケーションが比較的可能な障がい者施設と老人施設を実習施設として、利用者との人間的触れ合いを通じて、利

用者の課題と介護の機能並びに施設職員の一般的な役割について学習する。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

実習のしおり。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から人との触れ合いを通して、コミュニケーションを図ってください。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 教職課程

講義名 [09401] 介護実習事前事後指導

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 佐々木　さち子 ササキ　サチコ sasaki sachiko

【授業のねらい及び到達目標】

１、施設実習することで介護サービスの現場に対する視野を広める。

２、施設の種類と概要、介護職員の役割について学ぶ。

３、利用者との人間的触れ合いを通じて、利用者とのコミュニケーションを図る。

４、基本的な介護技術を習得する。

５、介護記録の様式を知る。

６、介護者としての自己の態度を振り返り、今後の学習課題を明確にする。

【授業方法】

テキストを中心に行う。事例を通してグループヂスカッションを行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　授業の内容の確認をしてくること。

事後学習120分　疑問点・問題点の理解を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験８０％　授業態度２０％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

介護実習とは第2回

介護実習の意義、目的第3回

介護実習の内容第4回

介護実習の到達目標第5回

実習生としての基本事項第6回

利用者とのコミュニケーションを図る方法第7回

利用者とのコミュニケーションを図る方法第8回

利用者とのコミュニケーションを図る方法第9回

介護実習施設の種類について第10回

介護現場に応じた介護技術の確認第11回

介護現場に応じた介護技術の確認第12回

介護実習記録の書き方第13回

実習に臨むための留意点第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

新介護福祉士養成講座「介護総合演習」中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習に行くための心構えを学び、利用者とのコミュニケーションが出来るよう社会情勢や一般常識を身に着けてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09105] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助実習の意義について理解する。

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技

術等を体得する。

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習得する。

・具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

【授業方法】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

出席8割以上でテスト受験可能とする。

テスト50％､ レポート30％　リアクションペーパー・授業課題20％の配分で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

相談実習の目的と意義第1回

社会福祉士及び介護福祉士法と実習第2回

社会福祉士の役割と実習①第3回

社会福祉士の役割と実習②第4回

相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導の意義第5回

相談援助実習と相談援助実習指導における集団指導の意義第6回

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・ソーシャルワーク第7回

実習施設の理解（高齢者分野）第8回

実習施設の理解（障害者分野）第9回

実習施設の理解（地域福祉分野）第10回

実習施設の理解（医療分野）第11回

実習施設の理解（児童分野）第12回

実習先で行われる関連業務の理解第13回

実習施設見学第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習前に対人援助における自らの課題を明確にしてほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09106] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助実習の意義について理解する。

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技

術等を体得する。

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習得する。

・具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

【授業方法】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

出席8割以上でテスト受験可能とする。

テスト50％､ レポート30％　リアクションペーパー・授業課題20％の配分で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

実習の目的と意義第1回

介護・保育実習の振り返り第2回

実習施設研究①第3回

実習施設研究②第4回

実習施設研究発表会第5回

実習計画書の意義第6回

実習計画書の作成第7回

実習記録の書き方①第8回

実習記録の書き方②第9回

社会福祉援助技術の実際 ①(視聴覚学習を含む)第10回

社会福祉援助技術の実際 ②(社会福祉士実践者との意見交換）第11回

実習スーパービジョン第12回

実習における個人情報の保護第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（中央法規出版）2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習前には自らの課題を考えてほしい。実習後に出てきた自らの新たな課題を明確にしてほしい。

事前にテキストを読み、授業後も自らの課題を考えるようにしてほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09107] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅲ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助実習の意義について理解する。

・相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技

術等を体得する。

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習得する。

・具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。 

【授業方法】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

出席8割以上でテスト受験可能とする。

テスト50％　レポート30％　リアクションペーパー・面接技術評価・アセスメント20％の配分で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

実習報告書の作成第1回

実習報告会第2回

実習後の振り返り（グループワーク）第3回

実習後スーパービジョン①第4回

実習後スーパービジョン②第5回

実習施設研究第6回

実習施設研究発表会第7回

実習計画書の意義第8回

実習計画書の作成第9回

相談援助の実際①第10回

相談援助の実際②第11回

実習記録の書き方①第12回

実習記録の書き方②第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会 中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習後に出てきた自らの新たな課題を明確にしてほしい。

事前にテキストを読み、授業後も自らの課題を考えるようにしてほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09112] 社会福祉援助技術現場実習Ⅰ

期　間 前期 （0回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

相談援助実習のねらい

・相談援助実習を通して、相談援助に関わる知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。

・社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。

・関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

【授業方法】

実習の目的を理解した上で､ 実習目標に沿った実習を行う。を立てる｡実習中は毎日実習日誌を記入し、実習施設に提出する。実習終了

後は、実習報告書、自己評価表を作成し、その後実習スーパービジョンを行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習～実習機関に応じた事前課題をまとめておく。

事後学習～実習報告書をまとめる。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（中央法規出版）2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習をとおして対人援助における自らの課題を明らかにし、向きあってほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

平成30年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09976] 社会福祉援助技術演習Ⅰ

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木　博之 ナラキ　ヒロユキ naraki hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について

、次に揚げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる

能力を涵養する。

・総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。

・個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習形態により

行うこと。 

【授業方法】

テキストを中心に演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてまとめて

いく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。双方向の授業（アクティブラーニング）を実施して

いる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（120分～）。

【評価の方法及び基準】

出席8割以上でテスト受験可能とする。

テスト50％､ レポート30％　リアクションペーパー・実技・授業課題20％の配分で評価を行う。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

相談援助演習の意義第1回

相談援助演習の位置づけ第2回

相談援助における基本技術　「人」を理解する①第3回

相談援助における基本技術　「人」を理解する②第4回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する①第5回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する②第6回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する①第7回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する②第8回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する①第9回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する②第10回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する①第11回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する②第12回

相談援助における面接技術　相談援助面接の目的と特性第13回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）①第14回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）②第15回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法①第16回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法②第17回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法③第18回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション①第19回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション②第20回

相談援助における面接技術　面接の展開①第21回

相談援助における面接技術　面接の展開②第22回

相談援助における面接技術　面接の展開③第23回

相談援助における面接技術　面接の展開④第24回

相談援助における記録　　　記録の意義①第25回

相談援助における記録　　　記録の意義②第26回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）①第27回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）②第28回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）③第29回



総括

第30回

【教科書・参考書】

テキスト 「社会福祉士　相談援助演習（第2版）」監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

対人援助において「考える」習慣をつけてほしい。

事前にテキストを読み、授業後も援助と何かを考えるようにしてほしい。 
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