
対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00034] 山梨県と峡南地域

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 集中

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（集中講義）。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。自ら歩いて体験することにより、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どうい

う地域か、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、富士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。また、「やまなし観光カレッジ」事業と連携しているので授業中に山梨県内のイベント

に参加し、レポートを提出してもらう。毎回、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。授業は集中講義で、6

月8日、7月6日、10月26日の3回を予定している。諸般の事情によりこの日に授業ができない場合の予備日として11月9日、11月16

日を設定する。

【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各回ごとに事前学修10時間、事後学修10時間を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

「やまなし観光カレッジ」事業のレポート提出も評価の対象とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の概要説明、１回目巡見場所の調べ学習第1回

巡見１回目　第2回

巡見１回目第3回

巡見１回目第4回

巡見１回目第5回

２回目巡見場所の調べ学習第6回

巡見２回目第7回

巡見２回目第8回

巡見２回目第9回

巡見２回目第10回

３回目巡見場所の調べ学習第11回

巡見３回目第12回

巡見３回目第13回

巡見３回目第14回

巡見３回目第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もある。巡見は学バスで行く

ので基本的に交通費はかかりません。拝観料他が必要となる場合は予め受講者に連絡する。昼食は各自持参。バスで巡見するので受

講人数に制限があります。開講日土曜日1限～5限、開講日は年度当初に掲示します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00035] 留学成果による単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （30）以下 種　類 認定

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】

※

【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

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00036] 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

髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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

資料からみ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

地域図書案の活用（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策のプレゼンテーション（3）第15回

【教科書・参考書】

教科書は特にない。授業において適宜に紹介する。参考書も授業において紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「福祉文化」という聞き慣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

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00037] 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 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】

大学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】

オリエンテーション：サービスラーニングとは？第1回

活動計画の構成と計画書の作成第2回

活動前の事前準備（事業者との面談と打ち合わせ）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

活動報告書の作成と地域課題の掘り起こし第12回

地域課題に対する解決案の作成と修正第13回

解決案の事業者への提案第14回

事後報告会と全体の振り返り第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】

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00038] 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 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】

大学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】

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】

サービスラーニングⅠの成果を踏まえた活動計画立案第1回

活動計画書の具体的な作成第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

事後報告会と全体の振り返り第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】

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

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00509] 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 １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

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00510] 総合仏教

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
学務委員長 ガクムイインチョウ

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】

この授業では、身延山大学の建学の精神を学修し、その理解と受容を促すことを目的としている。そのため、学生諸君には、下記

に示す法要参列や、学園講座を聴講して、その内容を把握していただき、身延山大学生として資質向上と、社会貢献できる人材とな

ることを目的とする。

【授業方法】

単年度に行われる三大会と法難会の参列、学園講座と公開講演会の聴講を出席とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

三大会などは、その意義を事前によく学習すること（120分以上）。学園講座や公開講演会は事後の振り返り学習に120分以上、そ

の後のレポート作成に120分以上が必要である。

【評価の方法及び基準】

単年度に行われる計５回の学園講座と公開講演会、本山法要への出席を、４年間で12回以上の聴講を義務とする。その都度、レ

ポートを提出する。その評価がレポート１回につき10％、12回提出のレポート点数の合計を12で除した数値、いわゆる平均点

（80％）に理解度の深化点（20％）を加えて評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

上記の評価の方法及び基準に従うこと。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】

生きた授業である。演者は必ずしも教員ではないので、細分もらさずに聴講すること。

年度末に、その年度に何度（何回）出席したか各自で確認すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00531] 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教科書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、教科書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90分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、教科書を読み、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】

教科書：『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

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00532] 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 -- ２年 ３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】

学力確認テスト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：桜部建『倶舎論』（大蔵出版）1981年、桜部建『存在の分析』（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

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00533] 宗学概論

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 庵谷　行亨 オオタニ　ギョウコウ otani gyoko

【授業のねらい及び到達目標】

宗学の基礎的学修。本授業を受講することにより、宗学の内容を体系的に理解し説明することができる、宗学をとおして自身の生

き方や社会の多様な価値観について積極的に考えることができる。

【授業方法】

先師の法華経観・五義・一念三千・三大秘法などの宗学の基本的事項を体系的に学修する。毎回課題を提示し、学生が発表をおこな

う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

各回の授業について事前にテキストを熟読し内容を理解しておくこと。不明な事柄は辞書・参考書を参照して調べておくこと。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。授業時間以外に毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修をすること。

【評価の方法及び基準】

試験(80%)、毎回の課題発表(20%)を基準として総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

宗学の意味第1回

法華思想の伝承第2回

釈尊と法華経第3回

天台大師と法華経第4回

伝教大師と法華経第5回

日蓮聖人の法華経受容第6回

五義の大綱第7回

五義の各説第8回

一念三千の法門第9回

天台大師の一念三千第10回

末法の一念三千第11回

三大秘法の意義第12回

本門の本尊第13回

本門の題目第14回

本門の戒壇第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『『日蓮聖人教学の基礎』一・二・三・四　庵谷行亨著(山喜房佛書林)1991年。

参 考 書：『日蓮宗読本』立正大学日蓮教学研究所編(平楽寺書店)1979年、『宗義大綱読本』日蓮宗宗務院教務部編(日蓮宗新聞

社)1989年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義内容の関係から ｢日蓮学入門｣ と併せて受講することが望ましい。 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

｡授業内で理解できない事柄は必ず図書館などで調べること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00534] 法華経概論Ⅰ

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 庵谷　行亨 オオタニ　ギョウコウ otani gyoko

【授業のねらい及び到達目標】

法華経の基礎的学修。本授業を受講することにより、法華経の概要を総合的に理解し説明することができる、法華経の教えをと

おして大乗仏教の基本的思想や日本仏教の原点および天台大師・伝教大師・日蓮聖人の法華仏教の内容を理解することができる。

【授業方法】

法華経の成立・原典・構成・説法の場所・日本仏教における位置づけ・基本的思想などについて学修する。毎回課題を提示し、

学生が発表をおこなう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

各回の授業について事前にテキストを熟読し内容を理解しておくこと。不明な事柄は辞書・参考書を参照し調べておくこと。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。授業時間以外に毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修をすること。

【評価の方法及び基準】

試験（80％）、毎回の課題発表(20％)を基準として総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

法華経の成立第1回

法華経の原典第2回

法華経の構成第3回

法華経説法の場所第4回

法華経説法の開始第5回

日本仏教における法華経の位置づけ第6回

法華経迹門の思想第7回

法華経本門の思想第8回

法華経の開会思想第9回

法華経の題号喩第10回

法華経品中の譬喩第11回

法華経の菩薩思想第12回

法華経の娑婆即寂光思想第13回

法華経の世出不二思想第14回

法華経学修のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『誰でもわかる法華経』庵谷行亨著（大法輪閣）2000年。

参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及会編（平楽寺書店）1924年、

　　　　『法華経・仏典講座７』田村芳朗・藤井教公著（大蔵出版）1992年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義内容の関係から後期の「法華経概論Ⅱ」と併せて受講することが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00535] 法華経概論Ⅱ

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 庵谷　行亨 オオタニ　ギョウコウ otani gyoko

【授業のねらい及び到達目標】

法華経の各品と全体の総合的学修。本授業を受講することにより、法華経各品の内容を理解し説明することができる、法華経全

体の思想内容を印度・中国・日本の三国仏教を踏まえて理解することができる。

【授業方法】

法華経各品について学修し、法華経全体の内容を総合的に考察する。毎回課題を提示し、学生が発表をおこなう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

各回の授業について事前にテキストを熟読し内容を理解しておくこと。不明な事柄は辞書・参考書を参照し調べておくこと。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。授業時間以外に毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修をすること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（80％）、毎回の課題発表（20％）を基準として総合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

序品第一・方便品第二第1回

譬喩品第三・信解品第四　　　　第2回

薬草喩品第五・授記品第六　　　第3回

化城喩品第七・五百弟子受記品第八　　第4回

授学無学人記品第九・法師品第十　　　第5回

見宝塔品第十一・提婆達多品第十二　　　第6回

勧持品第十三・安楽行品第十四　　　第7回

従地涌出品第十五・如来寿量品第十六　　第8回

分別功徳品第十七・随喜功徳品第十八　　　　　第9回

法師功徳品第十九・常不軽菩薩品第二十　　　　　第10回

如来神力品第二十一・嘱累品第二十二　　　　　第11回

薬王菩薩本事品第二十三・妙音菩薩品第二十四　　　第12回

観世音菩薩普門品第二十五・陀羅尼品第二十六第13回

妙荘厳王本事品第二十七・普賢菩薩勧発品第二十八第14回

法華経全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『誰でもわかる法華経』庵谷行亨著（大法輪閣）2000年。

参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及会編（平楽寺書店）1924年、

　　　　『法華経・仏典講座７』田村芳朗・藤井教公著(大蔵出版)1992年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義内容の関係から前期の「法華経概論Ⅰ」と併せて受講することが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05131] 社会福祉体験実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 建守　善之 タテモリ　ヨシユキ tatemori yoshiyuki

【授業のねらい及び到達目標】

高齢者福祉施設や､ 支援学校での実習を通して社会福祉及び介護等の体験を行う。

【授業方法】

実習内容の詳細は各実習施設及び支援学校の実習指導者の指示に従うこと。

【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】

全日程出席の上､ 実習先の指導者評価50％､ 実習記録50％

実習前に授業・前日の実習内容を必ず復習すること、実習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】

社会教育主事及び社会福祉主事資格取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間

教育職員免許状取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間・支援学校２日間
第1回

【教科書・参考書】

必要に応じて指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習は一瞬の不注意が大きな怪我や事故につながる恐れがあります｡ 細心の注意を払ってください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05132] 教職論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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､ 教師の職務、教職の専門性、同僚との関係､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】

教科書は『新しい時代の教職入門』を使用するが、適宜 授業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）】

事前学修120分　指示されたテクストをあらかじめ読んでおく。

事後学修120分　テキストや資料を読み直し、ノートをまとめる。

【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　教職とは何か第1回

教師の日常世界第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

生活指導の課題第7回

戦後教育史のなかの教師（１）第8回

同上 （２）第9回

教師のライフステージ第10回

学校づくり第11回

生徒とともに学校をつくる第12回

教師の懲戒権と体罰第13回

教職の専門性第14回

教育改革と教師　まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05133] 教育課程論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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示する。また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）】

事前学修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。

事後学修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】

レポートを含む学力確認テスト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

教育課程、学習指導要領の法令上の位置づけ第2回

学習指導要領の変遷（１）1947年版から1958年版第3回

学習指導要領の変遷（２）1968年版から1989年版第4回

学習指導要領の変遷（３）1998年版から2008年版第5回

現行学習指導要領の特徴第6回

教育課程の構成要第7回

教育課程の編成原理第8回

各教科・領域における横断的指導の理論第9回

各教科・領域における横断的指導の実際第10回

カリキュラムマネジメントの意義と実際第11回

カリキュラム評価の基本的考え方第12回

教育課程の現代的課題（１）市民性の教育第13回

教育課程の現代的課題（２）環境教育第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書　田中耕治ほか編著『新しい時代の教育課程第4版』（有斐閣　2018年）を使用する。このほかに適宜資料を配布する。

文部科学省『高等学校学習指導要領』最新版を参考資料として使用する。

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05134] 特別活動の研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （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、総合的学習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｡�

【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。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

修学旅行の企画づくり（１）第13回

修学旅行の企画づくり（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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05135] 道徳教育の研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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：『道徳教育の批判と創造』藤田昌士・奥平康照監修（エイデル研究所）2019年。参考書：『中学校学習指導要領』（文部

科学省）2017年、『道徳教育の理論と方法』羽田積男・関川悦雄編（弘文堂）2016年、『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。

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05136] 教育方法論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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】

授業のねらい：カリキュラム編成や教材研究、授業研究の枠組みを理解し、教育実践改善の具体的方法を修得する。ICT・視聴覚メ

ディアを活用した教育方法、情報教育や｢総合的な学習の時間｣の教育方法、教材の開発・評価の手法を理解する。

到達目標：（１）カリキュラムの編成・評価方法を理解し、カリキュラムマネージメントができる。（２）教育内容と教材と

の関係を理解し、教材研究・改善ができる。（３）学習指導案の作成・実施・評価ができる。（４）ICT等を活用した授業の設計・

評価ができる。 

【授業方法】

授業記録のビデオ、コンピューターなどによる演示を視聴したり、授業時に配布・紹介した教育実践記録を熟読したりしたあと､そ�

黷轤ﾌ実践やカリキュラムについて考察し、評価できる点と改善の方向を議論する。学習指導案の意義とその作成方法を修得する

。インターネットを活用して，この授業に関する情報を集めたり、成果を共有したりする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

対面授業において提示した教育実践事例、研究授業等の事例や、教材，学習指導案，授業実践記録等について、事前に配布したり、動画

共有サイト等においた資料をあらかじめ視聴したりして、自分なりの考察，意見等に関する小レポートを作成する。事後には、対面

授業における他の学生の意見や関連情報について自分でさらに探究学習をして、小レポートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

（１）レポート（30%：論理性・独創性・21世紀型学力の育成に必要な教育の方法の理解）、（２）授業中・事前・事後小レポー

ト（40%：上記項目１と同じ）、（３）授業中の質問・建設的な意見表明・議論への貢献（30%）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

教材「数あてゲーム」「ジュナイユの計算棒」を例に、教育内容と教材の関係を理解する第1回

教育内容と教材の関係、カリキュラム（教育課程）、学習指導要領との関係、授業の３要素の理解、教育方法に関す

る理論と実際
第2回

21世紀型学力の概観と、学力育成の方法の探究第3回

教育方法としての仮説実験授業・授業書第4回

国際理解教育、異文化理解教育、多文化教育と、それらの典型的な教材である貿易ゲーム第5回

教育方法としてのゲーム。シリアスゲーム・ゲーミング・ゲーミフィケーション第6回

「教育の情報化の手引き」を講読して、ICTと教育の係わりに関して分析・発表第7回

情報教育の目標・内容・方法。情報活用能力の育成と学校におけるICT環境整備第8回

情報活用の実践力分野・情報の科学的な理解分野・情報社会に参画する態度分野の教材研究第9回

情報モラル教育の教材・教育方法研究：特にケータイ・スマートフォン等の小中高生への普及にともなう諸問題に

ついて
第10回

電子黒板・タブレット・電子教科書等のデジタル教材等ICTを活用した教育方法に関する探究第11回

学習指導案の役割の理解・すぐれた授業の学習指導案の検討・学習指導案と授業実践の関係第12回

学習指導案、教科書等を参照して、学習指導案を作成・相互評価第13回

学習評価の理論・方法の理解。授業評価の実際第14回

学校図書館の役割。これまでの授業のふりかえりとまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし

参考書：秋田喜代美・キャサリン ルイス (2008). 授業の研究 教師の学習. 明石書店、日本教育方法学会(2009). 日本の授業研究

〈下巻〉授業研究の方法と形態. 学文社、秋田喜代美 (2010). 授業研究と学習過程. 放送大学教育振興会、水越敏行他(2012). 授

業研究と教育工学. 教育工学選書 第6巻. ミネルヴァ書房、平沢茂　編著（2014）. 教育の方法と技術. 図書文化社、幼稚園教

育要領，小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，特別支援学校学習指導要領。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

これまでに小・中・高校で受けてきた授業の良い点，改善すべき点をあらためて振り返り、事前・授業中・事後に提示されるすぐれ

た授業と比較しながら、自分が授業を設計・実施・評価する立場で熟考してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05137] 教育相談（カウンセリングを含む）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 高橋　一公 タカハシ　イッコウ takahashi ikko

【授業のねらい及び到達目標】

※08359に沿って訂正してください

授業概要　

　教職課程を履修する学生を対象とする２・３年次開講科目である。近年、うつや発達障害、いじめや非行などの生徒児童が抱

える不適応、問題行動は多岐にわたる。このような中で教師は、生徒児童の個別化の尊重、パーソナリティ発達の援助、こころ

の諸問題の解決への援助、学校や家庭環境の望ましい方向への援助、という課題への取り組みが求められる。児童生徒の声に耳を

傾け、理解する姿勢が必要であると同時に、保護者への面談も不可避である。この授業では教育相談の意義や方法、カウンセリン

グ・マインドや面接技法などについて概説する。

授業の具体的目標

　一人ひとりが人間として尊厳な存在であるという信念に基づいて、社会的存在としての子どもが自主的、自発的、社会的、独自的、

創造的となっていくためのプロセスを理解し、教師と生徒、あるいは生徒同士が相互に理解し合える関係を構築するためのアプ

ローチが中心的課題とする。 

【授業方法】

　講義ではあるが授業中に発言、発表を求めることがあるので各自ノートの整理に心がけること｡ また､ 学生諸君の積極的な授業

へのかかわりを期待する｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業は半期15回2単位の科目であるため、授業前学習および授業後学習を60時間必要とします。毎回それぞれ120分以上の事前・

事後の学習を行うことが必要です。各自計画的な学習を心がけてください。

【評価の方法及び基準】

　評価方法について：テスト､ もしくはレポートによって評価を行う｡ 授業態度が評価の対象になることは言うまでもない｡ 目

安としてテストもしくはレポート40％､ 授業態度60％ (平常点も含む)｡�　事前学習と事後学習について：特にテキストを用いな

いので授業終了後のノートの見直しと整理を行うことが望ましい。また授業前にはノートや配布資料の見直しをしておくこと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

学校教育の現状と課題第1回

生徒指導と教育相談 (学校カウンセリング)第2回

教師の専門性と学校心理第3回

生徒理解の方法第4回

教育相談 (学校カウンセリング) の理論第5回

教育相談 (学校カウンセリング) の方法第6回

他機関との連携第7回

青年期・児童期の心の発達と学校精神保健第8回

青年期・児童期の危機第9回

いじめとその実態第10回

不登校とその実態第11回

校内暴力などその他の問題第12回

教育評価と心理検査・アセスメント（知能検査と発達検査）第13回

教育評価と心理検査・アセスメント（性格検査、その他）第14回

心理療法の基礎・技法第15回

【教科書・参考書】

テキスト：大芦治（著）　教育相談・学校精神保健の基礎知識[第3版]　ナカニシヤ出版　2016年

参 考 書：山村豊　青木智子（編著）　学びのための心理学　北樹出版　2015年



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

この授業はカウンセリングを実習するものでなく､ あくまでも講義が中心である｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05171] 法律学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４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】

日常生活で法律を意識することは少ないが、現代国家はすべての決定や判断を法に基づいて行う法治主義を採用し、法は私たちの

あらゆる生活部面に関係しています。本授業では法律と私たちの生活の関係を理解することを目的とします。この授業を受けるこ

とにより私たちの生活を規律する主要な法律の概要を修得することを到達目標とします。

【授業方法】

教科書及び毎回配布するレジュメを中心に講義を行い、各回のポイントに関連する課題についてコメントシートを作成すると

いう方法で授業を行います。講義は、私たちの生活と法律の関係について具体的な裁判例等を題材にして行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業は、法律の初学者には難解な部分があるので自宅で90分以上テキストを使った事前学習が必要です。また、授業後は自宅でレ

ジュメと教科書を使って90分以上事後学習し、授業中にノートしたものをまとめる必要があります（事前学習90分・事後学習90分の

計180分の自宅学習が必要です）。

【評価の方法及び基準】

毎回の課題（コメントシート）への取り組み姿勢（20％）と学力確認テスト（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】

法学を学ぶにあたって第1回

法とは何か第2回

法の発展第3回

法と裁判第4回

裁判の基準・法の解釈第5回

近代国家と憲法第6回

犯罪と刑罰第7回

家族－夫婦第8回

家族－親子・相続第9回

契約の自由第10回

財産権の保障第11回

損害賠償と過失責任第12回

労働者の権利第13回

商法と会社法第14回

消費者を保護する法律第15回

【教科書・参考書】

教科書：『法学入門（第６版補訂版）』末川博編（有斐閣）2014年

参考書：『現代法学入門（第４版）』伊藤 正己・加藤 一郎編（有斐閣）2005年、『日本人の法意識』川島 武宜（岩波新書）

1967年、『法律学入門（第3版補訂版）』佐藤幸治他著（有斐閣）2008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・事後学習の他に毎日欠かさず新聞（Webニュースでも可）を読んで、法律に関する記事について疑問や意見をノートに

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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05172] 社会学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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

ものの考え方、基本的概念、現代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｡受講者数によっては、学生諸君にも発表をお願いする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修１２０分、資料や指示されたテキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学修１２０分、ノートを整理しながら資料やテキストを読み直し、要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への積極性30％

【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

情報化・消費化社会の展開（１）第3回

情報化・消費化社会の展開（２）第4回

環境の臨界（１）第5回

環境の臨界（２）第6回

夢の時代と虚構の時代（１）第7回

夢の時代と虚構の時代（２）第8回

リアリティ・アイデンティティの変容第9回

現代人は愛しうるか第10回

北の貧困、南の貧困（１）第11回

北の貧困、南の貧困（２）第12回

現代世界の困難と課題（１）第13回

現代世界の困難と課題（２）第14回

人間と社会の未来第15回

【教科書・参考書】

見田宗介 ｢現代社会の理論｣ (岩波新書1996年) と ｢社会学入門｣ (岩波新書2006年) をテキストとして使用しつつ､ 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)

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05173] 倫理学概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４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よりよい生き方・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、「異文化受容」をキーワードとして、よりよい生き方・あり方とは何かと

いう普遍的な問題について、近世、近代の日本人は如何に考え、如何なる答えを出してきたのか、順を追って概説していく。

【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30％、レポートと受講態度70％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】

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、異文化受容をめぐる諸問題第3回

武士の思想（中世武士道）（1）主従関係の倫理第4回

武士の思想（中世武士道）（2）名と恥第5回

儒学の思想（1）中国の儒学　孔子、孟子、荀子、朱子第6回

儒学の思想（2）日本の儒学史概説第7回

近世の儒学受容（1）林羅山　朱子学の移入第8回

近世の儒学受容（2）将軍・大名による儒学の受容第9回

近世の儒学受容（3）山鹿素行「士道」第10回

近世の儒学受容（4）『葉隠』第11回

近代における文明受容（1）文明開化第12回

近代における文明受容（2）国家神道第13回

丸山真男の文化受容論　日本における文化受容の問題、自己内対話第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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05175] 教育制度

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

主題は､ 現代日本の教育制度改革である｡ 1990年代から制度改革が要請される社会的背景､ 制度理念およびその具体化を教育政

策の展開と関連づけて考察する｡�戦後教育制度の原理とその後の展開、１９９０年代から始まる教育制度改革の急展開と矛盾を

理解し、子どもの学習権を保障する教育制度のありかたを考える力を身につけ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｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修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。

事後学修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｡ なぜいま教育制度の改革か第1回

戦後教育制度の原理とは何であったのか第2回

50年代教育制度改革の試みとその挫折第3回

60年代……人的能力開発政策とその矛盾第4回

オイルショック後の教育制度の機能不全の進行第5回

臨時教育審議会の設置 (84年－87年)第6回

急速に変わる日本の学校……少子化のなかでの特色ある学校づくり第7回

新自由主義教育改革の登場……市場原理と公教育のスリム化第8回

子どもの権利条約の思想第9回

自治体の教育改革の動向第10回

教育基本法の改正は何をめざすのか第11回

教育における国家の台頭第12回

子ども参加の教育改革の動向(１)第13回

子ども参加の教育改革の動向(２)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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｡ 竹内常一 『日本の

学校のゆくえ』(太郎次郎)､ 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)､ 高橋哲哉 『心と戦争』 (晶文社)｡

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05176] 公民科教育法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

戦後､ 高等学校の教育課程では学習指導要領の改訂が７回実施された｡ そして､ 教育基本法改定に伴い新学習指導要領が中央教育

審議会により改訂されている｡ その中で､ ｢公民の資質｣ に直接係わる公民科はあらためてその ｢意義を見直されるべき時期に

来ている｣ と言えるだろう｡ 公民科の教育過程を具体的に知り､ その意義を理解することを目標とする｡

【授業方法】

前半は講義を中心に､ 公民科の成り立ちを追う｡ 後半は､ 現在の公民科教育課程についての理解と､ 受講生それぞれの問題意識

を問う｡参考書などを用いて、当該講義の内容に関する確認を行うこと。

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）】

事前学習について：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１時間３０分程度を要する。

事後学習について：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】

学期末試験レポート40％､ 中間レポート２回30％､ 授業中の積極性 (課題に対する取組み) 20％、ノート作成の評価10％｡�ノート

は、授業の要旨がおさえられているか、見やすく整理されているか、受講生の工夫があるか、といった点を評価の対象とする。　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

公民という概念の形成－西欧と日本－第2回

公民育成の歴史的経緯－古代から民主主義まで－第3回

学校教育と公民育成の経緯－公民的資質－第4回

学校教育と公民科－公民科教育－第5回

公民科とは何か－社会科から公民科へ－第6回

公民科の内容－現代社会－第7回

公民科の内容－現代社会－第8回

公民科の内容－現代社会－第9回

公民科の内容－倫理－第10回

公民科の内容－倫理－第11回

公民科の内容－政治経済－第12回

公民科の内容－政治経済－第13回

公民科教育の現状第14回

公民科教育の課題第15回

【教科書・参考書】

テキストは特にない｡ 参考書は､ 平成４年､ 14年版 『学習指導要領』 (文部省)､ 柿沼､ 安澤､ 茂木共編『改訂高等学校学習指導

要領の展開』(明治図書)､ 熊谷一乗著 『公民科教育』(学文社) などがある｡ その他､ 適宜に授業中に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格として教職過程を修めようとするのであれば､ 欠席は厳禁である｡ また､ 公民科は現代社会の問題に直接に関る科目である

ことを充分に理解して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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05177] 公民科教育法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

公民科教育は､ 現代教育の中で日増しに重要性が再認識されている科目の1つである｡ 人権や環境､ 社会インフラなどの現代的問

題をどのように教授してゆけばよいか｡ 本講義では､ シラバス作成の理念を理解し、実際にシラバスを作成し、その内容に則り

、単元の授業案を作成し、生徒主体型の授業展開を踏まえて、模擬授業が行えることを目標とする｡

【授業方法】

講義形態を取るが､ 実質的に後半はゼミナールと同様である｡ 学生諸君に与えられた課題を演習形式と実技形式で行う｡　模擬授業を

行うので、学習指導案の作成は事前に行っておくこと。模擬授業の後は、教員の指導を書きとめ、指摘された問題点の克服に努める

こと。 最低２回の模擬授業を行っていただく。

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）】

事前学習について：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１時間３０分程度を要する。

事後学習について：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】

学期末試験レポート30％､ 模擬授業（指導案の作成、資料の内容も評価の対象とする）２回40％､ 授業中の積極性 (課題に対する取

組み) 20％、ノート作成の評価10％（ノートは、授業の要旨がおさえられているか、見やすく整理されているか、受講生の工夫が

あるか、といった点を評価の対象とする）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

公民科教育課程の考え方第2回

年間授業計画とは何か第3回

年間授業計画立案の具体例と作成第4回

学習指導案とは何か第5回

学習指導案の考え方と授業の組み立て第6回

I oT機器を用いたアクティブラーニング授業第7回

アクティラーニングによる授業の進め方第8回

授業の構成と進め方第9回

学習活動の評価方法と考え方第10回

学習指導案の作成と点検の方法第11回

模擬授業（その1）第12回

模擬授業（その2）と（その1）の振り返り第13回

模擬授業（その3）と（その2）の振り返り第14回

（その3）の振り返りと公開模擬授業、まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは特にない｡ 参考書は､ 平成元年版 『学習指導要領』 (文部省)､ 柿沼､ 安澤､ 茂木共編 『改訂高等学校学習指導要領

の展開』(明治図書)､ 熊谷一乗著 『公民科教育』(学文社) などがある｡ その他､適宜に授業中に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

模擬授業を重んじるので､ 平常点の比率が高い｡ 従って､ 当該時間の欠席はダブルのマイナス点となる｡欠席は厳禁である｡ 公民

科教育法?の単位を修得済みであること｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05178] 宗教科教育法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は 、｢教育の方法｣ を主題とするものである｡ したがって､ 受講生諸君にあっては､学習指導案や授業ノートを作成の上、そ

れらに基づいた模擬授業を実際に体験することを通して、 中学・高校の教壇に立って授業を行なう際の具体的方法を身につける

ことが目標となる｡

【授業方法】

受講生諸君には､ 与えられたテーマに沿って､ 学習指導案や授業ノートの作成に取り組むとともに、それらに基づいた50分程度の

模擬授業を実施してもらう｡ 模擬授業の終了直後､ 他の受講生および担当教員から､ 質問とともに､ 評価すべき点と改善すべき点に

ついて具体的な指摘をうける｡ 模擬授業終了後には､ 授業を行なう際に用いた学習指導案等を必ず提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

２時間以上を目途として事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修とともに、授業中の課題に集中する中で、多くを吸収して

いくことが大切である。

【評価の方法及び基準】

模擬授業50％､ 学習指導案等25％､ 授業に取り組む姿勢25％｡ 上記日程は受講生全員の出席を前提としている｡ その点には十分留意

すること｡ 担当模擬授業の欠席は､ 特別な理由のない限り､ 履修放棄とみなす｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

今後の方針および日程について､ シラバスを踏まえて確認第1回

テーマⅠ．｢法華経の成立について｣ 　担当教員による模範授業第2回

模範授業をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第3回

模範授業をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第4回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第5回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第6回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第7回

テーマⅡ． ｢法華経をお説きになったのはどなた？｣ 　担当教員による問題提起第8回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第9回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第10回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第11回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第12回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第13回

模擬授業予備日第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に指定しない｡ 必要があれば､ その都度､ 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】

授業を行なうことの難しさを､ まずは実感してほしい｡ その上で､ 自身の伸ばすべき点と改めるべき点を見出していってほしい｡

- 27 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05179] 宗教科教育法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、 ｢教育の方法｣ を主題とするものである｡ したがって､ 受講生諸君にあっては､ 学習指導案や授業ノートを作成の上、そ

れらに基づいた模擬授業を実際に体験することを通して、中学・高校の教壇に立って授業を行なう際の具体的方法を身につけるこ

とが目標となる｡

【授業方法】

受講生諸君には､ 与えられたテーマに沿って､ 学習指導案や授業ノートの作成に取り組むとともに、それらに基づいた50分程度の

模擬授業を実施してもらう。模擬授業の終了直後､ 他の受講生および担当教員から､ 質問とともに､ 評価すべき点と改善すべき点に

ついて具体的な指摘をうける。模擬授業終了後には､ 授業を行なう際に用いた 学習指導案等を必ず提出すること｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

２時間以上を目途として事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修とともに、授業中の課題に集中する中で、多くを吸収して

いくことが大切である。

【評価の方法及び基準】

模擬授業50％､ 学習指導案等25％､ 授業に取り組む姿勢25％｡ 上記日程は受講生全員の出席を前提としている｡ その点には十分留意

すること｡ 担当模擬授業の欠席は､ 特別な理由のない限り､ 履修放棄とみなす｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

今後の方針および日程について､ シラバスを踏まえて確認第1回

テーマⅠ． ｢天台大師の 『五時』 説は歴史的事実ではないのですか？｣ 　担当教員による問題提起第2回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第3回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第4回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第5回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第6回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第7回

テーマⅡ． ｢日蓮聖人が生きた時代は 『末法』 ではないのですか？｣ 　担当教員による問題提起第8回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（１）第9回

問題提起をうけて､ 各受講生､ ｢学習指導案｣ 作成（２）､ および点検第10回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（１）第11回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（２）第12回

｢学習指導案｣ に基づき､ 受講生による模擬授業（３）第13回

模擬授業予備日第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に指定しない｡ 必要があれば､ その都度､ 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】

授業を行なうことの難しさを､ まずは実感してほしい｡ その上で､ 自身の伸ばすべき点と改めるべき点を見出していってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [05183] 教育実習研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

教員免許状を取得するための基礎的な履修要件として教育実習が課されているが､ この事前・事後指導を行うことを中心的内容とす

る｡ 教育実習に臨むに当たっての心構えを豊かにし､ 実習生活を実りあるものとすることができるよう努めることが特に求められ

る｡�教育実習の内容とそれに向けた準備、その段取り、実習を終えてからの取組み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｡

【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。

事前学修は、あらかじめ指示された参考文献、資料を読んでおくこと。

事後学修は、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】

授業の性格上､ 出席と取り組みの姿勢を重視する (50％)｡ 試験レポート(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

なぜ教職を志したのか (文書で提出)第2回

教育実習とはどういうものか第3回

実習校を確保する第4回

教師像のイメージづくり､ 一日学校体験のすすめ第5回

学習指導案をつくる第6回

教育実習生の心得第7回

教育実習のスケジュール確認第8回

先輩教師からの助言第9回

教育実習手帳を生かす第10回

授業づくりと指導案第11回

教育実習経験者の体験を聞く第12回

教育実習を終えて・・・成果と課題第13回

よい教師になるための課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜紹介する。必要な資料は、随時配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業の性格上1／3以上欠席した学生には､ 単位を与えない。毎回、積極的に授業に参加してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05201] 社会教育計画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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と内容について学ぶ。

【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る。

【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％

【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】

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試験です。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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05202] 社会教育計画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （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概説する｡

【授業方法】

講義形式

【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％

【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

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05203] 社会教育課題研究Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （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）】

事前学修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。

事後学修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】

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｡ 授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05204] 社会教育課題研究Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （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）】

事前学修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。

事後学修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％､ 授業への取組み姿勢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】

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。授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05231] 社会教育主事実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

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】

社会教育主事の実務実践及び諸問題を学ぶために､ 身延町役場及び身延町教育委員会において､ 社会教育主事として業務の一部を実習又

は補助参加をおこないます｡�身延町役場及び身延町教育委員会においての実習 １週間

身延町役場及び身延町教育委員会の主催する行事の補助 １週間

【授業方法】

実習内容に関しては､ 身延町役場及び教育委員会に一任します｡実施期間は10月の下旬となっています｡

【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。

事前学修は、指導担当者から指示された課題を必ず行うこと。

事後学修は、一日を振り返りながら、実習日誌にまとめ、指導担当者に提出すること。

【評価の方法及び基準】

実習先の評価と実習記録の記入内容とを総合的に勘案しておこないます｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

＊第1回

【教科書・参考書】

実習なのでテキストや参考文献は掲載しません。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習中は社会教育主事として業務を実施しますので､ 社会人としての自覚をもって実習に臨んでください｡ また､ 指導担当者の指導及び留

意事項は必ず守ってください｡ なお､ 実習中の遅刻・早退及び欠席は認められません｡�大学事務局が主催する諸資格ガイダンス及び

掲示板等で指示されるガイダンスには､ 必ず参加してください｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [05232] 視聴覚教育メディア論

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】

授業のねらい：カリキュラム編成や教材研究、授業研究の枠組みを理解し、教育実践改善の具体的方法を修得する。ICT・視聴覚メ

ディアを活用した教育方法、情報教育や｢総合的な学習の時間｣の教育方法、教材の開発・評価の手法を理解する。

到達目標：（１）カリキュラムの編成・評価方法を理解し、カリキュラムマネージメントができる。（２）教育内容と教材と

の関係を理解し、教材研究・改善ができる。（３）学習指導案の作成・実施・評価ができる。（４）ICT等を活用した授業の設計・

評価ができる。 

【授業方法】

授業記録のビデオ、コンピューターなどによる演示を視聴したり、授業時に配布・紹介した教育実践記録を熟読したりしたあと､そ�

黷轤ﾌ実践やカリキュラムについて考察し、評価できる点と改善の方向を議論する。学習指導案の意義とその作成方法を修得する

。インターネットを活用して，この授業に関する情報を集めたり、成果を共有したりする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

対面授業において提示した教育実践事例、研究授業等の事例や、教材，学習指導案，授業実践記録等について、事前に配布したり、動画

共有サイト等においた資料をあらかじめ視聴したりして、自分なりの考察，意見等に関する小レポートを作成する（120分）。事後

には、対面授業における他の学生の意見や関連情報について自分でさらに探究学習をして、小レポートにまとめる（120分）。 

【評価の方法及び基準】

（１）レポート（30%：論理性・独創性・21世紀型学力の育成に必要な教育の方法の理解）、（２）授業中・事前・事後小レポー

ト（40%：上記項目１と同じ）、（３）授業中の質問・建設的な意見表明・議論への貢献（30%） 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

教材「数あてゲーム」「ジュナイユの計算棒」を例に、教育内容と教材の関係を理解する第1回

教育内容と教材の関係、カリキュラム（教育課程）、学習指導要領との関係、授業の３要素の理解、教育方法に関す

る理論と実際
第2回

21世紀型学力の概観と、学力育成の方法の探究第3回

教育方法としての仮説実験授業・授業書第4回

国際理解教育、異文化理解教育、多文化教育と、それらの典型的な教材である貿易ゲーム第5回

教育方法としてのゲーム。シリアスゲーム・ゲーミング・ゲーミフィケーション第6回

「教育の情報化の手引き」を講読して、ICTと教育の係わりに関して分析・発表第7回

情報教育の目標・内容・方法。情報活用能力の育成と学校におけるICT環境整備第8回

情報活用の実践力分野・情報の科学的な理解分野・情報社会に参画する態度分野の教材研究第9回

情報モラル教育の教材・教育方法研究：特にケータイ・スマートフォン等の小中高生への普及にともなう諸問題に

ついて
第10回

電子黒板・タブレット・電子教科書等のデジタル教材等ICTを活用した教育方法に関する探究第11回

学習指導案の役割の理解・すぐれた授業の学習指導案の検討・学習指導案と授業実践の関係第12回

学習指導案、教科書等を参照して、学習指導案を作成・相互評価第13回

学習評価の理論・方法の理解。授業評価の実際第14回

学校図書館の役割。これまでの授業のふりかえりとまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし

参考書：秋田喜代美・キャサリン ルイス (2008). 授業の研究 教師の学習. 明石書店、日本教育方法学会(2009). 日本の授業研究

〈下巻〉授業研究の方法と形態. 学文社、秋田喜代美 (2010). 授業研究と学習過程. 放送大学教育振興会、水越敏行他(2012). 授

業研究と教育工学. 教育工学選書 第6巻. ミネルヴァ書房、平沢茂　編著（2014）. 教育の方法と技術. 図書文化社、幼稚園教

育要領，小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，高等学校学習指導要領，特別支援学校学習指導要領。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

これまでに小・中・高校で受けてきた授業の良い点，改善すべき点をあらためて振り返り、事前・授業中・事後に提示されるすぐれ

た授業と比較しながら、自分が授業を設計・実施・評価する立場で熟考してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09001] 漢字Ⅰ（Chinese CharacterⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【授業のねらい及び到達目標】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、日本語能力試験に合格することを目標として授業を進めていくことになる

であろう。漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導してゆく。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【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。

テキストを良く読み、教員から指示された課題をきちんとこなすこと。

【評価の方法及び基準】

評価の基準は、期末テスト50％、レポート点20％、受講態度30％である。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第１～第２回第2回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第３～第４回第3回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第５～第６回第4回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第７～第８回第5回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第９～第11回第6回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第12～第13回第7回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第14～第17回第8回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第18～第21回第9回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第22～第24回第10回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第25～第28回第11回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第29～第31回第12回

言葉の構成について第13回

音の変化について第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』。

参考書：『漢字引きナーズ　24の原則でわかる』武部良明（アルク社）2014年、『漢字のなりたち（日英対訳）』白川静（平凡社）

2016年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習は事前・事後学習に時間をかけることが大切です。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09002] 漢字Ⅱ（Chinese CharacterⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導していく。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【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。

【評価の方法及び基準】

評価の基準は、期末テスト50％、レポート点20％、受講態度30％である。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

同じ部分、同じ音読みを持つ漢字を覚えよう①第2回

同じ部分、同じ音読みを持つ漢字を覚えよう②第3回

訓読みを覚えよう①第4回

訓読みを覚えよう②第5回

難しい読みを覚えよう①第6回

難しい読みを覚えよう②第7回

語彙で覚えよう①第8回

語彙で覚えよう②第9回

語彙で覚えよう③第10回

語彙で覚えよう④第11回

いろいろな覚え方をしよう①第12回

いろいろな覚え方をしよう②第13回

新聞を読もう①第14回

新聞を読もう②第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語能力試験対策、日本語総まとめＮ１』（アスク出版）2010年。他に『漢字マスターＮ１』（三修社）2011年も用

いる。

参考文献：『漢字ビギナーズ、２４の法則でわかる』武部良明（アルク）2014年。ほか講義時に指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習には事前・事後学習に時間をかけることが必要です。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09003] 語彙Ⅰ（VocabularyⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 岡田　文弘 オカダ　フミヒロ okada fumihiro

【授業のねらい及び到達目標】

外国人からはなかなか理解しにくい日本語や日本文化について、時事問題を取り上げながら、解説を加え理解を深めてもらう。な

お併せて、日本語能力試験Ｎ１レベルに合格できる程度の語彙力をつけてもらう。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【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。

【評価の方法及び基準】

評価方法：期末テスト50％、レポート20％、授業態度30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

話題別に言葉を学ぶー人間第2回

話題別に言葉を学ぶー生活第3回

話題別に言葉を学ぶー芸術・スポーツ第4回

話題別に言葉を学ぶー教育第5回

話題別に言葉を学ぶー仕事第6回

話題別に言葉を学ぶーメディア第7回

話題別に言葉を学ぶー社会第8回

話題別に言葉を学ぶー科学第9回

話題別に言葉を学ぶー抽象概念第10回

性質別に言葉を学ぶー意味がたくさんある言葉第11回

性質別に言葉を学ぶー意味が似ている言葉第12回

性質別に言葉を学ぶー形が似ている言葉第13回

性質別に言葉を学ぶー慣用表現第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』（スリーエーネットワーク）2011年。

参考文献：『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。参考資料等はその都度配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学学習は、事前学習と事後学習がとても大事です。たくさん課題も出しますががんばって受講してください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09004] 語彙Ⅱ（VocabularyⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

外国人からはなかなか理解しにくい日本語や日本文化について、時事問題も取り上げながら、解説を加え、理解を深めてもらう。

【授業方法】

講義ではあるが、ゼミ形式に近い形で行いたい。

【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。

【評価の方法及び基準】

評価方法：期末テスト50％、レポート20％、授業態度30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自然・生物①第1回

自然・生物②第2回

心情・思考・言語①第3回

心情・思考・言語②第4回

心情・思考・言語③第5回

交流・対立①第6回

交流・対立②第7回

生活①第8回

生活②第9回

生活③第10回

経済・社会①第11回

経済・社会②第12回

経済・社会③第13回

様相・状態①第14回

様相・状態②第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語彙　日本語能力試験Ｎ１』（国書刊行会、2012年）

参考書：『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年、『正しい言葉づかいのための似た言葉使い分け辞典』

（日正社）1991年。参考資料等はその都度配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前・事後学習をきちんと行って、日本語習得につとめてください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09005] 文法Ⅰ（GrammarⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

（１）幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解する

ことができる。（２）一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学内外ではSNSを利用した双方向授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

元の言葉に着目、「言う・する」を使った言い方第2回

古い言葉を使った言い方、「もの・こと」を使った言い方第3回

「わけ・ところ」を使った言い方、二つの言葉を組にする言い方・助詞第4回

文法的性質の整理、文の組み立て（１）：決まった形第5回

同上（２）：名詞を説明する形式、同左（３）：「～ない」がつく文法形式第6回

始めと終わりが正しく対応した文、時制第7回

条件を表す文、視点を動かさない手段（１）：動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け第8回

同上（２）：「～てくる・～ていく」の使い分け、同左（３）：受身・使役・使役受身の使い分け第9回

同上（４）：「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け、指示表現「こ・そ・あ」の使い分け第10回

「は・が」の使い分け、接続表現第11回

省略・繰り返し・言い換え、文体の一貫性第12回

復習（１）第13回

復習（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『文法；本試験と同形式の問題を解きながら文法力レベルアップ；N2』坂本勝信著（アルク）2012年、『新完全マスタ

ー文法日本語能力試験N2』友松悦子・福島佐知・中村かおり著（スリーエーネットワーク）2011年、『日本語総まとめN2文法：

「日本語能力試験」対策』佐々木仁子・松本紀子著（アスク出版）2010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】

2019年12月１日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09006] 文法Ⅱ（GrammarⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

（１）幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の

構成や内容を理解することができる。（２）さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図

を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学外ではSNSを利用した双方向にて授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、基礎文型総整理 268（1-27）第1回

基礎文型総整理 268（28-54）第2回

基礎文型総整理 268（55-81）第3回

基礎文型総整理 268（82-108）第4回

基礎文型総整理 268（109-135）第5回

基礎文型総整理 268（136-162）第6回

基礎文型総整理 268（163-189）第7回

基礎文型総整理 268（190-216）第8回

基礎文型総整理 268（217-243）第9回

基礎文型総整理 268（244-268）第10回

超級表現 115（1-23）第11回

超級表現 115（24-46）第12回

超級表現 115（47-69）第13回

超級表現 115（70-92）第14回

超級表現 115（93-115）、まとめ第15回

【教科書・参考書】

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】

2019年12月１日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09007] 文法Ⅲ（GrammarⅢ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文

章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。さまざまな話題の内容に深みのある読み物

を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。

【授業方法】

（１）教室ではテキストに沿って授業を行います。（２）学外ではSNSを利用した双方向にて授業を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行ってください。

【評価の方法及び基準】

期末試験60％、授業への取り組み姿勢40％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

動詞の意味に着目（１）、同左（２）第2回

古い言葉を使った言い方、「もの・こと・ところ」を使った言い方第3回

二つの言葉を組にする言い方、助詞・複合助詞第4回

文法的性質の整理、文の組み立て（１）：決まった形第5回

同上（２）：名詞を説明する形式、同左（３）：接続に注意第6回

時制、条件を表す文第7回

視点を動かさない手段（１）：動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け、同左（２）：「～てくる・～ていく」の使い分け第8回

同上（３）：受身・使役・使役受身の使い分け、同左（４）：「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け第9回

指示表現「こ・そ・あ」の使い分け、「は・が」の使い分け第10回

接続表現、省略・繰り返し・言い換え第11回

文体の一貫性、話の流れを考える第12回

復習（１）第13回

復習（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『文法；本試験と同形式の問題を解きながら文法力レベルアップ；N1』坂本勝信著（アルク）2012年、『新完全マスタ

ー文法日本語能力試験N1』友松悦子・福島佐知・中村かおり著（スリーエーネットワーク）2011年、『日本語総まとめN1文法：

「日本語能力試験」対策』佐々木仁子・松本紀子著（アスク出版）2010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】

2019年12月１日（日）に実施される日本語能力試験 JLPT N1のレベル認定を目指します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09008] 文法Ⅳ（GrammarⅣ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ１あるいはＮ２に合格することを目標とする

。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。本授業は、文法と銘打たれた授業であるので、文法事項の確認は必要に応じて行

なうようにするが、基本的には読解に力を入れることになる。

【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。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、Ｎ１あるいはＮ２模擬試験：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめおよび振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（スリーエーネットワーク）2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09009] 読解Ⅰ（Reading ComprehensionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ１あるいはＮ２に合格することを目標とする

。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、Ｎ１あるいはＮ２模擬試験：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）

　　
第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめと振り返り 第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（スリーエーネットワーク）2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09010] 読解Ⅱ（Reading ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 間宮　啓壬 マミヤ　ケイジン mamiya keijin

【授業のねらい及び到達目標】

本授業は、留学生を対象に実施されるものである。最終的には、日本語能力試験のＮ１あるいはＮ２に合格することを目標とする

。

【授業方法】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業での取り組み：70％、Ｎ１あるいはＮ２模擬試験：30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

テキストの例題をやってみる。
第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめと振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）2011年

　　　　『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（スリーエーネットワーク）2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。　
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09011] 作文Ⅰ（CompositionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

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】

本講義において日本語の基礎的文法表現をみていく。本講義受講によって、自らの意見を作文として表現できることができるよ

うになる。

【授業方法】

日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習が望まれる。

【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】

授業への参加姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％

【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

代名詞の使い方１第2回

代名詞の使い方２第3回

代名詞の使い方３　まとめ第4回

接続詞の使い方１第5回

接続詞の使い方２第6回

接続詞の使い方３　まとめ第7回

モノの表現法　相違点と相似点１第8回

モノの表現法　相違点と相似点２第9回

モノの表現法　相違点と相似点３　第10回

意見を述べる１第11回

意見を述べる２第12回

意見を述べる３第13回

課題作文（原稿用紙を使用）第14回

課題作文（レポート用紙を使用）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』（第三書房）、『新完全マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』（ス

リーエーネットワーク）。参考書：適宜指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学は弛まない積み重ねでやっと力になります。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09012] 作文Ⅱ（CompositionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

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】

本講義において日本語の基礎的文法表現をみていく。本講義受講によって、自らの意見を作文として表現できることができるよ

うになる。 

【授業方法】

読む事から書く事へ。文章作成の基礎を学ぶ。日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習が望ま

れる。

【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】

講義への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション　日本語能力試験にむけて第1回

まぎらわしい表現１第2回

まぎらわしい表現２第3回

まぎらわしい表現３第4回

使用されている間違った日本語表現　接続詞第5回

使用されている間違った日本語表現　否定第6回

使用されている間違った日本語表現　敬語第7回

使用されている間違った日本語表現　代名詞第8回

使用されている間違った日本語表現　口語表現第9回

中間報告　レポート作成第10回

討論　その１第11回

討論　その２第12回

討論　その３第13回

課題・報告書作成第14回

課題・報告書作成第15回

【教科書・参考書】

教科書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』（第三書房）、『新完全マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』（ス

リーエーネットワーク）。参考書：適宜指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

語学は弛まない積み重ねでやっと力になります。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09013] 聴解Ⅰ（Listening ComprehensionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

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、受講生が日本語の聴き取りに慣れ、日本語能力検定試験合格レベルまで日本語の聴解レベルを持っていくことを目指

す。基礎的な聴き取りから複合的な内容まで含め、日本人の会話レベルの聴解ができるようにする。また、ラジオ放送を理解で

きるようにする。この授業を受講することで、受講生は日本語を聴き取り理解する力を養うことができる。

【授業方法】

日本語能力検定試験の問題をヒアリングしながら解いていき、試験問題に慣れていくようにする。また、日常生活やニュース、時

事問題に関する内容について会話をすることで、実践的な日本語の理解・習得を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。普段からテレビやラジオを聴くようにし、事前学習として

、自分が関心を持ったニュースや時事問題について簡単にまとめてくるようにすること。事後学習では、授業の内容をさらに深める自

主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすること。

【評価の方法及び基準】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、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―簡単な聞き取り第1回

会話（その１）第2回

会話（その２）第3回

会話（その３）第4回

会話（その４）第5回

会話（その５）第6回

会話（その６）第7回

会話（その７）第8回

会話（その８）第9回

時事（その１）第10回

時事（その２）第11回

時事（その３）第12回

時事（その４）第13回

時事（その５）第14回

まとめ―聴解Ⅱへの布石第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター聴解　日本語能力試験』中村かおり・福島佐知・友松悦子著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内だけでは、日本語に耳が慣れることはできません。普段の生活の中で、積極的に日本語での会話を行ったり、日本のテレ

ビやラジオ等を聴くようにしましょう。また、テレビやラジオで聴いたフレーズや文章を、同じように発声してみましょう。

練習の方法は授業で解説します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09014] 聴解Ⅱ（Listening ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

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、聴解Ⅰに引き続き、日本語能力検定試験合格レベルまで受講生の日本語の聴解レベルを持っていくことを目指す。複

雑な内容でも、日本人の会話レベルの聴解ができるようにする。また、ラジオ放送を理解できるようにする。この授業を受講する

ことで、受講生は日本語を聴き取り理解する力を養うことができる。

【授業方法】

日本語能力検定試験の問題をヒアリングしながら解いていき、試験問題に慣れていくようにする。また、日常生活やニュース、時

事問題に関する内容について会話をすることで、さらなる実践的な日本語の理解・習得を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。普段からテレビやラジオを聴くようにし、事前学習として

、自分が関心を持ったニュースや時事問題について簡単にまとめてくるようにすること。事後学習では、授業の内容をさらに深める自

主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすること。

【評価の方法及び基準】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、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第1回

練習問題（その１）第2回

練習問題（その２）第3回

練習問題（その３）第4回

練習問題（その４）第5回

練習問題（その５）第6回

練習問題（その６）第7回

練習問題（その７）第8回

練習問題（その８）第9回

練習問題（その９）第10回

練習問題（その10）第11回

練習問題（その11）第12回

練習問題（その12）第13回

模擬試験・解説（その１）第14回

模擬試験・解説（その２）第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター聴解　日本語能力試験』中村かおり・福島佐知・友松悦子著（スリーエーネットワーク）2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内だけでは、日本語に耳が慣れることはできません。普段の生活の中で、積極的に日本語での会話を行ったり、日本のテレ

ビやラジオ等を聴くようにしましょう。また、テレビやラジオで聴いたフレーズや文章を、同じように発声してみましょう。授

業では映画なども見ていくことを予定しています。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09015] 会話Ⅰ（ConversationⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

個人的、一般的な興味に関する話題についての詳細な説明、描写、叙述する力を身につける。この授業を受けることにより、日常

生活で円滑なコミュニケーションができるようになる。また、日本語で分かりやすく発表できるようになる｡�

【授業方法】

「話す」技能に焦点を当てた授業である。 会話やプレゼンテーションについて、分かりやすく伝えるためにどのような話し方

が適切かをテキストやディスカッション､ロールプレイを通して学ぶ。

【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解き、疑問点等を明

確にしておくこと。事後の学習では、ノート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（50%）、期末試験および発表（50%）により総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

自己紹介で好印象を与えよう第2回

きっかけを話そう第3回

町の様子を話そう第4回

健康について話そう第5回

自分の特技について伝えよう第6回

言い換えて説明しよう第7回

印象に残った出来事を話そう第8回

比べて良さを伝えよう第9回

動きの順序を説明しよう第10回

ストーリーを話そう第11回

最近の出来事を話そう第12回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その１第13回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その２第14回

まとめ･発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語上級話者への道―きちんと伝える技術と表現』荻原 稚佳子、斉藤 真理子著（スリーエーネットワーク）､2010

年。 

参考書：『日本語おしゃべりのたね第2版』西口光一監修（スリーエーネットワーク）2011年、『中上級学習者のためのブラッシ

ュアップ日本語会話』清水崇文編（スリーエーネットワーク）2013年、『ロールプレイで学ぶ中級上級への日本語会話』山内博

之著（凡人社）2014年。　その他､日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [09016] 会話Ⅱ（ConversationⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４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】

話すべき内容とその構成を意識しながら話す力を身につける。自分の考えや気持ちを根拠を示して伝えることができるようになる

｡抽象的なことが話せ、聞き手の理解や反応に応じた話し方ができるようになる｡

【授業方法】

会話Ⅰで習得した技能をもとに､学生自身が話題提供を行ったり、提案されたテーマについてディスカッションを行う｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回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、テキストの指定された箇所を解き、疑問点等を明確

にしておくこと。事後の学習では、ノート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（50%）、期末試験および発表（50%）により総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

好きなシーンを紹介しよう第1回

子どもたちに母国の行事を紹介しよう第2回

グラフや表を説明しよう第3回

困った状況を伝えて交渉しよう第4回

不満に対処しよう第5回

就職試験制度について説明しよう第6回

働くことの意義について討論しよう第7回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討第8回

身延中学校での交流授業に向けて：発表原稿の作成／授業の進め方の検討と練習第9回

スピーチコンテストのリハーサル       第10回

身延中学校での交流授業に向けて：発表の練習第11回

心に残る言葉第12回

留学生活を振り返って第13回

将来の夢を語ろう第14回

まとめ ･ 発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語超級話者への道―きちんと伝える技術と表現』荻原 稚佳子、斉藤 真理子著（スリーエーネットワーク）､2010

年。 

参考書：『日本語おしゃべりのたね第2版』西口光一監修（スリーエーネットワーク）2011年、『中上級学習者のためのブラッシ

ュアップ日本語会話』清水崇文編（スリーエーネットワーク）2013年、『ロールプレイで学ぶ中級上級への日本語会話』山内博

之著（凡人社）2014年。その他､日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01615] 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 １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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01617] 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】

教科書：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

【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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01657] 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。これらを通して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目標である。

【授業方法】

主として講義だが､ 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】

評価：期末試験80％、平常点 (授業中の課題に対する取り組み､ 保育所訪問時に要求されるレポート提出) 20％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

「保育者になる」ということ　その１第1回

「保育者になる」ということ　その２第2回

保育者の一日第3回

子どもの思いや育ちを理解する仕事　第4回

保育者の姿　保育所訪問・観察実習（１）－保育士の役割と業務内容－第5回

子どもと一緒に心と体を動かす仕事第6回

豊かな文化や自然との出会いをつなぐ仕事　その１第7回

豊かな文化や自然との出会いをつなぐ仕事　その２第8回

豊かな文化や自然との出会いをつなぐ仕事　その３第9回

保育者の姿　保育所訪問・観察実習（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

保護者や家庭と一緒に歩む仕事　その１第12回

保護者の成長と同僚関係第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：『新しい保育講座　保育者論』 汐見稔幸（ミネルヴァ書房） 2018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】

保育者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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01671] 医学一般Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３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〕

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解

する学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

人間のこころとからだの基本的な構造や機能について解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

人間のこころとからだのしくみを説明することができる。

【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、過去の国家試験を中心とした問題を解説。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分：予習を促すため、予習プリントを課す。

事後学習90分：復習を促すため、講義中に小テストを行う。

【評価の方法及び基準】

試験結果50％、講義中の小テスト25％、予習プリント25％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間の欲求の基本的理解（基本的欲求）第1回

人間の欲求の基本的理解（社会的欲求）第2回

自己概念と尊厳（自己概念に影響する要因）第3回

自己概念と尊厳（自立への意欲と自己概念）第4回

自己概念と尊厳（自己実現といきがい）第5回

こころのしくみの基礎（こころのしくみに関する諸理論）第6回

こころのしくみの基礎（思考のしくみ）第7回

こころのしくみの基礎（学習・記憶・思考のしくみ）第8回

こころのしくみの基礎（感情のしくみ） 第9回

こころのしくみの基礎（意欲・動機づけのしくみ）第10回

こころのしくみの基礎（適応のしくみ）第11回

からだのしくみの基礎（生命の維持・恒常のしくみ　～　体温、呼吸、脈拍、血圧、その他）第12回

からだのしくみの基礎（人体部位の名称）第13回

からだのしくみの基礎（ボディメカニクス）第14回

からだのしくみの基礎（関節の可動域、その他）第15回

【教科書・参考書】

『こころとからだのしくみ』　第３版　新・介護福祉士養成講座１４　中央法規出版

『人体の構造と機能及び疾病』第３版　新・社会福祉士養成講座１　　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】

授業に積極的に参加することを望む。

- 55 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01672] 医学一般Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３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〕

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解

する学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

「身じたく」、「移動」に関連したこころとからだの基礎的知識・しくみについて解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「身じたく」、「移動」に関する機能低下や障害を理解し、それらが及ぼす影響や負担を理解することができる。

【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、過去の国家試験を中心とした問題を解説。

【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】

試験結果５０％、講義中の小テスト２５％、予習プリント２５％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

身じたくに関連したこころとからだの基礎知識（身じたくの行為の生理的意味）第1回

身じたくに関連したこころとからだの基礎知識（爪の構造と機能）第2回

身じたくに関連したこころとからだの基礎知識（毛髪の構造と機能）第3回

身じたくに関連したこころとからだのしくみ（口腔の清潔のしくみ）第4回

身じたくに関連したこころとからだのしくみ（口臭のしくみ）第5回

機能低下・障害が及ぼす整容行動への影響（口腔の清潔に関する機能低下・障害の原因）第6回

機能低下・障害が及ぼす整容行動への影響（機能低下・障害が及ぼす口腔の清潔への影響）第7回

移動に関連したこころとからだの基礎知識（移動行為の生理的意味）第8回

移動に関連したこころとからだの基礎知識（重心の移動、バランス）第9回

移動に関連したこころとからだの基礎知識（良肢位）第10回

移動に関連したこころとからだのしくみ（安全・安楽な移動、姿勢・体位の保持のしくみ）第11回

移動に関連したこころとからだのしくみ（立位・座位保持のしくみ）第12回

移動に関連したこころとからだのしくみ（歩行のしくみ）第13回

移動に関連したこころとからだのしくみ（筋力・骨の強化のしくみ）第14回

機能低下・障害が及ぼす移動への影響（移動に関する機能低下・障害の原因、骨折、廃用症候群、褥瘡、運動が

及ぼす身体への負担、その他）
第15回

【教科書・参考書】

『こころとからだのしくみ』　第３版　新・介護福祉士養成講座１４　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】

授業に積極的に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01673] 医学一般Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３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〕

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解

する学習とする。

　

〔授業全体の内容の概要〕

「食欲はなぜ起こるのか」、「食事はどのように認識され、摂取されるのか」を一覧のプロセスとして解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「おいしく食事を摂る」ことを阻害する因子を知り、そこから生活上の支障となる要因があっても、利用者の残存迫ﾍ・嗜好等に注

目し、「おいしく食事を摂る」ための介護方法が何かを考えることができる。

【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、過去の国家試験を中心とした問題を解説

【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】

試験結果５０％、講義中の小テスト２５％、予習プリント２５％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

食事に関連したこころとからだの基礎知識（からだをつくる栄養素、１日に必要な栄養量、１日に必要な水分量）第1回

食べることに関連したこころとからだの基礎知識（食べることの生理的意味）第2回

食欲・おいしさを感じるしくみ（空腹・満腹、食欲に影響する因子、視覚・味覚・嗅覚、その他）第3回

のどが渇くしくみ第4回

食物を口まで運ぶ（視覚の情報、手の機煤A姿勢と運動）第5回

食物の性質の判断（視覚、嗅覚からの情報、過去の記憶）第6回

食物にあった口の準備（筋肉、神経、唾液の分泌）第7回

咀嚼運動第8回

嚥下運動・嚥下反射第9回

消化第10回

食べることに関する機能の低下・障害の原因第11回

機能の低下・障害が及ぼす食事への影響第12回

誤嚥を予防するための日常生活での留意点第13回

嚥下障害に気づく観察のポイント第14回

脱水に気づく観察のポイント第15回

【教科書・参考書】

『こころとからだのしくみ』　第３版　新・介護福祉士養成講座１４　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】

授業に積極的に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01674] 医学一般Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３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〕

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解

する学習とする。　

〔授業全体の内容の概要〕

「入浴」、「保育」、「排泄」、「睡眠」、に関連したこころとからだの基礎知識について解説するとともに「終末期」、「死

」についても言及する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「入浴」、「保育」、「排泄」、「睡眠」、に関連したこころとからだのしくみについて説明できる。

「終末期」、「死」について理解できる。

【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、過去の国家試験を中心とした問題を解説

【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】

試験結果５０％、予習プリント２５％、講義中の小テスト２５％

【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

入浴、清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識第2回

清潔保持に関連したこころとからだのしくみ 第3回

機能の低下・障害が及ぼす入浴、清潔保持への影響第4回

排泄に関連したこころとからだの基礎知識第5回

排泄に関連したこころとからだのしくみ第6回

機能の低下・障害が及ぼす排泄への影響第7回

睡眠に関連したこころとからだの基礎知識第8回

睡眠に関連したこころとからだのしくみ第9回

機能の低下・障害が及ぼす睡眠への影響第10回

「死」の捉え方第11回

終末期から危篤、死亡時のからだの理解第12回

「死」に関するこころの理解 第13回

 医療職との連携第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『こころとからだのしくみ』　第３版　新・介護福祉士養成講座１４　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】

授業に積極的に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01675] 公的扶助論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３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】

・公的扶助の概念と貧困・低所得者問題について理解する。

・生活保護制度の概要とその基本原理・原則・種類及び権利と義務について理解する。

・生活保護制度の運営実施体制について理解する。

・貧困・低所得者への相談援助方法やその専門性、自立支援プログラムの意義と実際について理解する。

・低所得者・ホームレスに対する援助方法について理解する。 

【授業方法】

テキストによる講義や貧困問題に関するビデオ等の視聴により、生活保護世帯と低所得階層の生活実態を把握する。そして、生

活保護制度を基本とした援助方法について理解できるよう、小グループによる事例検討などを交えた授業にしていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習：各90分を目安としてテキストを読むこと。 

【評価の方法及び基準】

評価方法及び基準：定期試験（レポート形式・80点）、（20点）の合計100点満点で評価します。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

貧困の理解と公的扶助の概念、意義・役割第1回

公的扶助制度の歴史第2回

生活保護法の目的と基本原理第3回

生活保護法の原則第4回

保護の種類と内容および費用第5回

被保護者の権利義務と行政争訟第6回

国・地方自治体の役割と協力機関第7回

福祉事務所の組織体系と活動第8回

ケースワーカーと査察指導員の役割第9回

保健・医療・福祉との連携の方法第10回

民間支援団体とのネットワーク第11回

自立概念と自立支援プログラムの位置付け第12回

自立支援プログラムの策定と到達状況第13回

低所得者対策と支援の実際第14回

ホームレス自立支援法と民間支援第15回

【教科書・参考書】

テキスト：現代の社会福祉士　養成シリーズ　新カリキュラム対応　『低所得者に対する支援と生活保護制度』下村幸仁・寺久保光

良編著　久美出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・私たちの生活と隣り合わせに現出する貧困にしっかりと目を向けてください。

・社会福祉士国家試験の新カリキュラムでは必修科目となりましたので、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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01676] 保健医療

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

・相談援助活動において必要とされる医療保険制度（診療報酬に関する内容を含む）や保健医療サービスについて理解するこ

と。

・保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解すること。

【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～）

事後課題～授業の要点をリアクションペーパーまとめて提出する（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％の配分で評価を行う。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保健医療サービスとは第1回

保健医療サービスの変遷第2回

保健医療サービスの今日的課題第3回

医療連携と社会福祉士の役割第4回

医療法による医療施設の機能・類型第5回

保健医療政策による医療施設の機能・類型第6回

介護保険法による施設の機能・類型第7回

在宅支援のシステム第8回

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割?第9回

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割?第10回

保健医療サービスの専門職の役割第11回

保健医療サービスの提供と経済的保障第12回

保健医療サービスにおける専門職の連携と実践第13回

保健医療サービスにおける地域の社会資源と連携の実践第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「保健医療サービス（第4版）」　新・社会福祉士養成講座17　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】

保健医療サービスは私たち国民の生活に大きく影響します。他人事ではなく、私たちが生活する上で必要な意識で参加してください

。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01677] 社会福祉援助技術論Ⅵ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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保険サービス計画、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）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（90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（90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】

相談援助における社会資源の活用第1回

相談援助における社会資源の調整第2回

相談援助における社会資源の開発第3回

様々な実践モデルとアプローチ（医療モデル・生活モデル・ストレングスモデル）第4回

様々な実践モデルとアプローチ（クライエント中心アプローチ）第5回

様々な実践モデルとアプローチ（危機介入アプローチ）第6回

様々な実践モデルとアプローチ（問題解決アプローチ）第7回

様々な実践モデルとアプローチ（課題中心アプローチ）第8回

様々な実践モデルとアプローチ（家族システムアプローチ）第9回

様々な実践モデルとアプローチ（心理社会的アプローチ・ナラティブアプローチ）第10回

事例分析（個別援助の事例）第11回

事例分析（チームアプローチの事例）第12回

相談援助の実際（権利擁護の事例）第13回

相談援助の実際（地域援助の事例）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「相談援助の理論と方法Ⅱ（第3版）」中央法規出版 社会福祉士養成講座 

【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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01678] 子どもの保健Ⅰ-２

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 田淵　和子 タブチ　カズコ tabuchi kazuko

【授業のねらい及び到達目標】

１．小児期に多い病気と事故の特徴及びその予防と看護について理解する｡ 　　　　　　　　　　　　　　　　

２．児童福祉施設における保健対策及び地域・母子保健サービスの実際について理解する｡

【授業方法】

講義は主としてプリント資料、及びビデオ・ＤＶＤなどの視聴覚教材を使用し進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90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90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】

学力確認テスト･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　子どもの健康状態の観察　子どもの病気の特徴第1回

子どもに多い症状と看護 (その１)　発熱、嘔吐、下痢、脱水、発疹第2回

子どもに多い症状と看護 (その２)　咳・喘鳴、腹痛、便秘、けいれんなど第3回

子どもに多い感染症とその予防 (その１)第4回

子どもに多い感染症とその予防 (その２)第5回

子どもに多い病気 (その１)　呼吸器疾患、消化器疾患、代謝障害第6回

子どもに多い病気 (その２)　循環器疾患、血液疾患、アレルギー疾患、泌尿器疾患第7回

子どもに多い病気 (その３)　小児がん、神経・筋疾患、心の病気第8回

障害を伴う病気：脳性麻痺、ダウン症候群など第9回

子どもの事故の特徴と事故予防対策第10回

児童福祉施設の特徴と保健活動 (その１)第11回

児童福祉施設の特徴と保健活動 (その２)第12回

母子保健の意義と母子保健施策の仕組み第13回

母子保健サービスの実際と保育との連携第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

白野幸子著:子どもの保健Ⅱ、医歯薬出版

他の参考図書は授業の中でその都度紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01679] 保育課程論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

保育専門職の実践力を養うことをめざし、保育における計画について理解する。指導計画の必要性と意義、どのようにして計画

と評価を行うのか、更には記録を活用する力量形成を目標とする。

【授業方法】

保育所保育指針の理解と、指導計画作成の手順、年齢ごとの指導計画の立て方等を実際に書かれた「年間計画」「月案」「週案」「

日案」から具体的に学習する。また、実習日誌をもとに保育の自己評価について学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分：授業の終わりに次回の予習について指示をします。指示を出された箇所をあらかじめ読んでおいてください。

事後学習90分:授業で扱った内容について、テキストおよび授業中に配布するレジュメを中心に復習してください。指定した参考文

献を読み､要点をまとめてください｡ 

【評価の方法及び基準】

評価：テスト70％､ 平常点 (毎時間の終わりにコメントシートの記入、授業中の課題に対する取り組み) 30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育の基本について第1回

保育所の理解第2回

指導計画の作成の基本とその方法　その１第3回

指導計画の作成の基本とその方法　その２第4回

０歳児の特徴と指導計画　その１第5回

０歳児の特徴と指導計画　その２第6回

１歳児の特徴と指導計画　第7回

２歳児の特徴と指導計画　その１第8回

３歳児の特徴と指導計画　その１第9回

４歳児の特徴と指導計画　その１第10回

５歳児の特徴と指導計画　その１第11回

保育における改革の変遷第12回

保育の実践と評価　その１第13回

保育の実践と評価　その２第14回

まとめ　保育の専門職化をめざして第15回

【教科書・参考書】

教科書：『教育課程・保育の計画と評価』岩崎淳子・及川留美・粕谷亘正（萌文書林）2018年。

参考書：『保育所保育指針』厚労省、『保育課程・教育課程総論』柴崎正行・戸田雅美・増田まゆみ（ミネルヴァ書房）2012年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育の計画について学ぶための授業であるが、保育原理や保育内容にかかわる授業、さらには保育実習とも関連させて保育につい

ての学びを深めましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01680] 地域福祉演習

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者
池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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。

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）】

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】

期末試験レポート (40％)､ 中間レポート３回 (30％)、 平常点 (30％、含：施設見学)｡　各講義の最後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。それぞ

れ１時間30分以上の学習時間が必要である。

【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

仏教福祉技術論～対人技術とコニュミケーション第7回

仏教福祉技術論～社会資源と仏教的資源第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】

テキストはとくに指定しない｡ 必要な資料を適宜配布する嵐閧ﾅある｡辞書として、日本仏教社会福祉学会編 『仏教社会福祉辞典』(法

蔵館)。参考書は､ 志田利 『仏教と社会福祉』 (平楽寺書店)､ 田代俊孝編 『心を支える・ビハーラ』(法蔵館)､ 田代俊孝 『仏教と

ビハーラ運動』(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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01681] 地域福祉実践

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者
池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

＊・福祉現場で求められている「考える力」「言語化する力」「文章化する力」「協働する力」を身につける。

・事例をとおして学んだことを、福祉現場にて実践し、福祉現場で必要な能力を身につける。

【授業方法】

＊・リアクションペーパーを使用し、教員と学生の双方向の授業を展開していく。

・毎回の授業で提出するリアクションペーパーは、授業の理解度だけではなく、自らが考える力を身につけるために実施する。

【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】

＊・毎回の授業のリアクションペーパー・授業で出される課題の内容　20％

・レポート　30％

・定期試験　50％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

福祉実践とは第1回

福祉実践に必要なスキルとは第2回

事例をとおして考える（利用者との関わり）①第3回

事例をとおして考える（利用者との関わり）②第4回

事例をとおして考える（地域共同と多職種協働）第5回

プレゼンテーション能力を身につける①第6回

プレゼンテーション能力を身につける②第7回

福祉実践における記録①第8回

福祉実践における記録②第9回

福祉実践演習①（精神障害者との関わり）第10回

福祉実践演習②（生活保護者世帯との関わり）第11回

福祉実践演習③（司法福祉の事例から）第12回

福祉実践演習④（児童福祉の事例から）第13回

福祉実践の評価とは第14回

全体の総括と試験第15回

【教科書・参考書】

＊テキスト

「事例と演習を通して学ぶソーシャルワーク」　川村隆彦著　中央法規出版

参考図書

「どうすれば福祉のプロになれるか　カベを乗り越え活路を開く仕事術」　久田則夫著　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】

＊社会福祉援助技術論Ⅰ～Ⅵ・社会福祉援助技術演習Ⅰ・Ⅱを習得していることが望ましい。

・福祉現場での就職を志望している学生が積極的に受講してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01682] ケアマネジメント論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- 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】

・ケアマネジメントの変遷を理解し、現在の福祉で求められていることを理解する。

・ケアマネジメントの目的・過程を理解し、自らが実践できる能力を身につける。

・障がい者分野・高齢者分野で実践されているケアマネジメントを理解し、ケアプランを作成することができる。

・チームアプローチを促進させる方法を理解し、実践することができる。

【授業方法】

・リアクションペーパーを使用し、教員と学生の双方向の授業を展開していく。

・毎回の授業で提出するリアクションペーパーは、授業の理解度だけではなく、自らが考える力を身につけるために実施する。

【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】

・毎回の授業のリアクションペーパー、ケアプラン内容20％、レポート　30％、定期試験　50％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ケアマネジメントとは第1回

ケアマネジメントの歴史（その１）第2回

ケアマネジメントの歴史（その２）第3回

ケアマネジメントの手法（チームアプローチ・ＩＣＦ）第4回

ケアマネジメントのプロセス（その１）第5回

ケアマネジメントのプロセス（その２）第6回

ケアマネジメントのプロセス（その３）第7回

ケアマネジメントのプロセス（その４）第8回

ケアマネジメントのプロセス（その５）（ケアプラン作成）第9回

ケアマネジメントを担う機関・専門職第10回

介護保険制度とケアマネジメント（その１）第11回

介護保険制度とケアマネジメント（その２）第12回

障害者総合支援法とケアマネジメント第13回

ケアマネジメント演習第14回

全体の総括第15回

【教科書・参考書】

「改訂　初めて学ぶケアマネジメントテキスト」　能本守康著　中法法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・社会福祉援助技術論Ⅰ～Ⅵを習得していることが望ましい。

・ケアマネジメントが実践できるために、授業をとおして「考える力」を見につける意識を持ってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01683] 保育相談支援

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

保育の専門家は、子どもの保育と同時に両親・保護者の育児支援が大きな仕事となる。この授業では、保育現場における相談の実態を知

り、演習課題を基にして相談支援の実践に役立つ学修を目指す。この授業を受講することで、保育相談支援の意義と原則や、保育所

等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解し、保護者とコミュニケーションをとるための基礎能力を養うことができる。

また、受講生にとって、自己理解を深め、保育者としての自分自身のあり方を考える機会にもなる。

【授業方法】

教科書を読み進め、理論等の背景について理解したのち、相談支援の実際を理解するために、多くの事例に触れ、自分なりに考え

る。そのうえでディスカッションを行い、多様な考え方、とらえ方を知り、より理解を深めていく。可能な限り、シュミレー

ションしてロールプレイ等を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

本授業では、それぞれ60分以上の事前・事後の学修を行うこと。課題は毎回課すものとする。事前学習では、教科書を読み、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】

保育相談支援とは？／傾聴・共感を知る第1回

保育相談支援の方法第2回

保護者との関係づくり第3回

保育の環境構成を生かした保護者支援第4回

ワーク：連絡帳の返事を書いてみよう第5回

地域の資源の活用と関係諸機関との連携第6回

地域子育て支援における保育相談支援の実際第7回

養育力向上を目指した支援第8回

保護者同士の関係を支援する第9回

苦情対応から始まる支援第10回

障がいのある子どもの保護者支援第11回

要保護児童の家庭に対する支援第12回

乳児院等における支援第13回

家族関係支援の考え方第14回

まとめ―振り返りロールプレイ―第15回

【教科書・参考書】

教科書：『実践・保育相談支援』青木紀久代編（みらい）2015年、参考書：『保育者のためのカウンセリングマインド』佐川寛子・

成瀬美恵子著（チャイルド本社）2007年、『保育相談支援』福丸由佳・安藤智子・無藤隆編（北大路書房）2011年、『保育園にお

ける苦情対応―対応困難事例とワーク』東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会（東京都社会福祉協議会）2012年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

相談支援活動の明確なイメージをもってもらうため、多くの事例を読み、考えてもらいます。その中で、話を「聴く」「聴いて

もらう」とはどういうことなのか、様々な個性を持つ子ども達や家庭をどう理解するのかを学んでください。また、保育者が行う

相談と、専門家が行う相談の共通点・相違点についても理解するようにしてください。これらのことは、保育、福祉、教育、医

学など幅広い分野で役に立ちます。また、保育者としての「自分」のあり方について考えるとともに、自分自身の子育てにも役立つ

ものですので、意欲的に学んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01733] インターンシップⅠ

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

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

【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

インターンシップ受け入れ先との事前相談第2回

インターンシップ①（実際の活動）第3回

インターンシップ②（実際の活動）第4回

インターンシップ③（実際の活動）第5回

インターンシップ④（実際の活動）第6回

インターンシップ⑤（実際の活動）第7回

インターンシップ⑥（実際の活動）第8回

インターンシップ⑦（実際の活動）第9回

インターンシップ⑧（実際の活動）第10回

インターンシップ⑨（実際の活動）第11回

インターンシップ⑩（実際の活動）第12回

自己評価書の作成と振り返り第13回

インターンシップに関する実践後の報告プレゼンテーション第14回

振り返りと全体の総括第15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】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01736] インターンシップⅡ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- -- 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】

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】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01739] インターンシップⅢ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

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】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01742] インターンシップⅣ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

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】

インターンシップ内容やインターンシップ先については担当教員と話し合って決めること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01743] 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B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１回～第７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、B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】

スキル開発その１　ビジネス電話検定　対策第1回

スキル開発その２　ビジネス電話検定　対策第2回

スキル開発その３　ビジネス電話検定　対策第3回

スキル開発その４　ビジネス電話検定　対策第4回

スキル開発その５　ビジネス電話検定　対策第5回

スキル開発その６　ビジネス電話検定　対策第6回

スキル開発その７　ビジネス電話検定　対策第7回

なりたい自分になる　夢の叶えかた第8回

コミュニケーションの基本その１第9回

コミュニケーションの基本その２第10回

マナーの基本第11回

社会人としての心構えその１第12回

社会人としての心構えその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８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（3,500円）Ｂ級（2,700円）です。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01744] 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10分間（1週間で70分）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

自己分析その１第2回

自己分析その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

履歴書の書き方第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）　質疑応答第12回

ディスカッションその１第13回

ディスカッションその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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01745] 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】

学生の希望を聞いて､ それぞれのキャリアに役立つ英語の学習をします｡

【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｡ 人数が多いとまた教室になります｡�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きました｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分　ミニテストの単語を暗記して、次のレッスンの予習をする。

事後学習90分　プリントを読み直して、難しかったところを理解する。

【評価の方法及び基準】

この場合､ 評価は平常点と試験と宿題を基準に行います｡ 目安として､ 平常点と試験は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】

テキスト：最初の授業の際､ 一緒に選んであげます｡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】

高度な勉強ですし､ 発音などに関して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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01872] ゼミナールⅠ（田沼朗）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

現代日本の教育改革について学ぶ。臨時教育審議会（１984-1987年）以降、急速に教育制度の改革が進んでいる。その思想、子ど

も、教師、親への影響を総合的に学んでいきたい。現在進行中の教育改革原理を学び、主体的にテーマを決めて学習し、生きる

力を身につけることを目標にする。具体的なテーマについては、学生諸君と相談して決めたい。

【授業方法】

文科省や財界の教育政策、それらに関する研究書、論文を読んでいく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　あらかじめ指示されたテキスト、資料、参考文献を読んでおく。

事後学修120分　授業を振り返りながら課題をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

学期末レポート50％、ゼミナールへの取組み姿勢50％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

テキスト購読第2回

テキスト購読第3回

テキスト購読第4回

テキスト購読第5回

テキスト購読第6回

ゲスト講師の講義」第7回

テキスト購読第8回

テキスト購読第9回

テキスト購読第10回

テキスト購読第11回

テキスト購読第12回

テキスト購読第13回

テキスト購読第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

※学生と相談の上、テーマを決めるので、テキスト、参考文献は後日指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※毎回、テキストや資料を読んでくること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01879] ゼミナールⅠ（伊東久実）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

※

【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

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】

※

【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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01972] ゼミナールⅡ（田沼朗）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

※

【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

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】

※

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※

- 77 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01979] ゼミナールⅡ（伊東久実）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

※

【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

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】

※

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05333] 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 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05334] 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 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05335] 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 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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（120分～）。

事後学習～実習報告書をまとめる（120分～）。

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05371] 社会福祉援助技術演習Ⅱ

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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】

面接の展開（実習場面の振り返りをロールプレイで行う）①第1回

面接の展開（実習場面の振り返りをロールプレイで行う）②第2回

面接の展開（実習場面の振り返りをロールプレイで行う）③第3回

面接の展開（実習場面の振り返りをロールプレイで行う）④第4回

非言語的コミュニケーション（実習場面の振り返りをロールプレイで行う）①第5回

非言語的コミュニケーション（ロールプレイ）②第6回

相談援助の記録③第7回

相談援助の記録③第8回

事例研究（アセスメント）①第9回

事例研究（アセスメント）②第10回

事例研究（支援計画書の作成）①第11回

事例研究（支援計画書の作成）②第12回

事例研究（地域を基盤とした相談援助演習）①第13回

事例研究（地域を基盤とした相談援助演習）②第14回

事例研究（地域を基盤とした相談援助演習）③第15回

事例研究（地域を基盤とした相談援助演習）④第16回

事例研究（ミクロからマクロ・レベル実践に焦点をあてた相談援助演習）①第17回

事例研究（ミクロからマクロ・レベル実践に焦点をあてた相談援助演習）②第18回

事例研究（虐待（高齢者）に焦点をあてた相談援助演習）第19回

事例研究（虐待（児童）に焦点をあてた相談援助演習）第20回

事例研究　社会的排除に関する相談援助演習第21回

事例研究　就労支援（障害者）に関する相談援助演習第22回

事例研究　就労支援（母子）に関する相談援助演習第23回

事例研究　病院からの退院に関する相談援助演習第24回

事例研究　障害者（身体障害者）とその家族への相談援助演習第25回

事例研究　障害者（知的障害者）とその家族への相談援助演習第26回

事例研究　障害者（精神障害者）とその家族への相談援助演習第27回



事例研究　児童（児童養護施設入所）への相談援助演習第28回

事例研究　アルコール依存症への相談援助演習第29回

全体総括第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）」　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】

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。

- 83 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05372] 社会福祉援助技術演習Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

事例研究　在住外国人への相談援助演習第1回

事例研究　家庭内暴力（ＤＶ）に関する相談援助演習第2回

事例研究　治療モデル・環境モデル・生活モデルに関する相談援助演習第3回

事例研究　ストレングスモデルに関する相談援助演習第4回

事例研究　問題解決アプローチに関する相談援助演習第5回

事例研究　危機介入アプローチに関する相談援助演習第6回

事例研究　行動変容アプローチに関する相談援助演習第7回

事例研究　エンパワメントアプローチに関する相談援助演習第8回

事例研究　家族システム論に関する相談援助演習第9回

事例研究　心理社会的アプローチに関する相談援助演習第10回

事例研究　ケースマネジメントに関する相談援助演習①第11回

事例研究　ケースマネジメントに関する相談援助演習②第12回

事例研究　ケアプランに関する相談援助演習第13回

事例研究　グループワークに関する相談援助演習第14回

総括第15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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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05373] 社会福祉援助技術現場実習Ⅱ

期　間 後期 （1回） 単 位 数 必修 （3） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 ４年

担当者 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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（120分～）。

事後学習～実習報告書をまとめる（120分～）。

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05439] 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 建守　善之 タテモリ　ヨシユキ tatemori yoshiyuki

【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）】

事前学習　120分　実習に必要な知識、技術を学ぶ。

事後学習　120分　実習で学んだに必要な知識、技術を復習する。

【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】

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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05471] 生活支援技術Ⅵ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 建守　善之 タテモリ　ヨシユキ tatemori yoshiyuki

【授業のねらい及び到達目標】

介護を必要とする利用者の状態･状況に応じた生活支援技術とは何か、原理･法則性に基づいた技術とはなにかを学び習得する。

利用者の意図しない疾病や障害、年齢を重ねることによって起こる生活の不自由を、どのように支援することが可能なのか、固有

の障害に対する介護方法、自立に向けた生活支援を学ぶ。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

きだし、見守るなどの適切な介護技術を用い、安全に援助できる技術や知識を習得する。

【授業方法】

テキストや参考図書・ビデオなどで障害の知識を深めていく。ロールプレイやディスカッションを通して障害による生活の不自由

さを理解し、生活支援の方法を考えていく。アセスメントのレポート提出もあるので提出期限を守り提出すること。

【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】

毎回のリアクションペーパー1割　授業で出される課題1割　レポート3割　試験5割

【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

視覚障害に応じた介護第2回

視覚障害に応じた介護第3回

視覚障害に応じた介護第4回

聴覚・言語障害に応じた介護第5回

聴覚・言語障害に応じた介護第6回

聴覚・言語障害に応じた介護第7回

聴覚・言語障害に応じた介護第8回

運動機能＼障害に応じた介護第9回

運動機能＼障害に応じた介護第10回

運動機能＼障害に応じた介護第11回

運動機能＼障害に応じた介護第12回

運動機能＼障害に応じた介護第13回

運動機能＼障害に応じた介護第14回

運動機能＼障害に応じた介護第15回

運動機能＼障害に応じた介護第16回

重複障害（重症心身障害・盲ろう）に応じた介護第17回

重複障害（重症心身障害・盲ろう）に応じた介護第18回

重複障害（重症心身障害・盲ろう）に応じた介護第19回

重複障害（重症心身障害・盲ろう）に応じた介護第20回

内部障害（心臓機能＼障害）に応じた介護第21回

内部障害（心臓機能＼障害）に応じた介護第22回

内部障害（腎機能＼障害）に応じた介護第23回

内部障害（腎機能＼障害）に応じた介護第24回

内部障害（呼吸器機能＼障害）に応じた介護第25回

内部障害（呼吸器機能＼障害）に応じた介護第26回

内部障害（膀胱機能＼障害）に応じた介護第27回

内部障害（膀胱機能＼障害）に応じた介護第28回

内部障害（直腸機能＼障害）に応じた介護第29回

内部障害（直腸機能＼障害）に応じた介護第30回



【教科書・参考書】

新版　介護福祉士養成講座　第8巻　生活支援技術Ⅲ

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05472] 生活支援技術Ⅶ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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】

［授業の目的・ねらい］

尊厳の保持や自立支援、生活の豊かさの観点から、本人主体の生活が継続できるよう、根拠に基づいた介護実践を行うための知識・

技術を習得する学習とする。

［授業全体の内容の概要］

対象者の能力を活用・発揮し、自立に向けた生活支援の基礎的な知識・技術を習得する。また、実践の根拠について、説明できる能

力を身につける内容とする。

［授業修了時の達成課題（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】

テキストや参考図書・ビデオなどで障害の知識を深めていく。ロールプレイやディスカッションを通して障害による生活の不自由

さを理解し、生活支援の方法を考えていく。アセスメントのレポート提出もあるので提出期限を守り提出すること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　90分　予習課題を行う。

事後学習　90分　復習学習を行う。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト　（８０％）　レポート課題　（２０％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

知的障害に応じた介護第1回

知的障害に応じた介護第2回

精神障害に応じた介護第3回

精神障害に応じた介護第4回

高次脳機能＼障害に応じた介護第5回

高次脳機能＼障害に応じた介護第6回

高次脳機能＼障害に応じた介護第7回

発達障害に応じた介護第8回

発達障害に応じた介護第9回

発達障害に応じた介護第10回

認知症のある人に応じた生活支援技術第11回

認知症のある人に応じた生活支援技術第12回

認知症のある人に応じた生活支援技術第13回

認知症のある人に応じた生活支援技術第14回

認知症のある人に応じた生活支援技術第15回

【教科書・参考書】

中央法規出版　「障害の理解」「生活支援技術Ⅲ」

【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を記入下さい】

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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05473] 介護総合演習Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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、実践的な技術を体験できるようにする。

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など総合的対応力を習　　得で

きるようにする。

３、ケアプランの作成の方法を学ぶ。

４、事例研究の進め方を学ぶ。

５、介護実践に必要な知識と技術の統合を行うとともに、介護観を形成し、専門職としての態度を養う学習とする。

【授業方法】

介護実習Ⅲに関わる事前、実習中、事後指導を行う。学生の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

報告会を具体的の行う。

実習体験の意義を十分に理解し、介護実習に進むための理解や準備の確認を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　90分　実習の内容の確認をしてくること。

事後学習　90分　疑問点・問題点の理解を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（８０％）　　レポート課題（20％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

実習Ⅲの説明：目的、目標、実習内容第1回

実習対象施設の理解：施設の役割、機能、関係法規第2回

実習施設の生活：職員の業務、日課、地域、家族との関わり第3回

実習施設の生活：高齢者：障害者（児）の生きがい、楽しみ第4回

実習事前指導：実習課題の設定第5回

実習：介護計画の作成について第6回

実習：介護計画の作成について（情報収集）第7回

実習：介護計画の作成について（アセスメント）第8回

実習：介護計画の作成について（プラン作成）第9回

実習：介護計画の発表第10回

実習：介護計画に沿って実習室でロールプレイを行う第11回

実習：実践の評価（実習先への事前訪問）第12回

実習：最終オリエンテーション第13回

実習：実習の自己評価第14回

実習：実習報告会第15回

【教科書・参考書】

テキスト　新・介護福祉士養成講座「介護総合演習・介護実習」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】

実習に必要な介護過程ができるようになるため、多くの事例に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05474] 介護総合演習Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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、実践的な技術を体験できるようにする。

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など総合的対応力を習　　得で

きるようにする。

３、ケアプランのさくせいの方法を学ぶ。

４、事例研究の進め方を学ぶ。

５、介護実践に必要な知識と技術の統合を行うとともに、介護観を形成し、専門職としての態度を養う学習とする。

【授業方法】

介護実習Ⅲに関わる事前、実習中、事後指導を行う。学生の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

報告会を具体的の行う。

実習体験の意義を十分に理解し、介護実習に進むための理解や準備の確認を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　90分　実習の内容の確認をしてくること。

事後学習　90分　疑問点・問題点の理解を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（８０％）　　レポート課題（20％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

実習Ⅳの説明：目的、目標、実習内容第1回

実習対象施設の理解：施設の役割、機能、関係法規第2回

実習施設の生活：職員の業務、日課、地域、家族との関わり第3回

実習施設の生活：職員の業務、日課、地域、家族との関わり第4回

実習事前指導：実習課題の設定第5回

実習：介護計画の作成について第6回

実習：介護計画の作成について（情報収集）第7回

実習：介護計画の作成について（アセスメント）第8回

実習：介護計画の作成について（プラン作成）第9回

実習：介護計画の発表第10回

実習：介護計画に沿って実習室でロールプレイを行う第11回

実習：実践の評価（実習先のオリエンテーション）第12回

実習：学内の最終オリエンテーション第13回

実習：実習の自己評価第14回

実習：実習報告会第15回

【教科書・参考書】

テキスト　新・介護福祉士養成講座「介護総合演習・介護実習」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】

実習に必要な介護過程ができるようになるため、多くの事例に取り組むこと。最後の実習となるので現場の介護に向けて即戦力に

なるようにしていく。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05475] 介護実習Ⅲ

期　間 後期 （1回） 単 位 数 必修 （4） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 ４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）地域における様々な場において、対象者の生活を理解し、本人や家族とのコミュニケーションや生活支援を行う基礎的な

能力を習得する学習とする。

（２）本人の望む生活の実現に向けて、他職種との協働の中で、介護過程を実践する能力を養う学習とする。

【授業方法】

[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､ 指定訪問介護事業所等で実習を行なう

[授業修了時の達成課題 (到達目標)]

デイ・サービスでの実習を通して

１ 在宅福祉制度の概要を理解する ２ 利用者の家庭における状況を理解する ３ 利用者と積極的にコミュニケーションを図り信

頼関係をつくる ４ 利用者に適した介護の方法を選択し､ 適切な介護を実践する ５ 利用者の状況､ 介護や利用している福祉サー

ビスの状況を把握する ６ 医療との関係について知る ７ 介護職員間及び他職種間の連携を理解する ８ 自己の介護観について

明らかにする ９ 介護者としての課題を明らかにする 10 実習成果をまとめる

事前学習90分　介護実習総合演習Ⅲ･Ⅳで渡した事例の課題を見つける。

事後学習90分　 介護実習総合演習Ⅲ･Ⅳで渡した事例の介護計画を考えてくる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　120分　実習に必要な知識、技術を学ぶ。

事後学習　120分　実習で学んだ必要な知識、技術を復習する。

【評価の方法及び基準】

施設側の評価と合わせて事前指導・巡回指導・事後指導等の各評価との関連から総合評価を行う。

実習前に授業・前日の実習内容を必ず復習すること、実習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】

第３段階

(施設介護実習 ３年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間)

(施設介護実習 ４年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間)

施設運営のプログラムに参加し､ サービス全般について理解させると同時に個別の介護過程の展開､記録の方法につい

て学習し､ チームの一員として介護を遂行できるような現任準備教育を行う｡指導者の指導方針は､ 第２段階に準ずる

が､ 状況によって､ 夜勤プログラムの導入ができればより望ましい｡

第1回

【教科書・参考書】

介護実習の手引き。印刷にて配布。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習Ⅲは3年生の夏休みに12日間（デイサービス実習5日間、施設実習7日間）4年生の夏休みに12日間の施設実習を行う。それぞれ介

護過程の展開を行うので、速やかに介護計画が立てられるようにしていく。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05476] 医療的ケアⅠ

期　間 前期 （17回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４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】

〔授業の目的・ねらい〕

　医療的ケアが必要な人の安全で安楽の生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施で

きるよう、必要な知識・技術を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

医療的ケアに必要な「人間と社会」「保険医療制度」「チーム医療」「安全な療養生活」「清潔保持と感染予防」「健康状態の

維持」「高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論」を学ぶ

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケア演習」「医療的ケア実習」を通して介護福祉士に必要な医療的ケアの概論を学ぶ

。

【授業方法】

医療的ケアに必要な「人間と社会」「保健医療制度」「チーム医療」「安全な療養生活」「清潔保持と感染予防」「健康状態の

把握」など、医療的ケアを安全･適切に実施する上で基礎的な内容を教授する。

喀痰吸引（基礎的知識･実施手順）では、喀痰吸引に必要な人体の構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実

施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

経管栄養（基礎的知識･実施手順）では、経管栄養に必要な人体の構造と機能、小児の経管栄養、急変状態への対応など、経管栄

養を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

事前学習90分　テキストをあらかじめ読んでおくこと

事後学習90分　テキストを読み直し、ノートをまとめる

【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　テキストを読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（90％）　レポート（10％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間と社会（個人の尊厳と自立・医療の倫理・利用者や家族の気持ちの理解）第1回

人間と社会（個人の尊厳と自立・医療の倫理・利用者や家族の気持ちの理解）第2回

保健医療制度とチーム医療（保健医療に関する制度）第3回

保健医療制度とチーム医療（医療行為に関する法律・チーム医療と介護職員との連携）第4回

安全な療養生活（たんの吸引や経管栄養の安全な実施）第5回

安全な療養生活（たんの吸引や経管栄養の安全な実施・救急蘇生法）第6回

安全な療養生活（救急蘇生法）清潔保持と感染予防（感染予防、職員の感染予防）第7回

清潔保持と感染予防（感染予防、職員の感染予防）清潔保持と感染予防（療養環境の清潔、消毒法・滅菌と消毒）第8回

清潔保持と感染予防（療養環境の清潔、消毒法・滅菌と消毒）第9回

健康状態の把握（身体･精神の健康・急変状態について）健康状態の把握（健康状態を知る項目（バイタルサインな

ど））
第10回

高健康状態の把握（健康状態を知る項目（バイタルサインなど））第11回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（消化器系のしくみとはたらき）第12回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（消化･吸収とよくある消化器の症状・経管栄養法とは）第13回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（注入する内容に関する知識・経管栄養実施上の留意点）第14回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（子どもの経管栄養について・経管栄養に関係する感染と予防）第15回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意・経管栄養によ

り生じる危険、注入後の安全確認・急変・事故発生時の対応と事前対策）
第16回

高齢者及び障害児・者の「経管栄養」概論（経管栄養を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意・経管栄養によ

り生じる危険、注入後の安全確認・急変・事故発生時の対応と事前対策）
第17回



【教科書・参考書】

テキスト；新・介護福祉士養成講座　別巻「医療的ケア」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】

介護福祉士として「医療的ケア」を行うことは、医療チームの一員になる事なのです。責任を持って医療的ケアを安全かつ適切に実

施できるように、必要な知識･技術を習得してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05477] 医療的ケアⅡ

期　間 前期 （17回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- -- ３年 ４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】

授業の目的・ねらい〕

　医療的ケアが必要な人の安全で安楽の生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施で

きるよう、必要な知識・技術を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

「高齢者及び障害児・者の「経管栄養」実施手順解説」「高齢者及び障害児・者の「たんの吸引」概論」「高齢者及び障害児・者の「たん

の吸引」実施手順解説」を学ぶ

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケア演習」「医療的ケア実習」を通して介護福祉士に必要な医療的ケアの概論を学ぶ

。

【授業方法】

医療的ケアに必要な「人間と社会」「保健医療制度」「チーム医療」「安全な療養生活」「清潔保持と感染予防」「健康状態の

把握」など、医療的ケアを安全･適切に実施する上で基礎的な内容を教授する。

喀痰吸引（基礎的知識･実施手順）では、喀痰吸引に必要な人体の構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実

施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

経管栄養（基礎的知識･実施手順）では、経管栄養に必要な人体の構造と機能、小児の経管栄養、急変状態への対応など、経管栄

養を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

事前学習90分　テキストをあらかじめ読んでおくこと

事後学習90分　テキストを読み直し、ノートをまとめる

【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　テキストを読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（90％）　レポート（10％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

高齢者及び障害児･者の「経管栄養」実施手順解説（経管栄養で用いる器具・器材とそのしくみ、清潔の保持・経管栄養の

技術と留意点）
第1回

高齢者及び障害児･者の「経管栄養」実施手順解説（経管栄養の技術と留意点）第2回

高齢者及び障害児･者の「経管栄養」実施手順解説（経管栄養の技術と留意点）第3回

高齢者及び障害児･者の「経管栄養」実施手順解説（経管栄養に必要なケア・報告及び記録）第4回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（呼吸のしくみとはたらき）第5回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（いつもと違う呼吸状態・たんの吸引とは）第6回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（人工呼吸器と吸引）第7回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（子どもの吸引について）第8回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（吸引を受ける利用者や家族の気持ちと対応、説明と同意・呼吸器系の感染

と予防（吸引と関連して））
第9回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（たんの吸引により生じる危険、事後の安全確認・急変・事故発生時の対応

と事前対策）
第10回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論　（急変・事故発生時の対応と事前対策）第11回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論　（急変・事故発生時の対応と事前対策）第12回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」実施手順解説（たんの吸引で用いる器具・器材とそのしくみ、清潔の保持）第13回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」実施手順解説（吸引の技術と留意点）第14回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」実施手順解説（吸引の技術と留意点）第15回

高齢者及び障害児・者の「たんの吸引」実施手順解説（たんの吸引に伴うケア・報告及び記録）第16回



高齢者及び障害児・者の「たんの吸引」実施手順解説（たんの吸引に伴うケア・報告及び記録）第17回

【教科書・参考書】

テキスト；新・介護福祉士養成講座　別巻「医療的ケア」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】

介護福祉士として「医療的ケア」を行うことは、医療チームの一員になる事なのです。責任を持って医療的ケアを安全かつ適切に実

施できるように、必要な知識･技術を習得してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05478] 医療的ケア演習

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

〔授業の目的・ねらい〕

　医療的ケアが必要な人の安全で安楽の生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施で

きるよう、必要な知識・技術を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

喀痰吸引：口腔気管カニューレ内部」「経管栄養：胃ろう・腸ろう」「経管栄養：経鼻経管栄養」「喀痰吸引：口腔・鼻腔」

「救急蘇生法演習」方法を学ぶ

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケア演習」「医療的ケア実習」を通して介護福祉士に必要な医療的ケアの概論を学ぶ

。

【授業方法】

喀痰吸引（基礎的知識･実施手順）では、喀痰吸引に必要な人体の構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実

施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

経管栄養（基礎的知識･実施手順）では、経管栄養に必要な人体の構造と機能、小児の経管栄養、急変状態への対応など、経管栄

養を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　90分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習　90分　テキストを読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（８０％）レポート課題（２０％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

喀痰吸引；口腔　（2回）第1回

喀痰吸引；鼻腔　（2回）第2回

喀痰吸引；気管カニューレ内部　（2回）第3回

経管栄養；胃ろう　（2回）第4回

経管栄養；腸ろう　（2回）第5回

経管栄養；経鼻経管栄養　（2回）第6回

救急蘇生法演習　（1回）第7回

喀痰吸引；口腔　（3回）第8回

喀痰吸引；鼻腔　（3回）第9回

喀痰吸引；気管カニューレ内部　（3回）第10回

経管栄養；胃ろう　（3回）第11回

経管栄養；腸ろう　（3回）第12回

経管栄養；経鼻経管栄養　（3回）第13回

救急蘇生法演習　（2回）第14回

総合評価第15回

【教科書・参考書】

テキスト；新・介護福祉士養成講座　別巻「医療的ケア」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】

介護福祉士として「医療的ケア」を行うことは、医療チームの一員になる事なのです。責任を持って医療的ケアを安全かつ適切に実

施できるように、必要な知識･技術を習得してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05479] 医療的ケア実習

期　間 前期 （5回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

〔授業の目的・ねらい〕

　医療的ケアが必要な人の安全で安楽の生活を支えるという観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施で

きるよう、必要な知識・技術を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

喀痰吸引：口腔気管カニューレ内部」「経管栄養：胃ろう・腸ろう」「経管栄養：経鼻経管栄養」「喀痰吸引：口腔・鼻腔」

「救急蘇生法演習」方法を学ぶ

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

「医療的ケアⅠ」「医療的ケアⅡ」「医療的ケア演習」「医療的ケア実習」を通して介護福祉士に必要な医療的ケアの概論を学ぶ

。

【授業方法】

医療的ケアに必要な「人間と社会」「保健医療制度」「チーム医療」「安全な療養生活」「清潔保持と感染予防」「健康状態の

把握」など、医療的ケアを安全･適切に実施する上で基礎的な内容を教授する。

喀痰吸引（基礎的知識･実施手順）では、喀痰吸引に必要な人体の構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実

施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

経管栄養（基礎的知識･実施手順）では、経管栄養に必要な人体の構造と機能、小児の経管栄養、急変状態への対応など、経管栄

養を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を習得するよう教授する。

事前学習90分　配布したプリントをあらかじめ読み、質問事項をまとめておくこと。

事後学習90分　配布したプリントを読み直し、ノートをまとめる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　120分　基本研修試験に必要な技術を学んでおく。

事後学習　120分　実地研修（卒業後）に向け学習しておく。

【評価の方法及び基準】

介護実習時、介護実習日誌にて評価を行う。

学力評価テスト基本研修（技術試験）合格することで（１００％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護実習Ⅰ　喀痰吸引、経管栄養の見学第1回

介護実習Ⅱ　喀痰吸引、経管栄養の見学第2回

介護実習Ⅱ（訪問介護実習）　喀痰吸引、経管栄養の見学第3回

介護実習Ⅲ　喀痰吸引、経管栄養の見学第4回

介護実習Ⅲ　喀痰吸引、経管栄養の見学第5回

【教科書・参考書】

テキスト；新・介護福祉士養成講座　別巻「医療的ケア」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】

介護福祉士として「医療的ケア」を行うことは、医療チームの一員になる事なのです。責任を持って医療的ケアを安全かつ適切に実

施できるように、必要な知識･技術を習得してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05543] 保育実習指導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 --

担当者 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05571] 図画工作Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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とともに、子どもと一緒に活動することを想定して準備や作品

作りができようにする。

【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んでいきます。学外へ出かけて実習することもあります。

【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】

授業への取り組み姿勢（30%）、作品内容（40％）、ノート・レポート（30％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの発達と生活、図画工作の関わり（保育実践をふまえながら）第1回

粘土あそびその１第2回

粘土あそびその２第3回

粘土あそびその３第4回

壁面装飾その１第5回

壁面装飾その２第6回

壁面装飾その３第7回

自然物を使った工作その１第8回

自然物を使った工作その２第9回

自然物を使った工作その３第10回

自然物を使った工作その４第11回

記念品づくりその１第12回

記念品づくりその２第13回

記念品づくりその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きます。

【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、材料をしっかり準備すること。

創意工夫をもって楽しんで作品作りに取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05572] 保育内容　人間関係

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

この授業では、領域「人間関係」における基礎知識について解説し、「保育所保育指針」における、領域「人間関係」の内容を、

受講生が理解できるようになることを目的としている。この授業を受講することで、子どもの人間関係の発達に関する知識を習得し

、子どもを取り巻く様々な人間関係の実際から保育者としての役割を学ぶことができる。また、実際の援助のあり方について学び、

保育者としての技能を習得することも目指す。

【授業方法】

基本的な内容について教科書に沿って解説を行い、各回とも必ず事例を示す。また、事例を通じて子どもの人間関係の発達を理解

するために、テーマを提示してディスカッションも積極的に行う｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ60分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、教科書を読み、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（50％）、小レポート（20％：10％×２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】

「保育内容・人間関係」の位置づけ第1回

現代社会の子どもを取り巻く今日的課題第2回

領域「人間関係」と他領域との関連第3回

乳幼児の発達と人間関係第4回

遊びのなかで育つ人間関係第5回

幼児期の環境構成や人とのかかわり（小レポート１）第6回

保育者に求められている人間関係第7回

特別な支援を必要とする子どもと他の子どもがともに育ち合うためのかかわり第8回

さまざまな人々との交流と幼保小の交流活動の実践第9回

就学前の子どもの育ちを支える人間関係第10回

保育者と保護者の人間関係第11回

子育て支援活動や預かり保育においての保育者の工夫や取り組み第12回

多文化保育と人間関係第13回

「人間関係」の指導計画（小レポート２）第14回

総括：これまでのまとめ、ディスカッション第15回

【教科書・参考書】

教科書：『保育実践を学ぶ 保育内容「人間関係」第２版』咲間まり子編（みらい）2013年、参考書：『保育内容　人間関係』濱

名浩編（みらい）2009年、『保育内容　人間関係－あなたならどうしますか？』酒井幸子編（萌文書林）2012年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

人間関係は生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで続くものです。その人間関係について学ぶことができる授業です。事例に多く触れるの

で、自分なりに考える訓練をしていきましょう。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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05573] 保育内容　環境

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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】

幼児期の教育・保育は「環境」を通して行うことを基本としている。子どもの育ちにおいて「環境」が及ぼす影響は大きい。そ

れは具体的にはどのようなことを意味するのか。子どもをとりまく環境構成をとらえなおし、子どもたちの健全な発達において

、どのように環境を整えていくべきかを学ぶ。

【授業方法】

講義と演習を交えて行う。環境を生かした保育実践の演習を行いながら、環境をとらえ、考え、整え、保育に取り入れていく素

養を身に付けていく。

　　

　　

【学修の方法（事前・事後の学修）】

授業前には出された課題について準備を行う。

授業後には、授業内容を記録し、ふりかえりを行う。

事前、事後学習は120分以上行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（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】

授業のオリエンテーション　環境とは第1回

子どもをとりまく環境構成を分析する第2回

子どもをとりまく人的環境その１第3回

子どもをとりまく人的環境その２第4回

子どもをとりまく物的環境その１第5回

子どもをとりまく物的環境その２第6回

子どもをとりまく社会的環境その１第7回

子どもをとりまく社会的環境その２第8回

子どもをとりまく自然環境その１第9回

子どもをとりまく自然環境その２第10回

環境を生かした保育実践その１第11回

環境を生かした保育実践その２第12回

環境を生かした保育実践その３第13回

環境を生かした保育実践その４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】

子どもたちの環境を考えるとき、自らがまわりの環境にどれだけ敏感になれるかが大切です。

自らの感覚を使い、感じ、考え、環境を構成していく力を身につけてほしいと思います。

- 102 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05574] 保育内容　言葉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 宮澤　賢治 ミヤザワ　ケンジ miyazawa kenji

【授業のねらい及び到達目標】

子どもはその成長、発達に伴い、さまざまな変化を見せます。その変化の中でどのようにして言葉を獲得し、意味や関係性そし

て社会性を獲得してゆくのかについて学びましょう。言葉の発生から発達の段階を経て、意味を習得し、対人関係の中で理解が

深まってゆく過程を深く理解することにより保育の実践活動もよりスムーズになると思われます。

【授業方法】

講義および視聴覚教材での観察により授業をすすめますが、各回でテーマが進行しますので、各自がそれぞれの記録紙に記録し、そ

れらをいつも参照できるようにしておく必要があります。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この講義では毎回テーマが進行しますので、各自記録紙またはプリントを整理し、整然とそれらを理解しておく必要があります

。したがってそれは事前・事後に2時間以上の予習・復習が必要となることになります。

【評価の方法及び基準】

レポート（10％）、と授業態度（20％）、テスト（70％）により、総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

半年間の授業の進め方について説明します、また成績評価の方法などについての説明をします。第1回

子どもと言葉の関係について例をあげて概説します。第2回

幼児期における言葉獲得の段階を例をあげて詳しく説明します。第3回

社会のなかの最小単位である家庭と言葉の関係についてについて例をあげて概説します。第4回

母親と父親から受け継がれる文化のうち最も大事な要素である言葉について詳しく説明します。第5回

子どもにもっとも影響を与えると思われる保育師または親としてあるべき姿について例をあげて説明します。第6回

子どもの側からの言葉の獲得についてそのメカニズムについて詳しく説明します。第7回

特に母親の言葉の子どもに与える影響について、歴史的な学術論について説明します。第8回

何気なく使っている話し言葉と書き言葉とは何か、その違いなどについて要点を整理します。第9回

沢山ある言葉遊びの例を揚げて詳しく説明します。すぐに応用できるでしょう。第10回

最近問題になっている子どもとメディア、特にテレビやゲームさらに携帯電話の子どもに与える影響について論じま

す。
第11回

家庭や保育園、幼稚園、での定番の童話や絵本と子どもの関係についてその用い方も含めて論じます。第12回

家庭における兄弟姉妹の言葉の獲得さらには友達関係の言葉について説明します。第13回

保育園や幼稚園などでよく用いられる読み聞かせ、エプロンシアター、ペープサート、人形劇について説明します

。
第14回

全体のまとめをします。第15回

【教科書・参考書】

教科書：特になし。コピーを用意します。 参考書：授業中に紹介します。とくにあらかじめ読んでおく本もありません。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義の際に用いたプリントをよく理解してほしい。又、近隣や出先で散見する子どもの行動、母親や父親への「ことば」「しぐ

さ」をよく観察すること。講義では金子みすずの詩を引用し、心理的な子どもの内面もさぐります。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05575] 保育内容　表現Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- 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】

保育実践における幼児の表現活動に注目しながら、それらの意義を保育実践例に基づいて理解する。また、製作実習を通して多様

な造形素材に出合うとともに、人形劇を実演したり絵本の読み聞かせを行うことで、保育の現場における指導や援助に必要な技

術を獲得し、表現することの楽しさを実感することを目標とする。

【授業方法】

講義および様々な素材を使った製作実習や発表を行う。

 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

＊

【評価の方法及び基準】

平常点(意欲)60％、提出物(作品)20％ 、レポート20%。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの発達と表現活動　－幼児造形活動の発達‐第1回

絵画あそびの実践(様々な表現技法を学ぶ)１第2回

造形あそびの実践(様々な表現技法を学ぶ)２第3回

手作り絵本の製作(1)保育実践と絵本第4回

同上(2)オリジナルストーリーの創作第5回

同上(3)絵と文字のレイアウト（その１）第6回

同上(4)（その２）第7回

同上(5)製本第8回

同上(6)発表第9回

手使い人形作り(1)保育実践と人形劇第10回

同上(2)裁断、縫製第11回

同上(3)人形の完成第12回

同上(4)手使い人形の操作の仕方第13回

同上(5)台本をもとに演じてみる第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

参考書：『保育内容　表現』花原幹夫（北大路書房）　2009年、その他授業の内容に応じて資料を配布する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

制作や発表に対する積極的な姿勢を持って授業に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05576] 子どもの保健Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 田淵　和子 タブチ　カズコ tabuchi kazuko

【授業のねらい及び到達目標】

１．子どもの成長発達を促し、健康を保つための援助技術を学ぶ。

２．子どもに起こりやすい事故とその応急処置について学ぶ。

【授業方法】

プリント・視聴覚教材（ビデオ・DVDなど）を使用した講義と実習で進める。

グループワークやプレゼンテーションも取り入れる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90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90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】

学力確認テスト･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 ｢健康な乳幼児の発達｣VTR視聴第1回

子どもの健康観察(体温･脈拍･呼吸測定など)第2回

子どもの健康観察（身長・体重・胸囲・頭囲測定など）第3回

子どもの健康観察から成長発達・健康状態の評価第4回

子どもの生活と援助技術（その１）生活リズムと健康第5回

子どもの生活と援助技術（その２）排泄第6回

子どもの生活と援助技術（その３）睡眠･生活第7回

子どもの生活と援助技術（その４）清潔第8回

子どもに多い症状の援助技術　

　　発熱時、嘔吐時、けいれん時の対処法　　薬の飲ませ方等
第9回

子どもに多い事故と応急処置（その１）子どもの多いケガの対処法　止血法第10回

子どもに多い事故と応急処置（その２）口腔・気道内異物除去法　第11回

子どもに多い事故と応急処置（その３）心肺蘇生法第12回

子どもの健康教育・安全教育第13回

子どもの健康教育･安全教育のプレゼンテーション第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

白野幸子著：子どもの保健Ⅱ、医歯薬出版

日本保育園保健協会編：保育保健の基礎知識、日本小児医事出版

大西文子編：子どもの保健演習、中山書店

佐藤益子編：小児保健実習、ななみ書房

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習は人形での学習になるが、本当の赤ちゃんと接するようなイメージ・態度で実習してほしい。

- 105 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05577] 音楽Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３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】

実践に使える「即興技術」の向上、就職面接試験を意識したレパートリー曲の増強。更なる演奏技術の向上。

【授業方法】

個々の技術に即した選曲をもとに、苦手なテクニックの補強。必ず行事等で使用する季節ごとのレパートリー曲を増やす。（必要

に応じて小テストを行う）

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習：一度にまとめてせずに毎日20分以上の実技練習をすること。

【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】

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。※第1回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第2回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第3回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第4回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第5回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第6回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第7回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第8回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第9回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第10回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第11回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第12回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第13回

基礎技術の復習。歌唱、ピアノ・キーボード演奏の実技演習。第14回

演奏会形式による公開実技試験第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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05578] 乳児保育

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 米山　たか子 ヨネヤマ　タカコ yoneyama takako

【授業のねらい及び到達目標】

乳児保育の意義､ 乳児期の発達と保育､ 乳児保育の内容と方法､ 乳児保育の基本を学び､ 乳児についての理解を深める｡ 

児童福祉施設における三歳未満児保育を担当する際に求められる知識や技術について学習する｡

【授業方法】

学生自身が保育環境を見て､乳児の発達に合わせた保育を創り出せるような資料を提供し､ 実践に役立つグループワーク演習も取り

入れる。テキスト及びDVD視聴による講義の後､ コメントカードの提出を課す｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前の学習では、教科書を読み、質問事項を考えておくこと。事後の学習では、レジュメを通して復習し、聞きそこなった点や質問

を記入し、提出すること。なお、事前事後学習は各60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 (20％)、コメントカードの提出 (10％)､ 学力確認テスト (70％)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】

はじめに       　           授業のねらいと進め方・評価の方法 乳児保育の概念第1回

乳児保育とは   　           乳児保育の概念 乳児の特性と乳児期の保育の概要第2回

乳児保育の制度              乳児を集団で保育する施設の特徴第3回

乳児保育の基本              乳児保育の基本と乳児保育の計画について第4回

保育内容の具体化            保育所保育指針にみる保育内容と留意点第5回

乳幼児期の心身の発達①　　　乳幼児期の身体及び運動の発達第6回

乳児の生活様式と育児用品　  学生自身の乳児期との比較 (衣類・用具の扱い方)第7回

乳幼児期の心身の発達②      乳幼児期の認知の発達第8回

乳幼児期の心身の発達③      乳幼児期の人間関係の発達第9回

乳幼児期に必要な遊具作り    色､ 形､ 手触りを工夫して作る第10回

乳幼児期の心身の発達④      乳幼児期の言葉とコミュニケーションの発達第11回

乳幼児の好きな絵本         学生自身が絵本を見つけ読み聞かせを披露第12回

乳幼児期の心身の発達⑤     乳幼児期の自己意識の発達第13回

ＰＡＲＴ１まとめ 　　　　　集団討論第14回

まとめ及び振り返り第15回

発達過程から見る保育の展開図第16回

発達と保育内容１期  ６ヶ月未満児 前期 の発達・体験と遊び・生活の援助第17回

発達と保育内容２期  ６ヶ月未満児 後期 の発達・体験と遊び・生活の援助第18回

発達と保育内容３期 １歳３ヶ月未満児 前期の発達・体験と遊び・生活の援助第19回

発達と保育内容４期 １歳３ヶ月未満児 中期 の発達・体験と遊び・生活の援助第20回

発達と保育内容５期 １歳３ヶ月未満児 後期 の発達・体験と遊び・生活の援助）第21回

発達と保育内容６期 ２歳未満児 前期の発達・体験と遊び・生活の援助）第22回

発達と保育内容７期 ２歳未満児 後期の発達・体験と遊び・生活の援助）第23回

発達と保育内容８期 ２歳児 前期 の発達・体験と遊び・生活の援助）第24回

発達と保育内容９期 ２歳児 後期 の発達・体験と遊び・生活の援助）第25回

乳幼児の健康と安全 乳幼児期の病気・事故とその対処第26回

保育活動の計画 授業を通して得た知識を参考に保育計画を立てて検討第27回

子育て支援 子育て支援と保育士の課題第28回

ＰＡＲＴ２まとめ 　 集団討論第29回

総括・まとめ第30回



【教科書・参考書】

(テキスト)

CHS子育て文化研究所編 ｢乳児保育｣ 萌文出版

｢保育所保育指針｣フレーベル館

(参考書)

桜井茂男・岩立京子編著 ｢たのしく学べる乳幼児の心理｣ 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

主体的に受講できるよう､事前にテキストを熟読し、質問事項と自分なりの答えを考えておくこと。

乳幼児と触れ合う機会を多くして、発達の理解に努めること｡�受講後は講義内容の理解を深め次回に備えること。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05579] 書道実践

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 秋山　恵子 アキヤマ　ケイコ akiyama keiko

【授業のねらい及び到達目標】

書道史の古典を学びながら､ 書道の世界を認識し､ 書のもつ美の芸域を理解すると共に実技指導を行う。

楷書、写経又は仮名実習を通して手書き文字の大切さを学ぶ。

日本における文字の変遷について名品を鑑賞しながら理解を深める。 指導者の育成にあたる｡　学童への指導法を学ぶ。

【授業方法】

書とは徳業を積む一つの行学である。事前に目で習い、手習いを重ね、五感を養うよう講義と実技を行う。加えて事後に美術鑑賞

や拓本取りなどの体験を積み、自己研鑽として書に対する学習意欲を高めてもらいたい。

【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】

平常点50％及び提出作品点50％をもって評価する｡�書道実践（第1回～第30回）受講をもって評価とする。

年度により写経又は仮名実習の評価あり。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

書道史､ 中国・日本の文字の歴史的流れについて第1回

書の美を求めて｡ 書の学習の意義を学ぶ第2回

書体､ 書風､ 字形の研究と創作第3回

文房四宝､ 用材､ 執筆法の研究と創作 (半紙)第4回

北魏､ 随､ 唐の楷書から学童楷書まで学ぶ (半紙)第5回

楷書作品の臨書､ 鑑賞､ 制作 (条幅)第6回

楷書作品の制作 (条幅)第7回

楷書作品の制作（条幅）　　　第8回

楷書作品の制作（条幅）第9回

楷書作品の制作（条幅）　　　第10回

楷書作品の制作（条幅）　第11回

楷書作品の完成第12回

生活と書　①生活の中の書いろいろ（リハビリの書）第13回

生活と書　②硬筆（漢字と仮名交じりの書）第14回

作品及びレポート、他提出第15回

行書､ 草書の歴史的流れについて第16回

王義之を中心として､ 古典の臨書と鑑賞第17回

かな書道を学ぶ 平安時代の名筆鑑賞　または年度により写経(法華経）の書写を通して小筆の実技指導を行う。第18回～

第30回
第18回

ひらがなについて 学童実技指導と実践　１

または年度により写経(法華経）の巻子実技指導
第19回

ひらがなについて 学童実技指導と実践　２

または年度により写経(法華経）の巻子実技指導
第20回

いろは歌の作品制作　または年度により写経巻子制作第21回

変体仮名の臨書による連綿法の学習　

または巻子制作　または年度により写経巻子制作
第22回

変体仮名の作品制作または学童楷書の作品制作　または年度により写経巻子制作第23回

散らし書きについて　または年度により写経巻子制作第24回

散らし書きの作品制作　１

または年度により写経巻子制作
第25回

散らし書きの作品制作　２

または年度により写経巻子制作
第26回



散らし書きの作品制作　３

または年度により写経巻子制作
第27回

散らし書き作品制作の完成

または年度により写経巻子制作
第28回

文房四宝について　

または年度により写経巻子制作
第29回

かな半紙作品及びレポート、他提出

または年度により写経巻子提出及びレポート、他提出
第30回

【教科書・参考書】

・書道の古典 (全三冊) 大東文化大学書道文化センター編

・学童楷書参考手本 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

真の教育として､ 直筆の必要性と精神の向上ならびに､ 伝統文化の継承を望む｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05580] 保育実習Ⅲ

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （3） 種　類 実習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 髙橋　賢充 タカハシ　マサミツ takahashi masamitsu

【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）】

＊

【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回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習』 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

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05581] 保育実習指導Ⅳ

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 ４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】

事前指導においては、保育所実習Ⅳの意義・目的を理解するととともに、実習を円滑に進めていくための知識、技術を習得し、実習

内容と自らの課題を明確にする。また、指導計画の立案のための方法を学ぶ。事後指導においては、実習の総括・自己評価を行い、

新たな学習目標を明確にする。

【授業方法】

保育実習Ⅰ・Ⅱの学びを基に、実習Ⅳに必要な知識、技術、指導計画の立案の方法を学ぶために、テキストの他これまでの実習記録

や実際に書かれた保育計画等を活用して学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

＊

【評価の方法及び基準】

評価：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受講状況、

レポートなど総合して評価する。(受講状況 70%､レポート30%）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育所実習Ⅳの目的と内容・について 第1回

保育所実習Ⅳの方法について第2回

保育所実習Ⅳの自己評価と保育所実習Ⅱの課題の明確化第3回

保育所実習Ⅳの実習目標をたてる第4回

部分・責任実習の指導案の立案 ①第5回

部分・責任実習の指導案の立案 ②第6回

指導案の検証第7回

指導案の検証第8回

保育所実習Ⅳへ向けての諸書類の作成 第9回

日誌記録についての個別指導 第10回

実習前の心構えと諸注意について第11回

実習の振り返りと自己評価第12回

反省会 第13回

日誌記録についての個別指導 第14回

「評価票」による個別面接指導 

「評価票」による個別面接指導 

第15回

【教科書・参考書】

『保育実習』第2版　阿部和子・増田まゆみ・小櫃智子編　ミネルヴァ書房　2014

『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』厚労省　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学内での指導及び掲示内容について十分理解し、書類等の提出期限を厳守すること。

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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