
対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 人間探求科目

講義名 [00001] 倫理学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 桑名　法晃 クワナ　ホウコウ kuwana hoko

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

【授業方法】

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

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

して概説してく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢40％、レポートと受講態度60％で総合的に評価します。

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

こと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

講義ガイダンス第1回

倫理学とは何か（1）倫理学と日本倫理思想史第2回

倫理学とは何か（2）なぜ日本倫理思想史を学ぶのか、倫理の重層性第3回

神をめぐる思想（1）風土と神第4回

神をめぐる思想（2）日本の神の特徴第5回

神をめぐる思想（3）神と景観、祭祀第6回

神をめぐる思想（4）日本神話の発生と展開第7回

神をめぐる思想（1）古事記神話①　上巻神話の概要第8回

神をめぐる思想（1）古事記神話②　上巻神話の世界観第9回

仏法をめぐる思想（1）インド・中国仏教第10回

仏法をめぐる思想（2）日本における仏教の受容、聖徳太子第11回

仏法をめぐる思想（3）国家仏教、本地垂迹説第12回

仏法をめぐる思想（4）修験道第13回

仏法をめぐる思想（5）鎌倉仏教第14回

全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。

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

※授業中に適宜参考書を紹介していきます。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 人間探求科目

講義名 [00002] 哲学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 諏訪　是隆 スワ　ゼリュウ suwa zeryu

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

【授業方法】

講義を中心とするが、学生との対話形式によって講義を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく

。事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート30％、授業への取り組み姿勢70％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

哲学ということば第1回

神話から哲学へ第2回

ソフィストとソクラテス第3回

プラトンとアリストテレス第4回

ストア派とエピクロス派第5回

キリスト教と中世第6回

ルネサンスの思想第7回

ベーコンのイドラ第8回

デカルトの懐疑第9回

ホッブズのリヴァイアサン 第10回

ロックのコモンウェルス第11回

啓蒙思想第12回

カントの批判哲学第13回

ヘーゲルの体系第14回

まとめ　レポート提出第15回

【教科書・参考書】

講義中に配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

共に学びましょう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 人間探求科目

講義名 [00003] 心理学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

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

と。さらに、毎回学んだ内容をまとめることで定着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、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（40％）、小テスト（30％：10％×３回）、授業への取り組み（20％）、課題への取り組み（10％）により総

合的に評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

心理学とは？第1回

臨床心理学：悩みを抱える人を助ける（その１）第2回

臨床心理学：悩みを抱える人を助ける（その２）第3回

性格と個人差の心理学：性格はかえられるか？（その１）第4回

性格と個人差の心理学：性格はかえられるか？（その２）／第１回小テスト第5回

社会的行動の心理学：身近な人や社会との関係（その１）第6回

社会的行動の心理学：身近な人や社会との関係（その２）第7回

発達心理学：人が生まれてから死ぬまで（その１）第8回

発達心理学：人が生まれてから死ぬまで（その２）第9回

心理学的アセスメント：心を測る／第２回小テスト第10回

知覚・認知・記憶の心理学：世界をどうとらえるか？（その１）第11回

知覚・認知・記憶の心理学：世界をどうとらえるか？（その２）第12回

行動と学習の心理学：あなたはなぜそのように行動するのか？第13回

心理学の歴史と未来：心はどう探求され、これからどうなるのか？／第３回小テスト第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 人間探求科目

講義名 [00004] 歴史学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

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】

歴史学は、過去の史料を評価・検証する過程を通して歴史の事実、及びそれらの関連を追究する学問であるので、歴史学を学ぶ意義

を本授業で学修してもらいたい。歴史学とはどういう学問か修得し、日本史のなかで江戸時代の特徴について理解できるようにす

る。

【授業方法】

講義形式を基本とするが、身延山という地域を歩く授業も取り入れることにする。毎回小テストを行う。小テストは先回の授業内容

を確認し、受講生の興味を知るために行う。アクティブラーニングを行うので、電子機器（ipad）を毎回持参すること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分：授業内容について予め調べ学習を行い、わからない語句等は辞書で調べておくこと。

事後学修120分：授業でやった内容について復習し、わからない箇所は辞書等で調べておくこと。

【評価の方法及び基準】

※期末レポート（40％）、小テスト（40％）、平常点・受講態度（20％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

歴史学とはどういう学問か第1回

史実とフィクション第2回

日本史の時代区分第3回

史料と資料第4回

歴史を学ぶ施設第5回

歴史と古文書第6回

江戸学とは第7回

将軍と大名第8回

江戸時代の地震と火災第9回

江戸時代の道第10回

江戸時代の信仰第11回

歴史学を学ぶ意義第12回

歴史散策1第13回

歴史散策2第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特になし。

参考書：小田中直樹『歴史学ってなんだ？』ＰＨＰ新書、2004年。『江戸学事典』弘文堂、1994年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎回小テストを行うので欠席しないこと。
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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 社会探究科目

講義名 [00005] 政治学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 堀　保彦 ホリ　ヤスヒコ hori yasuhiko

【授業のねらい及び到達目標】

政治とは、集団内の利害や意見を調整する営みです。本授業では社会の基本的枠組みを決定する政治プロセス・政策プロセスを理

解することを目的とします。本授業を受講することにより政治や政策のプロセスを理解し、それを支える社会のさまざまな状況を把

握・分析する能力を涵養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。政治学の基礎的な理論分野から行政学・政策科学・国際政治学の分野に及ぶ政治学の主要領域の重要事

項を分かりやすく講義します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、大学の一般教育課程（基礎科目）用の教科書を使用しますが、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】

政治学のアイデンティティー（政治学とはどのような学問か）第1回

政治の世界－政治とは何か第2回

政治体制と変動第3回

主要国の政治制度－権力分立制度の相違第4回

政治と経済、政治と福祉第5回

福祉国家の危機と再編第6回

政治過程と政治制度、国民代表の政治過程第7回

利益代表の政治過程第8回

政治と公共政策、政策過程第9回

行政－行政統制と行政責任第10回

政党と政党制第11回

政治意識と政治行動第12回

政治文化第13回

主権国家のゆくえ第14回

現代の国際政治第15回

【教科書・参考書】

教科書：『現代政治学（第４版）』加茂利男・大西 仁他著（有斐閣）2012年

参考書：『現代政治の思想と行動（新装版）』丸山眞男著（未来社）2006年、『行政学（新版）』西尾勝著（有斐閣）2001年、『政

策学的思考とは何か－公共政策学原論の試み』足立幸男編（勁草書房）2005年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前学習・事後学習の他に毎日欠かさず新聞（Webニュースでも可）を読んで政治に関する関心を高め、疑問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　教養科目 社会探究科目

講義名 [00006] 法学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １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】

本授業は、社会人として必要とされる法に関する基礎的な知識を習得することを目的とする。この授業を受けることにより法律の基

本概念と原理を理解し、現代日本法の基本構造を把握することを到達目標とする。

【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。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業は、大学の一般教育課程（基本教育科目）用に編集された教科書を使用しますが、法律の初学者には難解な部分があるの

で自宅で90分以上教科書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】

法と社会生活、法と道徳第1回

法の目的、権利と義務第2回

法と裁判第3回

裁判の基準となるもの第4回

法解釈の方法第5回

法の体系と分類第6回

法と国家第7回

犯罪と法第8回

家庭生活と法第9回

財産関係と法第10回

労働と法第11回

国際社会と法第12回

法の発展と社会の発展第13回

近代法の発展第14回

世界法の展望第15回

【教科書・参考書】

教科書：『現代法学入門（第４版）』伊藤 正己・加藤 一郎編（有斐閣）2005年

参考書：『法学入門（第６版補訂版）』末川博編（有斐閣）2014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　教養科目 社会探究科目

講義名 [00007] 日本国憲法

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

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】

日本国憲法は、国民の自由と権利を守り、自由で公正な社会を築くことを目指す法です。本授業では、日本国憲法の全体的な枠組み

を体系的に理解することを目指します。本授業を受講することにより憲法の理念を理解し、正しい人権意識を身につけることを到

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。日本国憲法の理念と実際の運用状況について具体的事例を通して理解できるように講義します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、大学の一般教育課程（基礎科目）用の教科書を使用しますが、初学者には難解な部分があるので自宅で90分以上教

科書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】

憲法とは何か第1回

明治憲法と日本国憲法第2回

日本国憲法の成立第3回

憲法の法源と解釈第4回

国民主権第5回

象徴天皇制第6回

平和国家第7回

人権尊重の原理第8回

包括的人権と法の下の平等第9回

精神的自由権第10回

表現の自由第11回

身体的自由権、経済的自由権第12回

社会権第13回

権力分立と統治機構の原理第14回

国会・内閣・裁判所第15回

【教科書・参考書】

教科書：『憲法入門（第４版補訂版）』伊藤正己著（有斐閣）2006年

参考書：『憲法（第６判）』芦部信喜著（岩波書店）2015年、『憲法入門（五訂版）』樋口陽一著（勁草書房）2013年、『憲法

とは何か』長谷部恭男著（岩波新書）2006年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日本国憲法の学習は、「覚える学習」ではなく「考える学習」です。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、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　教養科目 社会探究科目

講義名 [00008] 社会学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

歴史と基本的概念、および社会学が直面する課題を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義を中心とする｡適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前に指示された資料を読み、出された課題を行っておく（120分）。

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

【評価の方法及び基準】

レポートを含む学力確認テスト（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

20世紀の社会学第3回

社会的存在としての人間第4回

家族 (１)第5回

家族 (２)第6回

地域社会 (１)第7回

地域社会 (２)第8回

社会構成第9回

ライフスタイル第10回

組織と官僚制第11回

ジェンダー第12回

社会変動第13回

現代の社会問題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日頃から社会問題に関心を持ってほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 社会探究科目

講義名 [00009] 自然と環境

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 神宮寺　守 ジングウジ　マモル jinguji mamoru

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

業では、地球のエネルギーバランスや有限性および地球システムにおけるエネルギーの流れや物質の循環に基づいて、人間の活

動が自然環境（大気・水・土壌）や生物（植物・生物）に及ぼす影響、そしてその結果として起こる地球システムの変動を探求

していきます。本講義を受講することにより、自然と環境についての知識と理解を深めることができます。

【授業方法】

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

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

環境についての知識と理解を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（10％）、コメント（20％）、中間レポート（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

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

自然環境の基礎２　地球システム（地球の有限性、大気・水・地・生物の４つの圏と人間圏、人間活動の拡大）第3回

自然環境に影響を及ぼす主な要因１　人口問題（人口増加、食糧問題）第4回

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

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

国内の自然環境２　水環境（水質の汚濁と汚染、汚濁の指標 BOD 、生活排水、下水処理）第7回

国内の自然環境３　土壌環境（土壌の役割、土壌汚染、地下水汚染、ダイオキシン類問題）第8回

地球の自然環境１　地球温暖化(1)（平均気温の上昇、温室効果と地球温暖化のメカニズム、温室効果ガス）第9回

地球の自然環境１　地球温暖化(2)（気候変動と影響、将来予測と対策、二酸化炭素問題）第10回

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

地球の自然環境３　海洋環境（汚染物質の種類と経路、漂着ゴミ、マイクロプラスチック汚染）第12回

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

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

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：各回の授業でプリントテキストを配布する。参考書：『地球システムを科学する』伊勢武史著（ベレ出版）2013年、『環

境科学入門 第２版』川合真一郎・張野宏也・山本義和著（化学同人）2018年、『平成30年版 環境白書・循環型社会白書・生物

多様性白書』環境省（https://www.env.go.jp）、『各種データ・資料』気象庁（https://www.jma.go.jp）。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

聴いたり、視たりするように心がけること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 情報科目

講義名 [00010] 情報処理入門

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 笠井　健次 カサイ　ケンジ kasai kenji

【授業のねらい及び到達目標】

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

､ パーソナルコンピュータにおける基本ソフト (Windows)や応用ソフト(Word・Excel・PowerPoint) の操作を学び、実習を行い

ます。本授業を受講し適切な反復を行うことで、受講生は大学生に相応しいコンピュータスキルを身に付けます。

【授業方法】

講義中心のテーマもありますが､ ほとんどのテーマは実習中心です。

第１回、第２回は配布プリントを使用し､ 以降は市販のテキストを使用します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分　受講後は内容の習得を確実にするため必ず反復すること。

怠っている場合は評価のマイナス要素となります。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50％）、学力確認テスト（50％）にて評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報処理室についての説明｡　Windows入門１第1回

Windows入門２第2回

ワープロ (MS-Word)入門第3回

ワープロ (MS-Word)レポートの作成第4回

表計算 (MS-Excel)数式・関数第5回

表計算 (MS-Excel)数式・関数・書式・ページ設定第6回

表計算 (MS-Excel)シートの操作・グラフ作成第7回

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

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)スライド作成１第9回

プレゼンテーション (MS-PowerPoint)スライド作成２第10回

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

インターネットとセキュリティ第12回

情報検索第13回

課題作成第14回

まとめ及び振返り第15回

【教科書・参考書】

配布プリントおよび市販のテキストを使用します。

noa出版「学生のためのアカデミック情報リテラシー　Office2013対応版」

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 情報科目

講義名 [00011] 情報処理応用

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 笠井　健次 カサイ　ケンジ kasai kenji

【授業のねらい及び到達目標】

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

表計算ソフト (MS-Excel) を集中的に学び､実習していきます。本授業を受講し適切な反復を行うことで、受講生は社会人となった時

に即応できる実戦的なスキルを身に付けます。

【授業方法】

短めの講義も行いますが､ ほとんどの時間は実習にあてます。

第１回、第２回は配布プリントを使用し､ 以降は市販のテキスト（問題集）を使用した実習を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　テキストをあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分　受講後は内容の習得を確実にするため必ず反復すること。

怠っている場合は評価のマイナス要素となります。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（50％）、学力確認テスト（50％）にて評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報処理室についての説明｡ 表計算 (MS-Excel) 再入門１第1回

表計算 (MS-Excel) 再入門２第2回

表計算 (MS-Excel) 表作成　スキルチェック第3回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用１第4回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用２第5回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用３第6回

表計算 (MS-Excel) 計算式・関数の利用４第7回

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

表計算 (MS-Excel) グラフ作成・グラフィックの利用１第9回

表計算 (MS-Excel) グラフ作成・グラフィックの利用２第10回

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

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習１第12回

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習２第13回

表計算 (MS-Excel) 応用的な課題・演習３第14回

まとめ及び振返り第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00000] 人間関係とコミュニケーションの基礎

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

[授業の目的・ねらい]

（1）対人援助に必要な人間の関係性を理解し、関係形成に必要なコミュニケーションの基礎的な知識を習得する学習とする。

（2）介護の質を高めるために必要なチームマネージメントの基礎的な知識を理解しチームで働くための能力を養う学習とする。

[授全体の内容の概要]

　人間関係の形成が介護実践にとっての出発点であり基本的課題であることを、自己覚知や他者理解、コミュニケーション技術を

通して学習する。

[授業終了時の達成課題（到達目標）]

　利用者に対して、あるいは多職種協働で進めるチームマネージメントにおいて、円滑なコミュニケーションをとるための基礎

的なコミュニケーション能力を養う。

【授業方法】

講義、個別指導、グループワーク、個別指導など課題に応じて、コミュニケーションについて客観的に学習します。また、一定

のトレーニングにより、各自のコミュニケーションの方法を振り返り、コミュニケーション能力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：講義前に提示された課題について学習してくること。

事後学習120分：講義後はノートや資料の整理を行い、講義内容の理解を深めること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト、リアクションペーパー、授業への取り組み姿勢等を総合的に評価する

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間関係と心理（自己覚知）第1回

人間関係と心理（他者理解）第2回

人間関係と心理（ラポール）第3回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの意義）第4回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの概要）第5回

コミュニケーションを促す環境第6回

コミュニケーションの技法（物理的対人距離・心理的距離）第7回

コミュニケーション（言語的コミュニケーション・非言語コミュニケーション）第8回

コミュニケーションの技法（傾聴）第9回

コミュニケーションの技法（（受容・共感）第10回

機器を用いたコミュニケーション第11回

記述によるコミュニケーション第12回

チームマネージメントとコミュニケーションの基本第13回

チームマネージメントを行う際のコミュニケーション技術第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『人間の理解』第３版　介護福祉士養成講座１　介護福祉士養成講座編集委員会（編）中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業で配布された資料に目を通し、技術的なことについては各自、日常的にトレーニング等の復習をすること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00031] 高大連携事業の単位認定

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 講義（全期）

対象学年 １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】

＊

【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】

授業内容は、予め連絡します。
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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 [00032] 人間関係とコミュニケーション

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

〔授業の目的・ねらい〕

（１）対人援助に必要な人間の関係性を理解し、関係形成に必要なコミュニケーションの基礎的な知識を習得する学習とする。

（２）介護の質を高めるために必要な、チームマネジメントの基礎的な知識を理解し、チームで働くための能力を養う学習とす

る。

〔授業全体の内容の概要〕

人間関係の形成が、介護実践にとっての出発点であり基本的課題であることを、自己覚知や他者理

解、コミュニケーション技術を通して学習する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

利用者に対して、あるいは多職種協働で進めるチームマネジメントにおいて、円滑なコミュニケーションをとるための基礎的な

コミュニケーション能力を養う。

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

学力確認レポート、リアクションペーパー、授業への取り組み姿勢などを総合的に評価する

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間関係と心理（自己覚知）第1回

人間関係と心理（他者理解）第2回

人間関係と心理（ラポール）第3回

対人関係とコミュニケーション（対人関係･コミュニケーションの意義）第4回

対人関係とコミュニケーション（対人関係･コミュニケーションの概要）第5回

コミュニケーションを促す環境第6回

コミュニケーションの技法（物理的対人距離・心理的距離）第7回

コミュニケーションの技法（言語的コミュニケーション・非言語コミュニケーション）第8回

コミュニケーションの技法（傾聴）第9回

コミュニケーションの技法（受容・共感）第10回

機器を用いたコミュニケーション第11回

記述によるコミュニケーション 第12回

チームマネジメントとコミュニケーションの基本第13回

チームマネジメントを行う際のコミュニケーション技術第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『人間の理解』第3版　介護福祉士養成講座１　福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業で配布された資料プリントに目を通し、技術的なことについては各自日常的にトレーニング等の復習をするように。
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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 [00033] 人間の尊厳と自立

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 村瀬　正光 ムラセ　マサミツ murase masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

［授業の目的・ねらい］

人間の理解を基礎として、尊厳の保持と自立について理解し、介護福祉の倫理的課題への対応能力の基礎を養う学習とする。

［授業修了時の達成課題（到達目標）］

介護を必要とする者に対する全人的な理解や尊厳の保持、介護実践の基盤となる教養、総合的な判断力及び豊かな人間性を涵養す

る。

【授業方法】

人間の尊厳と自立を理解する為､ 基本的人権の理念､ 人権侵害等の社会問題を通して学ぶ｡�介護における尊厳の保持・自立支援を理

解するために､ 具体的な生活場面の事例を取り上げて学ぶ｡�人権思想・福祉理念の歴史的変遷を理解し、人間の尊厳・人権尊重及び

権利擁護の考え方を養う内容とする。

人間にとっての自立の意味と、本人主体の観点から、尊厳の保持や自己決定の考え方を理解する内容とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義毎の予習と復習のレポート：100％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

人間の多面的理解第1回

人間の尊厳と人権・福祉理念第2回

人間の尊厳 普遍的尊厳第3回

人間の尊厳 個別的尊厳・多様性第4回

自立の概念第5回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第6回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第7回

人権と尊厳 基本的人権第8回

権利擁護第9回

アドボカシー第10回

人権尊重第11回

スティグマ第12回

身体的な自立支援第13回

精神的な自立支援第14回

社会的な自立支援第15回

【教科書・参考書】

『介護概論』三訂　介護福祉士養成講座１２　福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に授業に参加するとこを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

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　教養科目 総合科目

講義名 [00108] 基礎ゼミⅠ（伊東久実）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅠでは、基礎的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション〔国語力検定〕第1回

国語①：文章の書き方第2回

国語②：ノートの取り方第3回

国語③：レポートの書き方第4回

情報①：レポートの提出方法①第5回

情報②：レポートの提出方法②第6回

地理歴史①：世界史①第7回

地理歴史②：世界史②第8回

地理歴史③：世界史③第9回

地理歴史④：日本史①第10回

地理歴史⑤：日本史②第11回

地理歴史⑥：日本史③第12回

家庭①：《ビハーラ講座》第13回

家庭②：レポート作成第14回

主・副専攻ガイダンス第15回

【教科書・参考書】

教科書は『大学生・短大生のための大学での学び方』（旺文社教学支援サービス初年次教育教材）を用いる。参考書は『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（同上）がある。〔

https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。日頃から文章の読み書きの訓練を行うこと。授業では漢字検定の問題集も取り上げて学修す

るため、国語辞典、及び漢字・漢和辞典を必ず用意すること。携帯電話、電子辞書等の使用は認めない。
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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 [00111] 基礎ゼミⅠ（金炳坤）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅠでは、基礎的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション〔国語力検定〕第1回

国語①：文章の書き方第2回

国語②：ノートの取り方第3回

国語③：レポートの書き方第4回

情報①：レポートの提出方法①第5回

情報②：レポートの提出方法②第6回

地理歴史①：世界史①第7回

地理歴史②：世界史②第8回

地理歴史③：世界史③第9回

地理歴史④：日本史①第10回

地理歴史⑤：日本史②第11回

地理歴史⑥：日本史③第12回

家庭①：《ビハーラ講座》第13回

家庭②：レポート作成第14回

主・副専攻ガイダンス第15回

【教科書・参考書】

教科書は『大学生・短大生のための大学での学び方』（旺文社教学支援サービス初年次教育教材）を用いる。参考書は『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（同上）がある。〔

https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。日頃から文章の読み書きの訓練を行うこと。授業では漢字検定の問題集も取り上げて学修す

るため、国語辞典、及び漢字・漢和辞典を必ず用意すること。携帯電話、電子辞書等の使用は認めない。
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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 [00112] 基礎ゼミⅠ（桑名法晃）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅠでは、基礎的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション〔国語力検定〕第1回

国語①：文章の書き方第2回

国語②：ノートの取り方第3回

国語③：レポートの書き方第4回

情報①：レポートの提出方法①第5回

情報②：レポートの提出方法②第6回

地理歴史①：世界史①第7回

地理歴史②：世界史②第8回

地理歴史③：世界史③第9回

地理歴史④：日本史①第10回

地理歴史⑤：日本史②第11回

地理歴史⑥：日本史③第12回

家庭①：《ビハーラ講座》第13回

家庭②：レポート作成第14回

主・副専攻ガイダンス第15回

【教科書・参考書】

教科書は『大学生・短大生のための大学での学び方』（旺文社教学支援サービス初年次教育教材）を用いる。参考書は『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（同上）がある。〔

https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。日頃から文章の読み書きの訓練を行うこと。授業では漢字検定の問題集も取り上げて学修す

るため、国語辞典、及び漢字・漢和辞典を必ず用意すること。携帯電話、電子辞書等の使用は認めない。
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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 [00208] 基礎ゼミⅡ（伊東久実）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅡでは、応用的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

プレゼンテーション（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報①：日本仏教の宗派一覧①第1回

家庭①：《防災訓練》第2回

情報②：日本仏教の宗派一覧②第3回

情報③：日本仏教の宗派一覧③第4回

公民①：《公開講演会》第5回

公民②：レポート作成第6回

国語①：古典①第7回

国語②：古典②第8回

国語③：古典③第9回

情報④：課題解決型学習（PBL）第10回

家庭②：《ビハーラ講座》第11回

情報⑤：グループ・ディスカッション第12回

情報⑥：ディベート第13回

情報⑦：グループ・ワーク第14回

プレゼンテーション第15回

【教科書・参考書】

教科書はその都度指示し、必要に応じてプリントを配布する。参考書は『大学生・短大生のための大学での学び方』、『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（旺文社教学支援サービス初年次

教育教材）がある。〔https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。自ら問題を発見し解決していく能力を身につけていくこと。グループのプログラム活動に参

加することで、メンバー間相互の影響を受け、個人が変化（成長、発達）するよう努めること。聴衆に対して情報を提示し、理

解・納得してもらえるよう工夫すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00211] 基礎ゼミⅡ（金炳坤）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅡでは、応用的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

プレゼンテーション（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報①：日本仏教の宗派一覧①第1回

家庭①：《防災訓練》第2回

情報②：日本仏教の宗派一覧②第3回

情報③：日本仏教の宗派一覧③第4回

公民①：《公開講演会》第5回

公民②：レポート作成第6回

国語①：古典①第7回

国語②：古典②第8回

国語③：古典③第9回

情報④：課題解決型学習（PBL）第10回

家庭②：《ビハーラ講座》第11回

情報⑤：グループ・ディスカッション第12回

情報⑥：ディベート第13回

情報⑦：グループ・ワーク第14回

プレゼンテーション第15回

【教科書・参考書】

教科書はその都度指示し、必要に応じてプリントを配布する。参考書は『大学生・短大生のための大学での学び方』、『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（旺文社教学支援サービス初年次

教育教材）がある。〔https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。自ら問題を発見し解決していく能力を身につけていくこと。グループのプログラム活動に参

加することで、メンバー間相互の影響を受け、個人が変化（成長、発達）するよう努めること。聴衆に対して情報を提示し、理

解・納得してもらえるよう工夫すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 総合科目

講義名 [00212] 基礎ゼミⅡ（桑名法晃）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

大学は学生自身が確かな向学心を持って、能動的に学習しかつ研究をしていく場所である。そのためには、必要最低限の理解力

・思考力・表現力といった能力を身につけていなければならない。基礎ゼミの目的は、このような大学教育で必要な基礎能力を

マスターすることにある。基礎ゼミⅡでは、応用的なスキルを身につけることを目標とする。

【授業方法】

本学の定める三つの方針「アドミッションポリシー本学が（もとめる学生像）、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）

、ディプロマポリシー（学位授与に関する方針）」を軸とし、大学生として最低限必要な学力（読み、理解し、考え、表現する

）を身につけるとともに、自主的学習態度を培い、個性と主体性を育み、そして教員と学生、及び学生相互の人格的交流・錬磨の

場とし、大学生活を送る上での人間関係を充実するような授業を展開する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学習では、テキストをよく読み、課題をきちんとお

こない、ゼミに備えること。事後の学習ではゼミの内容をよく復習し、語彙力、文章力を高める努力をすること。

【評価の方法及び基準】

プレゼンテーション（40％）、レポート等の提出物（30％）、取り組み姿勢（30％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

情報①：日本仏教の宗派一覧①第1回

家庭①：《防災訓練》第2回

情報②：日本仏教の宗派一覧②第3回

情報③：日本仏教の宗派一覧③第4回

公民①：《公開講演会》第5回

公民②：レポート作成第6回

国語①：古典①第7回

国語②：古典②第8回

国語③：古典③第9回

情報④：課題解決型学習（PBL）第10回

家庭②：《ビハーラ講座》第11回

情報⑤：グループ・ディスカッション第12回

情報⑥：ディベート第13回

情報⑦：グループ・ワーク第14回

プレゼンテーション第15回

【教科書・参考書】

教科書はその都度指示し、必要に応じてプリントを配布する。参考書は『大学生・短大生のための大学での学び方』、『大学生・

短大生のためのコミュニケーション力テキスト』、『大学生・短大生のための思考力テキスト』（旺文社教学支援サービス初年次

教育教材）がある。〔https://www.obunsha.co.jp/06/cramschool/AchievementSystem/text.html〕

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

３人の担当教員が交代で授業を行う。自ら問題を発見し解決していく能力を身につけていくこと。グループのプログラム活動に参

加することで、メンバー間相互の影響を受け、個人が変化（成長、発達）するよう努めること。聴衆に対して情報を提示し、理

解・納得してもらえるよう工夫すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 保健体育科目

講義名 [00051] 健康とスポーツの科学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

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

とスポーツについて、理解と認識を深め、健康の保持増進について講義する。

【授業方法】

パソコン接続プロジェクター（パワーポイント）を使用して講義をする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト70％、授業への取り組み姿勢20％、レポート10％を総合して評価する。

出席は授業数の2／3以上、授業中瞑想にふける学生は出席扱いとしない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

運動不足による身体の影響第1回

運動と健康第2回

生活習慣病と健康第3回

食事と健康第4回

睡眠と健康第5回

飲酒・喫煙と健康第6回

メタボリックシンドローム第7回

運動とヘモグロビン・ドーピング第8回

健康のための正しいトレーニング方法第9回

ウォーキング、ジョギング第10回

ストレッチングの目的と方法第11回

スポーツマッサージの目的と方法 (演習)第12回

テーピングの目的と方法 (演習)第13回

応急手当の方法第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

特に指定しない。その都度資料を配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 保健体育科目

講義名 [00052] トレーニングと身体Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実技

対象学年 １年 -- -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

【授業方法】

テニスコートを使用して実技を中心に講義・指導でホローアップする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：反復練習すること。

【評価の方法及び基準】

スキル確認テスト70％、授業への取り組み姿勢30％を総合して評価する。出席は授業数の2／3以上。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

テニスの基礎技術の理論と実践（１）第1回

テニスの基礎技術の理論と実践（２）第2回

テニスの基礎技術の理論と実践（３）第3回

テニスの発展技術の理論と実践（１）第4回

テニスの発展技術の理論と実践（２）第5回

テニスの発展技術の理論と実践（３）第6回

テニスのゲームについて（１）第7回

テニスのゲームについて（２）第8回

テニスのゲームについて（３）第9回

テニスのゲームについて（４）第10回

テニスのゲームについて（５）第11回

テニスのゲームについて（６）第12回

テニスのゲームについて（７）第13回

テニスのゲームについて（８）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

せん。受講後は必ず内容の習得が得られるように反復練習をすること。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 保健体育科目

講義名 [00053] トレーニングと身体Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実技

対象学年 １年 -- -- --

担当者 藤本　俊 フジモト　シュン fujimoto syun

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

【授業方法】

体育館で実技を中心に講義・指導でホローアップする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：配付資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分：反復練習すること。

【評価の方法及び基準】

スキル確認テスト70％、授業への取り組み姿勢30％を総合して評価する。出席は授業数の2／3以上。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

バトミントンの基礎技術の理論と実践（１）第1回

バトミントンの基礎技術の理論と実践（２）第2回

バトミントンの発展技術の理論と実践（１）第3回

バトミントンの発展技術の理論と実践（２）第4回

バトミントンのゲームについて（１）第5回

バトミントンのゲームについて（２）第6回

バトミントンのゲームについて（３）第7回

卓球の基礎技術の理論と実践第8回

卓球の発展技術の理論と実践第9回

卓球のゲームについて（１）第10回

卓球のゲームについて（２）第11回

ソフトバレーボールの基礎技術の理論と実践第12回

ソフトバレーボールのゲームについて（１）第13回

ソフトバレーボールのゲームについて（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

せん。受講後は必ず内容の習得が得られるように反復練習をすること。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

の実践を身に付けて下さい。又、授業中は携帯等の使用禁止とする。

- 29 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00060] 英語Ａ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

るようになります。

【授業方法】

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

験は15回目の授業時間に行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ分120以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

トは50％､ 学力確認試験は20％です。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自己紹介、course orientation【30回分で作成してください】第1回

Unit 1（１）【詳細を記してください（以下同じ）】第2回

Unit 1（２）第3回

Unit 2（１）第4回

Unit 2（２）第5回

Unit 2（３）第6回

Unit 3（１）第7回

Unit 3（２）第8回

Unit 4（１）第9回

Unit 4（２)第10回

Unit 5（１）第11回

Unit 5（２）第12回

Unit 6（１）第13回

Unit 6（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回



【教科書・参考書】

【書き方を改めてください】

教科書：Breakthrough Plus 2, Miles Craven 著, Macmillan Publishers Limited(ISBN 9780230438200)

参考書：英和和英辞典｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

限をもって行います。

- 31 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00061] 英語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

からUnit12まで｡

【授業方法】

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

験は15回目の授業時間に行います｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

トは50％､ 学力確認試験は20％です｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

夏休みの話【30回分で作成してください】第1回

Unit 7（１）【詳細を記してください。以下同じ】第2回

Unit 7（２）第3回

Unit 8（１）第4回

Unit 8（２）第5回

Unit 9（１）第6回

Unit 9（２）第7回

Unit 10（１）第8回

Unit 10（２）第9回

Unit 11（１）第10回

Unit 11（２）第11回

Unit 11（３）第12回

Unit 12（１）第13回

Unit 12（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回



【教科書・参考書】

【書き方を改めてください】

教科書：Breakthrough Plus 2, Miles Craven 著, Macmillan Publishers Limited (ISBN 9780230438200)

参考書：英和和英辞典。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

限をもって行います。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00062] 韓国語Ａ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

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

３回ごとに小テストを実施します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、あいさつのことば、教室のことば第1回

Lesson 1: 韓国語と文字第2回

Lesson 2: 基本母音字（１）第3回

Lesson 2: 基本母音字（２）第4回

Lesson 3: 基本子音字（１）第5回

Lesson 4: 基本子音字（２）第6回

Lesson 5: 基本子音字（３）第7回

Lesson 6: 合成子音字（１）第8回

Lesson 6: 合成子音字（２）第9回

Lesson 7: 合成母音字（１）第10回

Lesson 7: 合成母音字（２）第11回

Lesson 8: パッチム（１）第12回

Lesson 8: パッチム（２）第13回

Lesson 9: 連音化第14回

Lesson 10: 名詞＋です(か)、一人称代名詞、名詞＋は第15回

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

Lesson 12: 名詞＋の、指示語、家族の名称第17回

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

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

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

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

Lesson 17: 漢字語数詞、年、月、日第22回

Lesson 18: 固有語数詞、単位名詞第23回

Lesson 19: 時、分、名詞＋から、名詞＋まで第24回

Lesson 20: 尊敬形の作り方、尊敬語、リウル脱落第25回

Lesson 21: 丁寧形の作り方、「アン」否定形、名詞＋です第26回

Lesson 22: 過去形の作り方、動詞の語幹＋て、名詞＋でした第27回

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

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

まとめ第30回



【教科書・参考書】

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

参考書は授業中に適宜資料を紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00063] 韓国語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 金　炳坤 キム　ビョンコン kim byung kon

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

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

３回ごとに小テストを実施します。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、Lesson 1: 数詞の練習第1回

Lesson 2: 語尾の復習第2回

Lesson 3: 助詞の復習第3回

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

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

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

Lesson 7: Lesson 4・5・6の復習第7回

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

Lesson 8: 形容詞の語幹＋い＋名詞、用言＋けれども、だが第9回

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

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

Lesson 11: Lesson 8・9・10の復習第12回

Lesson 12: ビウプ不規則活用、用言＋ば、たら、と第13回

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

Lesson 14: Lesson 12・13の復習第15回

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

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

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

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

Lesson 18: Lesson 15・16・17の復習第20回

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

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

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

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

Lesson 22: Lesson 19・20・21の復習第25回

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

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

しい
第27回

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

Lesson 26: Lesson 23・24・25の復習第29回

まとめ第30回



【教科書・参考書】

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00064] 現代中国語Ａ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 椿　正美 ツバキ　マサミ tsubaki masami

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

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

【授業方法】

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

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

発音編：声調、母音第2回

発音編：子音第3回

基本編：挨拶言葉、数字第4回

基本編：地名、漢詩第5回

第1課：人称代名詞、名前の尋ね方第6回

第1課の本文と練習第7回

第2課：指示代名詞、動詞述語文第8回

第2課の本文と練習

第６課：可能を示す助動詞　連動文。

第9回

第3課：形容詞述語文、反復疑問文第10回

第3課の本文と練習第11回

第4課：願望の助動詞、疑問詞疑問文第12回

第4課の本文と練習第13回

おさらい第14回

第5課：方位詞、助数詞第15回

第5課の本文と練習第16回

第6課：可能の助動詞、連動文第17回

第6課の本文と練習第18回

第7課：選択疑問文、使役文第19回

第7課の本文と練習第20回

おさらい第21回

第1課の復習第22回

第2課の復習第23回

第3課の復習第24回

第4課の復習第25回

第5課の復習第26回



第6課の復習第27回

第7課の復習第28回

総復習第29回

まとめ第30回

【教科書・参考書】

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 全専攻共通　教養科目 語学科目

講義名 [00065] 現代中国語Ｂ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 椿　正美 ツバキ　マサミ tsubaki masami

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

んでいく。基本的には、現代中国語Ａと同じ方法で授業を進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

現代中国語Ａの復習第2回

第８課：主述述語文、時間帯の表現第3回

第８課の本文第4回

第８課の練習第5回

第９課：動量補語、時刻の表現第6回

第９課の本文第7回

第９課の練習　第8回

第10課：様態補語、名詞述語文第9回

第10課の本文　第10回

第10課の練習第11回

おさらい第12回

第11課：結果補語、二重目的語文第13回

第11課の本文第14回

第11課の練習第15回

第12課：方向補語、当然を示す助動詞第16回

第12課の本文第17回

第12課の練習第18回

第13課：程度の強調、比較の表現第19回

第13課の本文第20回

第13課の練習第21回

おさらい第22回

第８課の復習第23回

第９課の復習第24回

第10課の復習第25回

第11課の復習第26回

第12課の復習第27回

第13課の復習第28回

総復習第29回

まとめ第30回



【教科書・参考書】

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

- 41 -



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 [00501] 日蓮学入門

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １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】

日蓮聖人の教学を修得するために、学修にあたっての基礎を身につけ、根幹となる事項を体系的に理解し説明できるようにする

。

【授業方法】

講義によって授業を進める。まず、日蓮聖人の教えを学んでいくにあたって、その目的・態度・方法について解説する。そして

日蓮聖人の生涯に即しながら、教義の根幹となる五義や三大秘法などについて、順を追って概説していく。授業中に口頭で質問を

するため、答えられるようにする。また、小テストを行い、授業内容を理解しているか確認しながら進めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修は、シラバスに則して日蓮聖人の生涯、法華経、日蓮聖人の教学の内容などに目を通しておくこと。事後学修はノート

の整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えること。各120分は必要である。

【評価の方法及び基準】

小テスト20％、定期試験80％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

講義ガイダンス　日蓮学とは何か、宗学とは何か第1回

日蓮聖人の教えを学ぶにあたって（1）　宗学の目的第2回

日蓮聖人の教えを学ぶにあたって（2）　学修の態度第3回

日蓮聖人の教えを学ぶにあたって（3）　学修の方法第4回

日蓮聖人の生涯（1）　第5回

日蓮聖人の生涯（2）第6回

法華経の思想　法華一乗第7回

五義第8回

信行　如説修行第9回

開目抄（人開顕）・観心本尊抄（法開顕）第10回

三大秘法（1）第11回

三大秘法（2）第12回

三大秘法（3）第13回

願業　立正安国・常寂光土の実現第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『真訓両読 妙法蓮華経並開結』法華経普及会編  (平楽寺書店）1924年／『日蓮辞典』宮崎英修編 (東京堂出版）1978

年。参考書：『宗義大綱読本』日蓮宗宗務院教務部編（日蓮宗新聞社）1989年／『増補改訂 日蓮その行動と思想』高木豊(太田出

版2002年など。

※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】

授業中は板書をたくさんするので､ 自分なりにまとめて､ わかりやすいノートを作成すること｡漢字の難しい言葉・専門用語が沢

山出てきます。授業内で理解できない場合は、必ず図書館などで調べなおすことが必要です。自分の「腑に落ちる」まで調べまし

ょう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00502] 仏教通史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者

池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

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】

仏教の歴史や文化への関心を深めるために、担当教員がそれぞれの専門分野に立脚した地域仏教の講義を行う。仏教に関する教

養的な知識だけでなく、その歴史・文化に対する見方を考え直すきっかけとなるようにしたい。本講義受講者は仏教の歴史・文化に

対する基礎知識を身につけるとともに、諸問題についての理解を深めることができる。

【授業方法】

３人の担当教員が、地域ごとにそれぞれ５回の授業を行う。１～５回：インド仏教（池上要靖）、６～10回：中国・海東仏教（

金炳坤）、11～15回：日本仏教（木村中一）。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ担当教員の指示により、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】

授業への取り組み姿勢（40％）、小テスト３回（60％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

インド仏教①：ガイダンス、原始仏教（担当：池上要靖）第1回

インド仏教②：教団の発展と分裂（担当：池上要靖）第2回

インド仏教③：部派仏教の教理（担当：池上要靖）第3回

インド仏教④：大乗仏教の成立（担当：池上要靖）第4回

インド仏教⑤：大乗仏教の発展、まとめ、小テスト①（担当：池上要靖）第5回

中国仏教①：ガイダンス、初期の仏教（担当：金炳坤）第6回

中国仏教②：羅什及び南北朝の仏教（担当：金炳坤）第7回

中国仏教③：隋唐の仏教（担当：金炳坤）第8回

中国仏教④：宋代以後の仏教（担当：金炳坤）第9回

海東仏教：韓（朝鮮）半島の仏教、まとめ、小テスト②（担当：金炳坤）第10回

日本仏教①：ガイダンス、仏教伝来と日本初期仏教（担当：木村中一）第11回

日本仏教②：貴族仏教と民衆信仰（担当：木村中一）第12回

日本仏教③：末法思想と鎌倉仏教①（担当：木村中一）第13回

日本仏教④：末法思想と鎌倉仏教②（担当：木村中一）第14回

日本仏教⑤：為政者と仏教、まとめ、小テスト③（担当：木村中一）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『インド・中国・日本仏教通史［新版］』平川彰著（春秋社）2006年。参考書：『インド仏教史［新版］』平川彰著（春

秋社）2011年、『新中国仏教史』鎌田茂雄著（大東出版社）2001年、『日本佛教史』田村圓澄著（法蔵館）1982-1983年。『岩波仏

教辞典』中村元［ほか］編（岩波書店）1989年、『広説佛教語大辞典』中村元著（東京書籍）2001年、『仏教文化事典』菅沼晃［

ほか］編集（佼成出版社）1989年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養うこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00503] 日蓮聖人伝

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １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】

日蓮聖人に関わる研究は「日蓮教学史」「日蓮教団史」の分野はもとより、昨今では「仏教学」や「日本史学」、または「仏教思

想史」や「日本仏教史」など、様々な分野から深められています。本授業では、これら各分野の最新の研究成果をもとに「日蓮聖

人の生涯」について、その「行動」と「思想」の両面から探究していきます。本授業を受講することにより、受講生は伝承に偏る

ことのない、史実に基づいた「日蓮聖人像」を構築することができます。

【授業方法】

日蓮聖人伝の基礎資料は、聖人が書き遺された「御遺文」になります。本授業では担当教員の長きにわたる研究成果を基とした

新知見により、日蓮聖人の生涯に関する内容を再構築し、項目ごとに並べた当該「御遺文」を紹介しながら、受講者の理解度を

深めていきます。加えて種々の日蓮聖人伝関連書籍を適宜提示しながら、宗学に対する基本的素養を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前の学修では、授業ごとに該当する御遺文の予習を行う

こと。事後の学修では、授業中に提示した御遺文及び関連書籍を基として「まとめノート」の作成を行うこと。

【評価の方法及び基準】

中間レポート（30％）、学力確認テスト（70％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

誕生・清澄登山と出家第2回

諸宗遊学・立教開宗第3回

清澄退出・鎌倉弘通第4回

『立正安国論』上呈・松葉谷法難第5回

伊豆流罪第6回

小松原法難第7回

鎌倉での布教・蒙古の国書第8回

良観房忍性との対決・龍口法難第9回

佐渡流罪～『開目抄』執筆第10回

『観心本尊抄』執筆～佐渡赦免第11回

頼綱との対談～身延入山第12回

身延での生活・檀越の苦悩第13回

身延離山～入滅第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜、配布する。参考書：『日蓮とその弟子』宮崎英修著（毎日新聞社）1971年、『日蓮とその門弟；再版』高木豊著（

弘文堂新社）1968年、『日蓮：その行動と思想；増補改訂』高木豊著（太田出版）2002年、『日蓮』中尾堯著（吉川弘文館）

2001年、『日蓮と鎌倉文化』川添昭二著（平樂寺書店）2002年、『法華の行者日蓮』佐々木馨編（吉川弘文館）2004年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した各関連書籍を読み、復習しつつ受講することが望ましい。そのため受講にあたり、あらかじめ指示した参考書は必ず

読んでおくこと。さらに受講後は「まとめノート」の作成が必須である。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00504] 手話入門

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

人間には「コミュニケーション力」が大切だと言われています。私達が暮らす社会の中には様々な人が暮らし、様々な言語が存

在します。その中で、聴覚障害者が使う「手話」も言語であると認知されています。本授業を受講することにより、聴覚障害者を理

解することにつながります。また聴覚障害者の言語である手話を覚えて､ 自己紹介を手話を使いできるようになります｡

【授業方法】

初級のテキストを使い手話の語彙を覚えていきます。繰り返し手話単語を練習し、自己紹介ができるように学習します。また、聴

覚障害者のことを知るために教材を使用したり、聴覚障害者からの話を見る（聴く）時間も含めていきます。授業中に前回の授業で

覚えた単語が身についているか、実技確認をおこないます。また、授業内容に沿ったテーマから関連の言葉について確認をして

いきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ1時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前の学習では、授業ごとのテキスト内容を確認するこ

と。事後の学習では、授業中に覚えた単語を復習しておくこと。また出された内容についてレポートを書いておくこと。

【評価の方法及び基準】

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

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

聴覚障害者について・手話の必要性を学ぶ つたえあってみましょう！第1回

あいさつの手話を覚えましょう第2回

自己紹介しましょう（その１） 名前を表してみましょう第3回

自己紹介しましょう（その２） 名前を表す手話と指文字を覚えましょう第4回

自己紹介しましょう（その３） 家族について話しましょう第5回

自己紹介しましょう（その４） 家族を表す手話を覚えましょう第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

自己紹介しましょう（その５） 趣味について話しましょう第8回

自己紹介しましょう（その６） 趣味を表す手話を覚えましょう第9回

自己紹介しましょう（その７） 仕事について話しましょう第10回

自己紹介しましょう（その８） 仕事を表す手話を覚えましょう第11回

実践 (聴覚障害者と交流)第12回

自己紹介しましょう（その９） 住所の手話を表してみましょう第13回

自己紹介しましょう（その１０）住所の手話を使って話しましょう第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)

参考書：『私たちの手話　学習辞典』（全日本ろうあ連盟）『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（全日本ろうあ連

盟）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

初めて出会う言語である手話に､ 興味を持って授業に臨んで下さい｡授業中に指示した内容を確認し、復習しつつ受講することが授業

の理解につながります。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00505] 手話基礎

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

手話の語彙を覚えたことで､ 聴覚障害者に自己紹介ができたことを元に、さらにコミュニケーションを取るにはどのようにしたら

よいのしょうか。同じ社会に暮らしている聴覚障害者はどのような人達なのでしょうか。本授業を受講することにより、手話で話せ

る内容をより実践的なものになります。また聴覚障害者について、生活面から考えられるように学びます。

【授業方法】

テキストをもとに、手話の語彙と手話の基礎を身につけ､ 学生同士が確認しながら覚えられるように学習します｡また聴覚障害者に

自分のことを手話で語れるように繰り返し確認していきます。聴覚障害者から生活面の話をしてもらう時間を作ります。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ1時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前の学習では、授業ごとのテキスト内容を確認するこ

と。事後の学習では、授業中に覚えた単語を確認しておくこと。また出された内容についてレポートを書いておくこと。

【評価の方法及び基準】

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

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自己紹介のまとめ第1回

手話の形・基礎（その１）第2回

「たずねることば」を覚えましょう第3回

手話の形・基礎（その２）第4回

時間にかかわることばを覚えましょう第5回

まとめの試験第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

手話の形・基礎（その３）第8回

季節にかかわることばを覚えましょう第9回

手話の形・基礎（その４）第10回

食べ物を表す手話を覚えましょう第11回

手話の形・基礎（その５）第12回

いろいろな企画を考えよう第13回

テーマに沿って、手話で表現する第14回

実技試験とまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)

参考書：『私たちの手話』（全日本ろうあ連盟）『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（全日本ろうあ連盟）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

言語としての手話を学び､ 今後の自分にどう結び付けるかを考えながら､ 受講して下さい。授業中に指示されたこと、覚えた単語を

復習する積み重ねが大切です。最終的には、聴覚障害者を知り、テーマに沿った内容を、聴覚障害者に伝わるように手話でコミュ

ニケーションすることを目指して学んで下さい。
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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 [00506] 社会福祉概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

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】

[授業の目的・ねらい]

現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解する

福祉政策におけるニーズと資源について理解する

[授業全体の内容の概要]

福祉政策の課題について理解する

[授業修了時の達成目標（到達目標）]

相談援助活動の背景について理解する

【授業方法】

授業方法

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する｡�授業終了後、リアクションペー

パーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【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】

試験・レポート・リアクションペーパー・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代社会における福祉制度と福祉政策　　  (1)福祉制度の概念と理念第1回

                〃　　　　　　　　　　  (2)福祉政策の概念と理念第2回

 　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　(3)福祉制度と福祉政策の関係第3回

 　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　(4)社会と生活のしくみ第4回

福祉制度の発達過程　 　　　　　　　　　 (1)前近代社会と福祉第5回

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　(2)戦後の社会福祉第6回

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　(3)社会福祉基礎構造改革と社会福祉の変遷第7回

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　(4)地域包括ケアシステムと地域共生社会第8回

福祉政策におけるニーズと資源　　　　 　 (1)需要とニーズの概念第9回

　　　　　　〃　　 　　　　　　　　　　 (2)資源の概念①第10回

　　　　    〃　　　　　　　　　　 　　 (3)資源の概念②第11回

福祉政策の課題　　　　　　　　　　　　  (1)福祉政策と社会問題①第12回

　　　〃　　　　　　　　　　　 　　　 　(2)福祉政策と社会問題②第13回

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 　 (3)福祉政策の現代的課第14回

 　　 〃　 　　　　　　　　　　　　 　　(4)福祉政策の課題と国際動向第15回

【教科書・参考書】

中央法規出版　社会福祉士養成講座　「現代社会と福祉」第4版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になるので、 各自が社会福祉

の現状についての問題意識をもって積極的に参加してほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00507] 社会福祉概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

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】

[授業の目的・ねらい]

福祉政策の構成要素について理解する

[授業全体の内容の概要]

福祉政策と関連政策の関係について理解する

[授業修了時の達成目標（到達目標）]

相談援助活動と福祉政策の関係について理解する

【授業方法】

授業方法

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する｡�授業終了後、リアクションペー

パーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【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】

試験・レポート・リアクションペーパー・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

福祉政策の構成要素　　　　　　　　　　 (1)福祉政策の論点①第1回

       〃　　　　　　　　　　　　　　  (2)福祉政策の論点②第2回

　　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　(3)福祉政策の論点③第3回

福祉政策における政府の役割第4回

福祉政策における市場の役割第5回

福祉政策における国民の役割第6回

福祉供給部門　 　　　　　　　　　　　　(1)政府部門、民間部門第7回

 　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　(2)ボランタリー部門、インフォーマル部門、その他　　　　　　　　

　 
第8回

福祉供給過程第9回

福祉利用過程　　　 　　 　　　　　　　 (1)スティグマ、情報の非対称性第10回

 　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　(2)受給資格とシティズンシップ、その他第11回

福祉政策と関連政策　 　　　　　　　　　(1)福祉政策と教育政策第12回

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 　(2)福祉政策と住宅政策第13回

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　 (3)福祉政策と労働政策第14回

相談援助活動と福祉政策の関係－福祉供給の政策過程と実施過程第15回

【教科書・参考書】

『新・社会福祉士養成講座１　現代社会と福祉（第4版）』 福祉士養成講座編集委員会 (編) 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】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になるので、 各自が社会福祉

の現状についての問題意識をもって積極的に参加してほしい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [00508] 仏教福祉学概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

想に裏付けられた福祉ワークの重要性を理解し、現代の社会福祉へどのようなアプローチが可狽ｩを自ら主体的に考えられること

を目標とする。

【授業方法】

テキストにそって、プロジェクターなどを用いて､ 解説を加える講義形式である。必要な資料は、予めメールなどから配信する

。講義中には、専門用語に関する質問や、課題を出すので、検索用に使用するタブレットは必携である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

ァイルキャビネット（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約２時間を要する。

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

【評価の方法及び基準】

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

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

・中間レポートの内容は、テキスト・資料の理解が深まっているかを判断する。

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

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション－授業の進め方とテキストと資料の紹介－第1回

仏教社会福祉とは何か？(テキストpp.9-31)第2回

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

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

仏教社会福祉のあゆみ（１）－先人の偉業－(テキストpp.35-43)第5回

仏教社会福祉のあゆみ（２）－近代～戦後－(テキストpp.44-64)第6回

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

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

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

仏教社会福祉の支援（４）－地域福祉－（テキストpp.95-100)第10回

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

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

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

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

まとめと評価第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

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

－､ など多数あるので詳細はオリエンテーション時に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

と､特に福祉に携わる人の基本は他者の言葉を傾聴できるかどうかにある｡�

- 49 -



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 [05101] 社会福祉体験実習研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 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】

社会福祉体験実習に臨む際の基本的な知識・技術及び留意事項を学ぶ。

【授業方法】

講義､ 実技演習､ グループワーク

【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（10％）、授業で出される課題（10％）、レポート（30％）、学力確認テスト（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

社会福祉､ 障害児教育の基本理念第2回

視覚障害､ 聴覚障害､ 言語障害第3回

運動障害､ 知的障害､ 病弱・虚弱第4回

ダウン症､ てんかん､ その他の障害第5回

盲・聾・支援学校の教育第6回

社会福祉施設の定義､ 種類第7回

福祉サービスの種類第8回

高齢者にかかわる施設第9回

グループワーク第10回

児童福祉・障害児にかかわる施設第11回

グループワーク第12回

介護実技第13回

介護実技第14回

総括・実習事前説明第15回

【教科書・参考書】

授業中に指定します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会福祉体験実習につながる大切な講義です｡ 集中して受講してください｡

- 57 -



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。

- 63 -



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｡
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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 [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 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01031] 日蓮教団史

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 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】

日蓮聖人入滅から近代までの日蓮教団の展開について講義していく。ＤＶＤ・ビデオといった映像資料や画像資料も取り入れて授

業を行う。日蓮教団と他教団を比較することにより、日蓮教団の特徴を理解してもらうことを到達目標とする。

【授業方法】

具体的な教団史関係の史料を紹介しつつ､ 授業を進める｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学んだ主な教団史用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

学期末テスト（１０％）､ 小テスト（６０％）､ 平常点（３０％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の概要　中世・近世・近代における日蓮教団の動向第1回

六老僧第2回

門流の成立第3回

日蓮宗の京都進出第4回

東国から上洛と寛正の盟約第5回

天文法難第6回

西国・東国への展開第7回

日親の諫暁と永禄の規約第8回

安土宗論第9回

受・不受の論争第10回

檀林教育と仏教書の出版第11回

祖師信仰と霊場参詣第12回

明治維新と廃仏毀釈第13回

在家仏教運動と大正・昭和期の日蓮宗第14回

全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書　日蓮宗テキスト編集委員会編『仏教の教え』〈改訂版〉（日蓮宗宗務院刊）2005年。

参考書　影山堯雄『日蓮宗布教の研究』（平楽寺書店）1975年､ 北村行遠・寺尾英智 『日親・日奥』(吉川弘文館)2004年､ 宮崎英

修 『禁制不受不施派の研究』(平楽寺書店)1959年､ 望月真澄 『近世日蓮宗の祖師信仰と守護神信仰』(平楽寺書店)2002年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎回小テストを行うので授業を欠席しないこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01032] 教化学

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 桑名　貫正 クワナ　カンショウ kuwana kansyo

【授業のねらい及び到達目標】

教化学とは、教学を基として布教現場に活かす学問であり、布教現場に立脚した教学のあり方を論理的に考察する学問である。

具体的には、釈尊・『法華経』・日蓮聖人の教法を現代に活かし、人々を覚知へと導くための方策を探ることにある。

【授業方法】

キーワードを挙げ、テキスト『教化学概論ノート』を読みながら、その言葉・項目について詳説し、質問をしながら、問題点に

ついて共に考えていく。

【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・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（50％）。授業参加の状況と受講態度も重視する（50％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション：教化学について第1回

釈尊の出自について第2回

釈尊の教化法（１）第3回

釈尊の教化法（２）第4回

釈尊の教化法（３）第5回

釈尊の教化法（４）第6回

釈尊の教化法（５）第7回

中国仏教における布教展開（１）第8回

中国仏教における布教展開（２）第9回

中国仏教における布教展開（３）第10回

日本仏教における布教展開（１）第11回

日本仏教における布教展開（２）第12回

日本仏教における布教展開（３）第13回

日本仏教における布教展開（４）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『教化学概論ノート』浜島典彦著（ミック刊）2004年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

教化学に関する総合的理解を得るために、後期の「教化学Ⅱ」と併せて受講することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01033] 立正安国論概説

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 都守　基一 ツモリ　キイチ tsumori kiichi

【授業のねらい及び到達目標】

日蓮聖人著作の中で三大部の一つと数えられている立正安国論は､ 時の為政者へ建白された論述書である｡ 日蓮聖人生涯の中で諸

御書に言及され､ 書写されたことが知られている｡ 法華経の行者日蓮聖人の宗教を理解するために､ 立正安国論が必須であるこ

とを学んでゆく。

【授業方法】

日蓮聖人がなぜ立正安国論を執筆されたのか｡ 時代背景と宗教的環境等を考察し､ 日蓮聖人にとっての｢立正安国｣ を学び､ 現代

における立正安国とは､ を課題としてゆきたい｡�

【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】

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】

立正安国論が書かれた時代背景第1回

日蓮聖人思想の中の立正安国論第2回

立正安国論真跡の考究第3回

題号?立正とは第4回

題号?安国とは第5回

問答体による内容　災難の原因第6回

問答体による内容　謗法の現状第7回

問答体による内容　災難の対治第8回

問答体による内容　謗法の禁断第9回

問答体による内容　正法への帰依第10回

問答体による内容　裟婆即寂光土第11回

問答体による内容　宗教と国家・仏法と王法第12回

立正安国論の建白とその後第13回

破邪顕正第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト､ 日蓮宗新聞社発行 『立正安国論』

参考書は春秋社発行 『日蓮聖人全集』 第一巻､ 『日蓮聖人御遺文講義』 第一巻などがある｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

立正安国論を学ばずして日蓮聖人を語ることはできない。その思いをもって､ 難解を厭わずチャレンジしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01034] 立正安国論講読

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 都守　基一 ツモリ　キイチ tsumori kiichi

【授業のねらい及び到達目標】

立正安国論を読むこと｡ わかりやすい書き下し文の冊子をテキストに告ｬや内容を理解しやすいように進めたい｡ また真跡影写本

を部分的に読む試みも体験し､ 御遺文に親しむ学習の契機としたい｡

【授業方法】

立正安国論は､ 日蓮聖人の思想・信仰の出発点であり帰結でもある｡ 旅客と主人との問答を進める内容から､ 日蓮聖人の主張を理

解する｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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】

第一問答から順次､ 受講生の輪読で進める第1回

　　　　　　　　〃※第2回

立正安国論真蹟を読む第3回

問答体について第4回

引用経典の解説第5回

　　　〃第6回

七難中の他国侵逼と自界叛逆の二難について第7回

法然の浄土教 ｢選択集｣ について第8回

　　　　　　〃第9回

捨閉閣抛について第10回

謗法について第11回

｢汝早く信仰の寸心を改めよ｣ について第12回

｢実乗の一善｣ について第13回

三界仏国､ 即身成仏第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト､ 日蓮宗新聞社発行 『立正安国論』

参考書は春秋社発行 『日蓮聖人全集』第一巻､ 『日蓮聖人御遺文講義』 第一巻 山喜房発行 『傍註立正安国論通解』などがある

｡�

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

御遺文に近づくこと､ そのために読み慣れること､ くりかえし読み､ 読解力が身につくよう､ 酪Kと復習を怠らず､ 講義に欠席

せぬようにつとめよう｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01035] 寺院資料論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 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】

日本の寺院に所蔵されている資料（史料）やその保存建築について、基本的な分類の理解などを中心として理解を深める。本講義

を受講することにより寺院資料や建築における基礎的知識を得ることができる。

【授業方法】

資料等を配布して授業を進めるが、建築物を実際に見学しての授業も行う予定である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

事前事後の学修確認25％ 授業に対する取り組み姿勢25%　学力確認レポート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

資料護持第2回

寺院資料の現状第3回

修理と保存の姿第4回

巻子・軸装・折り本第5回

保存と管理設備第6回

保存設備（建築）と目録作成　その１第7回

保存設備（建築）と目録作成　その２第8回

宝蔵　その１第9回

宝蔵　その２第10回

虫損とその対策第11回

曝涼　その１第12回

曝涼　その２第13回

その他、宝蔵建築の事例第14回

まとめ｡第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜、プリントなどを配布する。

参考書：『寺宝護持の心得』（ISBN4890451218 、1996、日蓮宗宗務院）、その他進捗状況を鑑み、随時指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際の寺院等の見学も行う予定である。日ごろ問題意識をもって講義に取り組んで貰いたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01071] 日蓮教学史

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 都守　基一 ツモリ　キイチ tsumori kiichi

【授業のねらい及び到達目標】

日蓮聖人以降の先師たちが､ 日蓮聖人の教学をどのように受容したかを確認していく｡ 

【授業方法】

講義によって授業を進める｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　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】

期末レポート80％、授業への取り組み姿勢20％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日蓮教学史を学ぶ意義第1回

日蓮教団史の概要第2回

日蓮聖人直弟の教学第3回

五一相対と本迹論第4回

中山門流の教学第5回

四条門流の教学第6回

日朝と身延門流の教学第7回

浜門流・六条門流の教学第8回

日什門流の教学第9回

日陣門流の教学第10回

日隆門流の教学第11回

日真門流の教学第12回

室町期富士門流の教学第13回

江戸初期の教学第14回

江戸後期の教学第15回

【教科書・参考書】

テキスト：執行海秀『日蓮宗教学史』平楽寺書店

参 考 書：執行海秀『日蓮宗信仰の種々相』教育新潮社

　　　　：望月歓厚『日蓮宗宗学説史』平楽寺書店

　　　　：立正大学日蓮教学研究所編『日蓮宗読本』

　　　　：平楽寺書店日蓮宗事典刊行委員会編『日蓮宗事典』日蓮宗宗務院 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的な講義参加を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01072] 日蓮教学と近代社会

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 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】

近代以降の仏教諸宗派の動向を見ると、日蓮系の仏教運動が最も目立った展開を見せたと言っても過言ではありません。近代

においては、日蓮の影響を自認する多彩な人物たちが社会・政治の領域で力を持ち、また民衆文化においても大きな影響を与えま

した。しかし一方で、そうした近代の日蓮仏教運動は、総括・評価の難しい面もあります。そこで本授業では、近代における日

蓮の仏教の展開を受講生の皆さんと一緒に検討していくことを目的とします。本授業によって受講生は、日蓮思想の広がりの多様

性、そして近代という時代について理解を深め知識を得ることができるでしょう。

【授業方法】

教員作成のレジュメを始めとした配布資料を中心に講義を進めます。また毎回リアクション・ペーパーを配布し、授業の最後に時

間を設けて質問・意見等を記入していただきます。その質問等については、翌週の授業の冒頭でフィードバック（回答や補足説明

など）を行ないます。

【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、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参考

文献などを読んでおくこと。事後の学習では、リアクション・ペーパーへのフィードバックも踏まえて、学習した内容を自分な

りに整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および、最終回に実施する試験（50%）により、総合的

に評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

明治以降の日蓮門下の流れ第2回

文献学と民衆信仰：小川泰堂第3回

教学革新の試み：優陀那日輝第4回

国柱会概論&#9332;その成立と展開第5回

国柱会概論&#9333;田中智学の活動第6回

本多日生の活動第7回

内村鑑三『代表的日本人』の日蓮観第8回

日蓮主義と文学&#9332;高山樗牛第9回

日蓮主義と文学&#9333;宮沢賢治第10回

国家主義との関わり：北一輝・石原莞爾第11回

近代の日蓮研究：山川智応・姉崎正治第12回

日蓮系新宗教&#9332;その台頭第13回

日蓮系新宗教&#9333;その展開第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。

参考書：田村芳朗・宮崎英修編『講座日蓮4（日本近代と日蓮主義）』（春秋社、1972）

大谷栄一『近代日本の日蓮主義運動』（法蔵館、2001）

西山茂編『シリーズ日蓮4 近現代の法華運動と在家教団』（春秋社、2014）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。またなるべく双方向の授業とするため、リアクション・ペー

パーの記入に注力すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01073] 日蓮教学と現代社会

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 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】

日蓮教学を視点とした現代社会の諸相の学修。本授業を受講することにより、現代社会の諸問題を日蓮教学の視点から理解し説明す

ることができる、諸問題を自身の課題として受け止めその解決のために主体的に取り組むことができる。

【授業方法】

日蓮教学の視点から現代社会の諸問題について学修する。宗教と生命の基本的概念を確認し、人間の生と死、倫理、人権、自然環

境などの諸問題について考える。授業においてデスカッションをとおして理解を深める。

【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】

試験レポート(80%)、授業における課題発表(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】

日蓮教学と現代社会第1回

宗教と生命第2回

宗教とは何か第3回

生命とは何か第4回

現代社会における諸問題１ー自死・安楽死・尊厳死・植物状態・病名告知ー第5回

現代社会における諸問題２ー人工妊娠中絶・選別出産・体外受精・凍結精子・凍結受精卵・代理母ー第6回

現代社会における諸問題３ー遺伝子操作・ＥＳ細胞・ips細胞・クローンー第7回

現代社会における諸問題４ー臓器移植・臓器売買ー第8回

現代社会における諸問題５ー死刑・無差別殺人ー第9回

現代社会における諸問題６ー医療と生命・高齢者社会ー第10回

現代社会における諸問題７ー生命の質・生命と死ー第11回

現代社会における諸問題８ー倫理と生命・人権と生命・生命の尊厳ー第12回

現代社会における諸問題９ー教育と生命・資本主義社会と生命・社会と生命ー第13回

現代社会における諸問題10ー自然環境と生命・食品と生命・薬剤と生命ー第14回

日蓮教学と現代社会のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日蓮聖人の教えと現代社会』庵谷行亨著(山喜房佛書林)1993年。

参考書：『法華信仰の道』庵谷行亨著(日蓮宗新聞社)1998年、『日蓮聖人の教え』庵谷行亨著(山喜房佛書林)2012年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

現代社会の諸問題について問題意識をもち主体的に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01074] 日蓮学特講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 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】

現代社会の問題を仏教思想・法華思想・日蓮聖人の思想に基づいて考察する応用力を養う。本講義では特に五大部の一つ『撰時抄』

の講読を行う。本講義と「日蓮学特講Ⅱ」を受講することにより五大部すべての講読を行ったこととなり、聖人の思想の変遷を

理解することができる。

【授業方法】

様々な資料（遺文）を提示しながら授業を進める｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修として資料の語句調べ、並びに内容把握（120分以上）

事後学修として内容についての読み直し、および理解の整理、ノート作り（120分以上） 

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢（事前・事後学修を含む）50％と課題レポート50％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第1回

『撰時抄』解題第2回

『撰時抄』講読(1）第3回

『撰時抄』講読(2）第4回

『撰時抄』講読(3）第5回

『撰時抄』講読(4）第6回

『撰時抄』講読(5）第7回

『撰時抄』講読(6）第8回

『撰時抄』講読(7）第9回

『撰時抄』講読(8）第10回

『撰時抄』講読(9）第11回

『撰時抄』講読(10）第12回

『撰時抄』講読(11）第13回

『撰時抄』講読(12）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

 テキストについては随時指示する。

参考書：『昭和定本日蓮聖人遺文』（身延山久遠寺）1954年／『平成新脩日蓮聖人遺文集』米田淳雄（地人館）1995年／『日蓮辞

典』宮崎英修編（東京堂出版）1978年／『妙法蓮華経開結』法華経普及会（平楽寺書店）1924年ほか。授業の中で適宜紹介して

いく。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『撰時抄』は大部である。集中力を切らさず、意欲的な受講姿勢を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01075] 日蓮学特講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 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】

現代社会の問題を仏教思想・法華思想・日蓮聖人の思想に基づいて考察する応用力を養う。本講義では特に五大部の一つ『報恩抄』

の講読を行う。本講義と「日蓮学特講Ⅰ」を受講することにより五大部すべての講読を行ったこととなり、聖人の思想の変遷を

理解することができる。

【授業方法】

様々な資料（遺文）を提示しながら、受講生が遺文を講読しその内容を確認しつつ授業を進める｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修として事前に知らされる講義内容を予習し問題点を探る（120分以上）

事後学修として学修した部分をノートなどにまとめ理解不十分な点を探る（120分以上） 

【評価の方法及び基準】

授業に取り組む姿勢（事前・事後学修を含む）50％と課題レポート50％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第1回

『報恩抄』解題第2回

『報恩抄』講読(1)第3回

『報恩抄』講読(2)第4回

『報恩抄』講読(3)第5回

『報恩抄』講読(4)第6回

『報恩抄』講読(5)第7回

『報恩抄』講読(6)第8回

『報恩抄』講読(7)第9回

『報恩抄』講読(8)第10回

『報恩抄』講読(9)第11回

『報恩抄』講読(10)第12回

『報恩抄』講読(11)第13回

『報恩抄』講読(12)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

参考書：『昭和定本日蓮聖人遺文』（身延山久遠寺）1954年／『平成新脩日蓮聖人遺文集』米田淳雄（地人館）1995年／『日蓮辞

典』宮崎英修編（東京堂出版）1978年／『妙法蓮華経開結』法華経普及会（平楽寺書店）1924年ほか。授業の中で適宜紹介して

いく。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『報恩抄』は大部である。集中力を切らさず、意欲的な受講姿勢を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01076] 日蓮宗の歴史資料

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 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】

日蓮教団史の史料、特に宗門関係古文書に親しみ基礎的な史料読解力をつけることを目的とする｡本講義を受講することにより、近

世日蓮教団が為政者（幕府）より課せられた宗教統制や当時の寺院と民衆との関係、さらに社会情勢を理解することができる。

【授業方法】

史料を読解して内容を理解するためには､ さまざまな辞典や参考文献を駆使して ｢調べる｣ ことが必要となる｡ 受講生諸君にテキス

トの各部分を割り当てて順次発表してもらう｡ 割り当て部分の発表は必須である｡ 

視聴覚教材を用い、一部タブレット端末等を使用して双方向授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

内容としては、あらかじめ配布したプリント並びに指示した参考書は必ず読んでおくこと（事前）。

受講後は講読した古文書についてまとめノートを作成すること（事後）。 

【評価の方法及び基準】

学期末レポート70％､ 授業及び課題に対する取り組み姿勢30％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日蓮教団史の参考文献第1回

「宗門改」関係書状　概説第2回

「宗門改」関係書状　講読 (その１)第3回

同上 (その２)第4回

同上（その３）第5回

同上 (その４)第6回

同上 (その５)第7回

同上 (その６)第8回

同上 (その７)第9回

同上 (その８)第10回

同上 (その９)第11回

同上 (その１０)第12回

「宗門改」と日蓮宗第13回

「縁付」と「寺送」に対する日蓮宗寺院の対応第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト　事前にプリントを用意する｡�参考書 中尾堯『日蓮宗の成立と展開』(吉川弘文館)､ 立正大学日蓮教学研究所編 『日

蓮教団全史上』(平楽寺書店)など

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

割り当て部分の発表・講読が必須である｡ 各講義終了前に要点を述べるので、その要点に基づいた積極的な予習･復習を希望す

る｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01077] 日蓮聖人真蹟研究

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 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】

日蓮聖人の思想・行動などを究明する基本的な資料は､ 聖人が書き遺した遺文 (著書・書状など) である｡ この遺文は､ 聖人の自

筆 (真蹟) が数多く伝わっている｡ 本講義を受講することによって遺文の中で真蹟の持つ意味を明らかにし､ 併せて真蹟そのも

のに親しむことにより､ より深く遺文を理解することができる｡ 

【授業方法】

日蓮聖人真蹟書状を写真版によって講読する｡二紙程度の短文の書状や長文の書状と講読する｡真蹟の書写などの課題を通し、日

蓮聖人の「くずし字」を習得する。

タブレット端末を使用し、視覚的にも理解を深める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修として配付される資料を熟読し、解らない文字についてチェックを行うこと（120分以上）

事後学修として配付された活字資料を基に筆跡などを熟知すること（120分以上） 

【評価の方法及び基準】

学期末レポート50％､ 中間レポート20％､課題に対する評価30％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日蓮聖人真蹟の種類と内容第1回

料紙の使用法と書状の特徴第2回

著作と消息（手紙）についての検討第3回

図録・要文・書写本についての検討第4回

新発見の日蓮聖人真筆遺文について第5回

真蹟書状 『富木殿御書』の解題と講読 (１紙､ 『昭和定本日蓮聖人遺文』 809頁)第6回

真蹟書状『五人土籠御書』の解題と講読（２紙、同506頁）(その１)第7回

同上 (その２)第8回

真蹟書状『御衣并単衣御書』の解題と講読（４紙､ 同1111頁）(その１)第9回

真蹟書状『御衣并単衣御書』の講読 (その２)第10回

同上 (その３)第11回

真蹟書状『国府尼御前御書』の解題と講読（７紙､ 同1062頁）(その１)第12回

真蹟書状『国府尼御前御書』の講読 (その２)第13回

同上 (その３)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

講読する日蓮聖人真蹟書状については､ 写真版のプリントを用意する｡ 参考書 川澄勲編 『仏教古文書字典』(山喜房仏書林)､ 寺尾

英智 『日蓮聖人真蹟の形態と伝来』(雄山閣出版)､ 中尾堯 『ご真蹟にふれる』(日蓮宗新聞社)､ 『日蓮聖人真蹟集成』全10巻

(法蔵館)､ 松本慈恵編 『日蓮聖人書体字典』(国書刊行会)､ 山中喜八 『日蓮聖人真蹟の世界』上・下 (雄山閣出版)､ 立正安国会

編 『日蓮大聖人御真蹟対照録』全３巻 (立正安国会) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講読にあたっては受講生を順次指名するので､ 積極的な予習・復習が望まれる。講読の順序は変更する場合もある。  
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01078] 開目抄概説

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 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】

五大部の一つに数えられる 『開目抄』は､ 宗祖が ｢魂魄｣ としての自覚のもと､ 葛藤に満ちたいくつかの主題を､ 緊張感をもっ

て書きつづった書である｡ 前期の ｢開目抄概説｣ では､『開目抄』自体に入るのではなく､ その準備段階として､ まずは『開目

抄』の主題へとつらなっていく諸問題を取り上げることにより、佐渡流罪以前における宗祖の宗教的諸自覚、および思想の変遷を

理解することが目標となる。

【授業方法】

基本的には､ 講義によって授業を進めていく｡ 板書は､ 可能な限りきっちりと行なうので､ ノート筆記はぬかりなきよう｡ みず

から筆記し、整理したノートは、筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点、手を抜かないこと。重要なテーマ

に関しては､ 証拠となる宗祖のご遺文や､ 担当教員がまとめた文書の提示をこまめに行なう｡ その分､ 資料を配布する機会が増

えるので､ しっかりと管理すること｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後学修を行なうこと。事前学修では、配付資料と照合してノートを再読、三読し、

前回の授業内容を改めて確認しておくこと。事後学習では、配付資料と付き合わせつつ、ノートをしっかりと整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業中に､ 自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による試験を実施する(75％)｡ 授業に取り組む姿勢も重視する (25％)｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション －『開目抄』とは、いかなるご遺文か－第1回

序 章　１) ｢爾前｣ とは　２) ご遺文の取り扱い方第2回

　　　　３) ｢心（こころ）み｣ の宗教第3回

第１章  出 自第4回

第２章  出家・修学の動機第5回

第３章 「法華最第一」（法華経至上主義）への道程(1) －相対的法華経至上主義－第6回

　　　 「法華最第一」（法華経至上主義）への道程(2) －絶対的法華経至上主義－第7回

第４章 「謗法」という罪 －「謗法」の意味－第8回

 　　　「謗法」という罪 －「謗法」の様相－第9回

第５章 「法華経の行者」と「唯日蓮一人」の自覚(1)－「道 理」「文証」「現証」－第10回

 　　　「法華経の行者」と「唯日蓮一人」の自覚(2) －歴史事象的現証－第11回

　　 　「法華経の行者」と「唯日蓮一人」の自覚(3) －体験的現証（伊豆流罪まで）－第12回

 　　　「法華経の行者」と「唯日蓮一人」の自覚(4) －体験的現証（小松原法難以降）－第13回

第６章 ｢題目｣ の位置第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に指定はしない｡参考書に関しては、必要に応じて授業中に紹介する｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

後期の ｢開目抄講読｣ と併せて､ 初めて『開目抄』の全体的な理解が得られることになる｡ したがって､後期の ｢開目抄講読｣ 

と併せての受講を、切に望むものである｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01079] 開目抄講読

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 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】

五大部の一つである『開目抄』は､ 宗祖が ｢魂魄｣ としての自覚のもと､ 葛藤に満ちたいくつかの主題を､ 緊張感をもって書き

つづった書である｡ 後期の ｢開目抄講読｣ では､ 前期の ｢開目抄概説｣ で取り上げた諸問題を踏まえつつ､『開目抄』自体をテキ

ストとし､ 『開目抄』の主題そのものの検討に入っていく。それを通して、『開目抄』において切り開かれた宗祖の新たなる宗

教的自覚、および宗祖が法華経の文底に見出した「一念三千」を理解することが目標となる。

【授業方法】

講読の授業ではあるが､ 例年､ 受講生が多数に及ぶことに鑑み､ 基本的には講義によって授業を進めていく｡ ただ､ 通常の講義と

比べて､ 発問や､ 必要箇所の音読・解釈の指示がはるかに多くなる点については､ ご覚悟願いたい｡板書は可能な限りきっちりと

行なうので､ ノート筆記はぬかりなきよう。みずから筆記し、整理したノートは筆記試験に臨む際に欠かせないものとなるので

、この点は手を抜かないこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後学修を行なうこと。事前学修では、前回授業で取り上げたテキストの箇所を改め

て読み直すとともに、テキストと対照しつつ、ノートを再読、三読して、前回の授業内容を確認しておくこと。事後学修では、授

業で取り上げたテキストの箇所をしっかり読み直すとともに、テキストと照合しつつ、ノートを整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業中に、テキスト・自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による試験を実施する (75％)｡授業に取り組む姿勢も重視する (25％

)｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション －テキストと参考書の紹介－第1回

儒・外・内の比較検討(1)第2回

儒・外・内の比較検討(2)第3回

宗祖による教相判釈 －いわゆる五重相対－第4回

法華真実の根拠(1)－一念三千－第5回

法華真実の根拠(2)－理の一念三千－第6回

法華真実の根拠(3)－事の一念三千－第7回

天台宗と ｢天台の深義 (一念三千)｣ の盛衰第8回

二乗作仏と久遠実成(1) －二乗作仏－第9回

二乗作仏と久遠実成(2) －久遠実成－第10回

我が内なる ｢謗法罪｣ の発見第11回

迷い・決断・受難第12回

「我身法華経の行者にあらざるか」－自己の正統性に対する深刻な懐疑－第13回

三大誓願 －「魂魄」からの「再生」と滅罪の誓い－第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『昭和定本日蓮聖人遺文』535～609頁の写しを､ テキストとして配布する。ただし、『開目抄』を収める『遺文要集』を所持して

いる場合は、それをそのまま使えばよい｡参 考 書については、いちいち挙げていたらキリがないので､ 必要に応じて､ 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】

前期の ｢開目抄概説｣ を受講していることが､ 授業理解の上からも不可欠である｡ 是非とも、前期の ｢開目抄概説｣ を事前に受講

してもらいたい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01080] 観心本尊抄概説

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 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】

『観心本尊抄』の概要について学修する。本授業を受講することにより、『観心本尊抄』の真蹟・写本・述作由来などを理解し説

明することができる、日蓮教学における『観心本尊抄』の重要性が理解できる。

【授業方法】

『観心本尊抄副状』に「当身の大事」と述べられているように、『観心本尊抄』は日蓮聖人遺文のなかでも最も大切な教義書で

ある。日蓮教学史上においても「法開顕の書」として重視されてきた。真蹟・写本・述作由来などの『観心本尊抄』の概要につい

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】

『観心本尊抄』の真蹟・写本第1回

『観心本尊抄』の述作地第2回

『観心本尊抄』の述作年・聖寿第3回

『観心本尊抄』の対告者第4回

『観心本尊抄』の述作由来１ー外的理由ー第5回

『観心本尊抄』の述作由来２ー内的理由ー第6回

『観心本尊抄』の題号第7回

『観心本尊抄』の署名第8回

『観心本尊抄』の構成第9回

『観心本尊抄』の遺文中の位置第10回

『観心本尊抄』の末註第11回

『観心本尊抄』の概要１第12回

『観心本尊抄』の概要２第13回

『観心本尊抄』の概要３第14回

観心本尊抄概説のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日蓮聖人遺文要集』立正大学日蓮教学研究所編(身延山久遠寺)1988年。

参考書：『観心本尊抄・仏典講座38』浅井円道著(大蔵出版)1982年、『本尊抄講讃』茂田井教亨著(山喜房佛書林)1987年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内容の関係から後期の「観心本尊抄講読」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 日蓮学専攻　専門科目 日蓮学系科目

講義名 [01081] 観心本尊抄講読

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 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】

『観心本尊抄』の講読をとおして日蓮聖人の教学について学修する。本授業を受講することにより、『観心本尊抄』の内容を体

系的に理解し説明することができる、『観心本尊抄』の内容に立脚して日蓮聖人の教学を理解することができる。

【授業方法】

日蓮聖人の代表的著作である『観心本尊抄』の講読をとおして、日蓮聖人の本化教学について学修する。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】

摩訶止観結成理境の文第1回

一念三千の名目出処第2回

天台大師の功績と末学の無知第3回

教門と観門の難信難解第4回

草木国土と色心因果第5回

観心の心第6回

十界互具の証文第7回

十界互具の難信第8回

十界互具の事実第9回

講十界互具の現証第10回

凡心具仏の難信第11回

難信難解と覚知の三聖第12回

一念三千の仏種第13回

受持の成仏第14回

観心本尊抄講読のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日蓮聖人遺文要集』立正大学日蓮教学研究所編(身延山久遠寺)1988年。

参考書：『観心本尊抄・仏典講座38』浅井円道著(大蔵出版)1982年、『本尊抄講讃』茂田井教亨著(山喜房佛書林)1987年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業内容の関係から前期の「観心本尊抄概説」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 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01101] サンスクリット語

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 --

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】

中期インドアリアン語に属する標準的なパーニニ文法に基づく名詞､ 代名詞､ 形容詞､ 数詞の変化と音韻の変化などの基礎を習得

して､ サンスクリット語仏典講読のための基礎力を養うことを目的とする｡この講義では、音韻・連声・名詞・形容詞・数詞・代

名詞の文法理解ができることを目標とする。

【授業方法】

テキストの文法解説を行いながら、テキストに掲載されている練習問題を解く｡最初は教員が解答の解説を行うが、途中からは

受講生が板書をして、自らその解を示す。専門言語はたいへん難しい！そのため、毎日欠かさず文法内容を反芻して、体に覚えこ

ませるようにすること。受講後は特にホッとせずに、必ず文法書と練習問題を見直して、不明な箇所を残さないようにすること

。受講前には、文法書の当該ページを必ず読んでおくこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。しかし、理解できなければ時間にとらわれずに理解できる

ようになるまで、繰り返し取り組むこと。

【評価の方法及び基準】

学期末試験60％（筆記試験､サンスクリット文の和訳と文法説明を付す）。授業中の取組40％（練習問題に真剣に取り組み、事前・事

後学習の成果が授業中に現れているか）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

サンスクリット語とは何か 第1回

文字と発音 第2回

音の変化－母音の変化－第3回

音の変化－内・外連声－第4回

名詞・形容詞の変化－母音の活用－第5回

名詞・形容詞の変化－子音の活用（１）－第6回

名詞・形容詞の変化－子音の活用（２）－  第7回

代名詞の変化、比較法と数詞の変化第8回

動詞の変化（総論）第9回

動詞の変化―第一次活用―第10回

動詞の変化―第二次活用―第11回

動詞の変化―アオリスト―第12回

動詞の変化―完了と使役、条件法―第13回

実力診断試験 第14回

試験の解答と解説、全体の総括 第15回

【教科書・参考書】

教科書は『サンスクリット語初等文法』j.ゴンダ著、辻直四郎校閲、鎧淳訳(春秋社） 2,500円｡ 参考書は『サンスクリット文法

』辻直四郎著(岩波全書） 2,300円。 『新・サンスクリットの基礎』上・下、菅沼晃著 (平河出版社） 上は2,900円､ 下は3,800

円など｡ 辞書は､『梵和大辞典』(講談社）24,000円など｡  

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

原典研究を志すものは､ 最初でつまづかないように､ 特に欠席は厳に謹んでもらいたい｡� 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01102] 漢文

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 --

担当者 桑名　貫正 クワナ　カンショウ kuwana kansyo

【授業のねらい及び到達目標】

日本仏教の南都六宗を始め、日蓮宗も含めた十四宗を取り上げて、各宗派ごとに宗名のいわれと、その歴史の概要と典籍を講じて

いく。この十四宗の歴史的内容を理解することにより、おのずと日本仏教の全体が通暁できるであろう。

【授業方法】

講義を中心として行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分：テキストをあらかじめ読んでおくこと。事後学修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】

期末レポート50％、授業への取り組み姿勢50％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

南都（奈良時代）六宗（１）倶舎宗の名称と、その歴史と典籍第1回

南都（奈良時代）六宗（２）成実宗の名称と、その歴史と典籍第2回

南都（奈良時代）六宗（３）律宗の名称と、その歴史と戒律第3回

南都（奈良時代）六宗（４）法相宗の名称と、その歴史と典籍第4回

南都（奈良時代）六宗（５）三論宗の名称と、その歴史と典籍第5回

南都（奈良時代）六宗（６）華厳宗の名称と、その歴史と典籍第6回

平安時代の開宗（１）天台宗の名称と、その歴史と典籍第7回

平安時代の開宗（２）真言宗の名称と、その歴史と典籍第8回

鎌倉時代の開宗（１）浄土宗の名称と、その歴史と典籍第9回

鎌倉時代の開宗（２）浄土真宗の名称と、その歴史と典籍第10回

鎌倉時代の開宗（３）時宗の名称と、その歴史と典籍第11回

鎌倉時代の開宗（４）臨済宗の名称と、その歴史と典籍第12回

鎌倉時代の開宗（５）曹洞宗の名称と、その歴史と典籍第13回

鎌倉時代の開宗（６）日蓮宗の名称と、その歴史と典籍第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは当方で用意して配布する。参考書は関連するものが多くあるので、講義の折りに紹介する。

『八宗綱要；上・下』平川彰著（大蔵出版）1980-1981年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

各宗派の歴史と典籍を学ぶことによって日本仏教全体を深く認識することが可能になるので受講することを勧める。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01131] チベット語

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 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】

そのサンスクリット原典の多くが失われてしまった現在では、チベット語に翻訳された大蔵経は、仏教学研究の上での貴重な資

料となる。本講義は、これらのチベット語資料を自由に扱うことができる迫ﾍを習得することを目的とする。チベット語は、その

文法国｢が日本語に近い言語であり、親しみやすい言葉である。文字に慣れてしまえば、容易に理解できるようになる。

【授業方法】

教科書に従って、チベット語文法の基礎を学ぶ。ただし、ドイツ語のできない学生には、教科書の和訳を用意する。事前学習（

90分）としては、シラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。事後学習（90分）としては、学

習した文字・単語を覚え、講義内容の理解を含め次回に備えること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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】

チベット文字第1回

名詞第2回

指示代名詞第3回

文末不変化辞第4回

具格と動詞第5回

命令文第6回

格不変化辞(1)第7回

格不変化辞(2)第8回

人称代名詞第9回

動詞(1)第10回

動詞(2)第11回

代名詞第12回

動詞のモルフォロジー第13回

例文読解第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：Michael Hahn, Lenbuch der klassischen Schriftsprache. Swisttal-Odendorf1996.

参考書　：山口瑞鳳『[概説]チベット語文語文法』（春秋社,2002年）、『チベット語初頭文法』高橋尚夫・前田亮道（ノンブル社

）2004年、

　　　　　H.A.イェシュケ『蔵英辞典』（臨川書店,1987年）

　　　　　『蔵漢大辞典』（北京,1985年）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

チベット語を身につけることは、チベット語文献を読むためや、チベット旅行を容易にするための手段である。チベット語に興

味があるだけでは、学習が続かないので、明確な目的をもって学んでもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01132] 大乗仏教概論

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 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】

釈尊が開いた仏教の教えは、インドにおいて大乗仏教として大きく展開し、東アジアに伝わった。インドにおける大乗仏教の展

開を理解することにより、東アジアの仏教思想の基盤となったものが明らかになる。

【授業方法】

講義であるから､ 教科書として用いるテキストに従って講義をしていく。それゆえにノートに要点を筆記することに終始するこ

とになるであろう｡ 事前学習（90分）としてテキストをあらかじめ読んできて、問題点を明らかにして仏教辞典などを用いて予

習をしておくこと。事後学習（90分）としては、講義内容を整理して、次回との関連を明らかにしておくこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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】

大乗仏教とは何か第1回

大乗仏教起源論第2回

上座部仏教と大乗仏教第3回

戒律と教団第4回

菩薩思想第5回

般若経第6回

華厳経第7回

法華経第8回

浄土経典第9回

中観思想第10回

瑜伽行唯識思想第11回

如来蔵思想第12回

仏教論理学第13回

密教第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：授業中に紹介する。

参考書：『シリーズ大乗仏教 全10巻』桂紹隆他編（春秋社）2011年、『講座・大乗仏教 全10巻』平川彰他編（春秋社）1981年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

日本に伝わった仏教が、本来はどのような姿だったのかを考えながら、インドの仏教を理解してもらいたい。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01133] 中国天台学

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 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】

本講義では、天台智者大師智顗の生涯について概観し、中国天台教学の特質について理解を深めていく。

【授業方法】

（１）テキストに沿って講義する。（２）SNSを利用した双方向授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修２時間以上：理解できない用語や重要な成語については、あらかじめ辞書や事典などでその意味・概念を可能な限り確認

する。事後学修２時間以上：学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養う。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（30％）、授業への取り組み姿勢（70％）で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

天台法華の哲理第2回

天台思想の歴史第3回

天台思想のはじめ第4回

その後の天台思想第5回

日本での天台思想第6回

天台思想の骨組み第7回

『法華経の構造組織』第8回

天台法華の真理観第9回

天台法華の世界観第10回

天台思想の展開第11回

天台法華の人生観第12回

天台法華の実践論第13回

後世における展開第14回

三国伝来の仏教／まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：授業中に提示する。参考書：『天台四教儀談義：法華経理解を深める天台学へのいざない』三友健容著（大法輪閣）2016年

、『法華玄義を読む：天台思想入門』管野博史著（大蔵出版）2013年、『天台哲学入門』新田雅章著（第三文明社）1977年、『絶

対の真理〈天台〉』田村芳朗・梅原猛［著］（角川書店）1996年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

成績評価には授業中の質疑応答による加点・減点に加え、自作ノートの提出を含む。各自予習・復習には十分な時間を充ててほしい

。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01134] 日本天台学

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 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】

最澄は入唐して円戒禅密の四宗を相承し、比叡山に天台法華宗を開創する。門下の円仁や円珍の入唐求法により天台密教は隆盛

し、円仁の伝えた弥陀念仏が叡山浄土教となって鎌倉期の浄土教に展開する。平安中期にいたると中古天台といわれる観心主義

の教学となって本覚思想を生むにいたり、鎌倉仏教の成立をうながすことになる。このような日本天台宗の展開を踏まえたうえ

で、『八宗綱要』を通して天台教学の理解を深め、延いては日蓮学へと繋げることを目標とする。

【授業方法】

教科書に沿って講義する。「日本仏教の故郷となった比叡山の宗派は天台宗である。そのために日本仏教の教理の淵源も天台宗

にもとづくことになる。天台宗の教えを知らなければ、日本仏教の教えのほんとうの意味は分からないことになる。本書は、

鎌倉時代の大学者、凝然大徳が書いた『八宗綱要』のなかの「天台宗」の一章の講義である。それは、天台宗の歴史と思想の大綱

を初学者が理解するのには恰好の書である。」（教科書より）。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分：理解できない用語や重要な成語については、あらかじめ辞書や事典などでその意味・概念を可能な限り確認する。

事後学習90分：学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養う。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト（30％）、毎回の授業の最後に提出する小レポート（30％）、授業への取り組み姿勢（40％）により総合評価する

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

天台宗の歴史①：天台山国清寺と日本仏教第2回

天台宗の歴史②：天台宗の宗名と経論①第3回

天台宗の歴史③：天台宗の宗名と経論②第4回

天台宗の歴史④：天台宗の成立と展開①第5回

天台宗の歴史⑤：天台宗の成立と展開②第6回

天台宗の教理①：五時八教、化法の四教、三蔵教①第7回

天台宗の教理②：三蔵教②第8回

天台宗の教理③：三蔵教③第9回

天台宗の教理④：通教第10回

天台宗の教理⑤：別教第11回

天台宗の教理⑥：円教、仏身、仏土第12回

天台宗の教理⑦：化儀の四教、五時第13回

天台宗の実践：一心三観と四種三昧第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『天台思想入門：天台宗の歴史と思想』鎌田茂雄著（講談社）1984年。

参考書：『八宗綱要；下』平川彰著（大蔵出版）1981年、

　　　　『八宗綱要：仏教を真によく知るための本』鎌田茂雄全訳注（講談社）1981年。

その他、授業中に適宜資料を配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

成績評価には授業中の質疑応答による加点・減点に加え、自作ノートの提出を含む。各自予習・復習には十分な時間を充ててほしい

。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01135] 中国仏教概論

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 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】

一世紀頃にシルクロードを通って中国に伝わった仏教は、儒教や道教と対立・融合しながら受容され、支謙・竺法護・鳩摩羅什と

いった訳経僧に加え、法顕・玄奘など求法僧の活躍により多くの仏典が漢訳され、その後、三論・天台・三階教・法相・律・華

厳・密教・浄土教・禅など各宗派・学派の形成により、中国仏教という独自の宗教思想が展開されるようになる。本講義は、仏

教の中国における歴史的展開の理解に努めるものである。

【授業方法】

（１）テキストに沿って講義する。（２）SNSを利用した双方向授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後の学修にはそれぞれ２時間以上を充てること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

初期の仏教第2回

羅什及び南北朝の仏教（１）第3回

羅什及び南北朝の仏教（２）第4回

羅什及び南北朝の仏教（３）第5回

隋唐時代（１）第6回

隋唐時代（２）第7回

隋唐時代（３）第8回

隋唐時代（４）第9回

隋唐時代（５）第10回

隋唐時代（６）第11回

宋代以後の仏教（１）第12回

宋代以後の仏教（２）第13回

朝鮮半島（海東）の仏教第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『インド・中国・日本仏教通史［新版］』平川彰著（春秋社）2006年。参考書：『新中国仏教史』鎌田茂雄著（大東出版社

）2001年、『お坊さんも学ぶ仏教学の基礎；2 中国・日本編［改訂版］』大正大学仏教学科編（大正大学出版会）2016年、『

仏教史研究ハンドブック』佛教史学会編（法藏館）2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

成績評価には授業中の質疑応答による加点・減点に加え、自作ノートの提出を含む。各自予習・復習には十分な時間を充ててほしい

。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01136] 日本仏教概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 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】

紀元前５世紀、仏陀によって開かれた仏教は、その後東漸して、西域を伝わって中国から朝鮮半島を経て日本に伝えられた。

これは６世紀のことで、日本における仏教伝来といわれるできごとである。以降、仏教は日本社会に定着していくが、本講義で

は、仏教伝来から明治仏教までを概説する。日本に伝来した仏教がどのように社会に定着し、日本社会に天海していったのか理解

することを到達目標とする。

【授業方法】

テキストの他に随時プリントや参考資料を提供し、授業を進めることにする。ビデオ・DVDといった映像資料や画像資料も活用する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回120分以上の事前・事後学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

小テスト（60％）、平常点（30％）、学力確認テスト（10％）によって評価する。毎回授業中に小テストを行うので出席が重要

。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の概要第1回

古代仏教：仏教伝来第2回

古代仏教：聖徳太子と飛鳥文化第3回

奈良仏教：国分寺と東大寺第4回

奈良仏教：律令制下の仏教第5回

平安仏教：天台真言宗の成立第6回

鎌倉仏教：浄土系の展開第7回

鎌倉仏教：禅系の展開第8回

鎌倉仏教：法華系の展開第9回

室町仏教：禅宗の展開と教団一揆第10回

安土桃山仏教：織豊政権と仏教第11回

江戸仏教：幕藩体制と仏教　　　　　第12回

江戸仏教：庶民仏教の展開第13回

明治仏教：神仏分離と廃仏毀釈第14回

総括、小テスト第15回

【教科書・参考書】

教科書：千葉乗隆・北西弘・高木豊共著『仏教史概説～日本篇』（平楽寺書店）1969年。

参考書：辻善之助『日本仏教史』１０巻（岩波書店）1969年、末木文美士『日本仏教史　ー思想史としてのアプローチ』（新潮社）

1992年、平岡定海他『日本仏教史年表』（雄山閣）1999年、大野達之助編『日本仏教史辞典』（東京堂出版）1979年、図説『日本

仏教の歴史』飛鳥時代・平安時代・鎌倉時代・室町時代・江戸時代・明治時代（佼成出版）1996年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎回小テストを行うので授業に出席すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01137] 東南アジア仏教概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 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】

インドからスリランカを経由して、東南アジア全域に拡がっていった上座仏教について概観し、その後各国の仏教事情を詳述す

る。大乗仏教とは違った発展をしている東南アジアの仏教についての理解を深めることを目的とする。

【授業方法】

講義形式で行う。プロジェクターと配布資料を用いて、解説を加える。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。学習内容は、その都度配布される資料に則り、教員から指示

がある。

【評価の方法及び基準】

学期末試験レポート50％､授業での取組30％、中間レポート1回20%。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方、上座仏教とは何か？第1回

仏教の伝播、インドからスリランカへ第2回

上座仏教の戒律①第3回

上座仏教の戒律②第4回

上座仏教の教義①第5回

上座仏教の教義②第6回

スリランカ仏教史①第7回

スリランカ仏教史②第8回

スリランカの上座仏教（文化と現代の仏教事情）第9回

ミャンマー仏教史①第10回

ミャンマー仏教史②と現代の仏教事情第11回

カンボジア仏教史と現代の仏教事情第12回

タイとラオスの仏教史①第13回

タイとラオスの仏教史②と現代の仏教事情第14回

ベトナム仏教史と現代の仏教事情、まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは特に指定しない。各国仏教の情報についてはその都度紹介する。辞書は、パーリ学仏教文化学会上座仏教事典編集委員

会編「上座仏教事典」（めこん）を利用すること。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

仏教通史、インド仏教史を履修済みであること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01138] チベット仏教概論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 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】

チベットは、インドの大乗仏教が直接に伝わった地域である。それ故に、チベットの仏教を理解することで今は滅びてしまっ

たインドの大乗仏教の様子を知ることができる。また、チベット仏教を理解することで、現在の日本仏教の在り方を再認識する

ことができる。

【授業方法】

教科書に従って、チベット仏教を講義する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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】

チベットの文化第1回

チベットの歴史第2回

インド仏教の受容第3回

カダム派第4回

ニンマ派第5回

カギュ派第6回

シチェ派第7回

サキャ派第8回

チョナン派第9回

ゲルク派第10回

ポン教第11回

中国西域仏教第12回

モンゴル仏教第13回

現代のチベット第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：『チベット仏教思想史』望月海慧（身延山大学）1998年

参考書　：『新アジア仏教史09チベット 須弥山の仏教世界』（佼成出版社）2010年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

チベット仏教は現在も存在する仏教なので、実際にチベットの僧院を訪問し、どのような仏教なのかを体験してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01171] 仏教学Ⅰ（中観）

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 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】

欧米で書かれた仏教学の研究書を読むことで、語学力をスキルアップする。また、欧米の仏教学研究状況を知るだけでなく、

仏教用語の翻訳を通して仏教思想の理解を深める。

【授業方法】

授業では、テキストの英文テキストを講読するだけでなく、欧米の仏教学研究の現状や仏教用語の講義も行う。

【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】

学力確認レポート70％、平常点30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

テキストの紹介第1回

テキスト講読と解説第2回

テキスト講読と解説第3回

テキスト講読と解説第4回

テキスト講読と解説第5回

テキスト講読と解説第6回

テキスト講読と解説第7回

テキスト講読と解説第8回

テキスト講読と解説第9回

テキスト講読と解説第10回

テキスト講読と解説第11回

テキスト講読と解説第12回

テキスト講読と解説第13回

テキスト講読と解説第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：Alaka Chattopadyaya, Atisa and Tibet. （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】

語学力は自分で辞書を引かなければ身につきません。しかし身についた力は、将来必ず役立ちます。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01172] 仏教学Ⅱ（唯識）

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 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】

欧米で書かれた仏教学の研究書を読むことで、語学力をスキルアップする。また、欧米の仏教学研究状況を知るだけでなく、

仏教用語の翻訳を通して仏教思想の理解を深める。

【授業方法】

授業では、テキストの英文テキストを講読するだけでなく、欧米の仏教学研究の現状や仏教用語の講義も行う。

【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】

期末レポート　70％、平常点　30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

テキストの紹介第1回

テキスト講読と解説第2回

テキスト講読と解説第3回

テキスト講読と解説第4回

テキスト講読と解説第5回

テキスト講読と解説第6回

テキスト講読と解説第7回

テキスト講読と解説第8回

テキスト講読と解説第9回

テキスト講読と解説第10回

テキスト講読と解説第11回

テキスト講読と解説第12回

テキスト講読と解説第13回

テキスト講読と解説第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：学生の研究テーマに沿った研究書を選択し、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】

語学力は自分で辞書を引かなければ身につきません。しかし身についた力は、将来必ず役立ちます。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01173] 仏教学特講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】

欧米で書かれた仏教学の研究書を読むことで、語学力をスキルアップする。また、欧米の仏教学研究状況を知るだけでなく、

仏教用語の翻訳を通して仏教思想の理解を深める。

【授業方法】

授業では、テキストの英文テキストを講読するだけでなく、欧米の仏教学研究の現状や仏教用語の講義も行う。

【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】

テキストの紹介第1回

テキスト講読と解説第2回

テキスト講読と解説第3回

テキスト講読と解説第4回

テキスト講読と解説第5回

テキスト講読と解説第6回

テキスト講読と解説第7回

テキスト講読と解説第8回

テキスト講読と解説第9回

テキスト講読と解説第10回

テキスト講読と解説第11回

テキスト講読と解説第12回

テキスト講読と解説第13回

テキスト講読と解説第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：Jacqueline I. Stone, “Realizing This World as the Buddha Land,” S.f. Teiser and J.I. Stone ed.,

Readings of the lotus Sutra, Columbia University Press, 2009. （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】

語学力は自分で辞書を引かなければ身につきません。しかし身についた力は、将来必ず役立ちます。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教学系科目

講義名 [01174] 仏教学特講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】

『大乗起信論』は、インドのアシュヴァゴーシャ（馬鳴）の著作とされているが、その成立問題について長く議論されており

、中国撰述説が有力となっている。本論の講読を通して、東アジアに大きな影響を与えた如来蔵思想の理解を深める。

【授業方法】

授業では、馬鳴の『大乗起信論』の漢文テキストを配布して、それを講読しながら如来蔵想について講義を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも９０分を目途に確保してもらいたい。

【評価の方法及び基準】

学力確認試験70％、授業への取り組み30％で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

テキストの紹介第1回

テキスト講読と解説第2回

テキスト講読と解説第3回

テキスト講読と解説第4回

テキスト講読と解説第5回

テキスト講読と解説第6回

テキスト講読と解説第7回

テキスト講読と解説第8回

テキスト講読と解説第9回

テキスト講読と解説第10回

テキスト講読と解説第11回

テキスト講読と解説第12回

テキスト講読と解説第13回

テキスト講読と解説第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：大乗起心論（大正新修大蔵経 No,1666）

参考文献：宇井伯寿『大乗起信論』岩波文庫

平川彰『大乗起信論』大蔵出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

『大乗起信論』の成立問題は、仏教学研究において近年で最も注目されているテーマである。最新の研究を知ることで、仏教

学の研究方法を身につけてもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01201] 読経Ⅰ

期　間 通年 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者

木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

振屋　裕匡 フルヤ　ユウキョウ furuya yukyo

古谷　晃淳 フルヤ　コウジュン furuya koujyun

【授業のねらい及び到達目標】

現在までの檀林､ 門流の教育が受け継ぎ残された結果､ 法華経の読み方､ 読み癖について､ 多種多様あり､ 教育方法も師子相承に任

され､ 曖昧な点が多い｡ また読経上において､ 本宗の依経である法華経三部所というものが軽視されつつある。このなかにおい

て本講義を受講することにより三部経の転読・読経実践に務めることができる｡

【授業方法】

一々文々で繰り返し (オウム返し) にて､ 読経練習を行なう｡�できれば､ 法華経三部経の内､ 二・三巻は､ 読みたい｡� 講義の都

合上､ 巻数等の前後があるので注意してほしい｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後それぞれ120分以上の学修（練習）を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への参加姿勢50％､ 修得度50％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

一の巻　序品第一第2回

一の巻　序品第一第3回

一の巻　序品第一第4回

一の巻　方便品第二第5回

一の巻　方便品第二第6回

一の巻　方便品第二第7回

二の巻　譬喩品第三第8回

二の巻　譬喩品第三第9回

二の巻　譬喩品第三第10回

二の巻　譬喩品第三第11回

二の巻　信解品第四第12回

二の巻　信解品第四第13回

二の巻　信解品第四第14回

三の巻 薬草喩品第五第15回

三の巻 薬草喩品第五第16回

三の巻 授記品第六第17回

三の巻 授記品第六第18回

三の巻 化城喩品第七第19回

三の巻 化城喩品第七第20回

四の巻 五百弟子受記品第八第21回

四の巻 授学無学人記品第九第22回

四の巻 法師品第十第23回

四の巻 法師品第十第24回

四の巻 見宝塔品第十一第25回

四の巻 見宝塔品第十一第26回

開経（一）第27回

開経（二）第28回

開経（三）第29回

開経（四）第30回



【教科書・参考書】

三部経本

※お経本に直接仮名振りして頂くので、仮名付きではなく仮名無し本で。尚、お経本の種類は問いません。

※お経品をお持ちでない方は、下記お経本の購入を推奨します。

　堀之内妙法寺版・振屋昌光監修 『妙法蓮華経三部経』12,000円＋消費税

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

読経練習の指導上､ お経本を各自､ 毎回持参すること｡�授業ではお経本以外に筆記用具 (特に赤鉛筆or修正可能な赤ペン) を持参下さ

い｡ 僧侶としての最低ラインと認識し､ 今後絶対に必要なことであるので､ 授業以外にも練習を繰り返し行ってほしい｡�必ず講

義前に目を通す、講義後に読み返すを行ってください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01203] 法要実践

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 --

担当者 村上　通明 ムラカミ　ツウミョウ murakami tsumyou

【授業のねらい及び到達目標】

日蓮宗の法要儀式の規範書である『宗定日蓮宗法要式』に示される「法要とは三宝帰依の純一無雑なる信仰が最高度に具現化された

ものでなければならない」との精神を理解した上で、法要儀式の基本を反復修練することによって、将来の本宗教師として依っ

て立つ根幹を伝えたい。

【授業方法】

『宗定日蓮宗法要式』の内容に従って宗定の法式の理念を学ぶ。その理念に基づいて、大学の実習室及び身延山の堂宇を使用して、

宗定声明七曲の誦唱法と所作等の習礼を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、内容の理解を深めること。事後学習120分：受講後は内

容の習得が得られるよう反復すること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト20％、授業への取り組み姿勢80％で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

｢宗定日蓮宗法要式｣ の歴史と理念について ・二大得意 ・音調と発声法第1回

｢宗定日蓮宗法要式｣ の内容について ・七方便 ・音調と発声法・諸種要文第2回

｢宗定日蓮宗法要式｣ の内容について ・七方便 ・音調と発声法・諸種要文第3回

｢宗定日蓮宗法要式｣ の内容について ・七方便 ・音調と発声法・諸種要文第4回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第三編の宗定声明七曲の誦唱法と所作の習礼（道場偈・三宝礼） ・発声法第5回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第三編の宗定声明七曲の誦唱法と所作の習礼（切散華・呪讚）・発声法第6回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第三編の宗定声明七曲の誦唱法と所作の習礼（対揚）・発声法第7回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第三編の宗定声明七曲の誦唱法と所作の習礼 （三帰・奉送）・発声法第8回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第二編中の行軌作法の解説とその実践（十正修）第9回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第二編中の行軌作法の解説とその実践（十正修）第10回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第二編中の行軌作法の解説とその実践（君拾補遺）第11回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第二編中の行軌作法の解説とその実践（君拾補遺）第12回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第一編中の基本的法要次第による習礼 ・勧請文・回向文第13回

｢宗定日蓮宗法要式｣ 第一編中の基本的法要次第による習礼 ・朝昏礼誦式第14回

法要実習・まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『宗定日蓮宗法要式』4,750円、担当教員作成のプリント

参考書：宮崎英修編著 ｢新編日蓮宗信行要典｣ 平楽寺書店2,700円､�　　　　　CD日蓮宗声明2,100円､ 優陀那院日輝和上著 ｢充

洽園禮誦儀記｣､ ｢日蓮宗事典｣､

　　　　　｢妙行日課｣ 平楽寺書店2,900円､ 原文対訳 ｢立正安国論｣ 大東出版社1,890円

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、内容の理解を深めること。受講後は内容の習得が得られるよう反復す

ること。授業中に指示した各関連書籍を読み、復習しつつ受講することが望ましい。そのため、受講にあたり、あらかじめ指示した参

考書は必ず読んでおくこと。さらに受講後は「まとめノート」の作成が必須である。授業中に配布した資料は、クリアファイル等

に保存し、毎回授業に持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01271] 寺院運営

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 丸茂　龍正 マルモ　リュウショウ marumo ryusho

【授業のねらい及び到達目標】

僧侶として学ばなければならないことは多々あるが、日蓮宗の教師、寺院教会の住職・担任を志す者は、宗門の一員として、社会の

一員として学ばなければならない事柄はさらに多岐にわたります。本授業を受講することによって、僧侶や寺院をはじめ宗教界全

体をとりまく現状を認識し、僧侶・宗教者としての視野を広げ、寺院運営或いは儀式等の課題と将来の具体的な目標を持つことがで

きるようになります。

【授業方法】

様々な資料を使用し、宗教を取り巻く現状を認識し、総説的ガイダンスとともに、専門分野の先生を招き、効果的に授業を行い、理

解を深めます。期末のレポートは、授業内容を踏まえた課題となりますので、よく集中して臨んでください。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。特に、事後の復習を行い、多岐にわたる授業内容をよく整

理しておく必要があります。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（40％）、学力確認テスト（60％）で、総合的に判断します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

宗教をとりまく環境（その１）第2回

宗教をとりまく環境（その２）第3回

宗教法人法と日蓮宗宗制概要（その１）第4回

宗教法人法と日蓮宗宗制概要（その２）第5回

宗教法人の税制と経理第6回

人権教育第7回

日蓮宗の現状と課題（その１）第8回

日蓮宗の現状と課題（その２）第9回

日蓮宗の教育制度（その１）第10回

日蓮宗の教育制度（その２）第11回

寺院運営の現状と課題（その１）第12回

寺院運営の現状と課題（その２）第13回

寺院運営のリスクマネジメント第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

参考文献：日蓮宗宗制、日蓮宗宗報、日蓮宗新聞

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

専門分野の先生による貴重な内容も含まれます。特に日蓮宗の僧侶を志す学生は受講することを強く勧めます。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01272] 仏教音楽Ⅰ

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 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏献する音楽として　ほぼ形を変える

ことなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽などの影響を受けつつ　身延山久遠寺に

おいても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽についての基礎的な知識を学び　雅楽の初段

階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽声歌に代表される聲明雅楽合奏曲な

どを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

雅楽概論（講義）第1回

聲明概論（講義）第2回

雅楽史（講義）第3回

「法華懺法」・「十種供養」（講義・実技）第4回

雅楽聲明音律論（講義）第5回

篳篥１（実技）第6回

鳳笙１（実技）第7回

打楽器・絃楽器１（実技）第8回

雅楽装束１（実技）第9回

龍笛１（実技）第10回

嘉辰（実技）第11回

雅楽演奏会の準備方法（実技）第12回

雅楽聲明合奏「萬歳楽・池の涼し」・「三十二相散吟打毬楽」（V視聴）第13回

管絃公演「抜頭」・「越殿楽」（V試聴）第14回

池上流「本咒讃」第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01273] 仏教音楽Ⅱ

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 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

仏教音楽Ⅰに引き続き開講される。日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏

献する音楽として　ほぼ形を変えることなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽

などの影響を受けつつ　身延山久遠寺においても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽につい

ての基礎的な知識を学び　雅楽の初段階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽

声歌に代表される聲明雅楽合奏曲などを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。※

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

池上流「回向伽陀」（実技）第1回

身延流「回向伽陀」（実技）第2回

光山流「初伽陀」（実技）第3回

池上流「初伽陀」（実技）第4回

講式聲明・論義聲明（講義）　身延流「法華讃歎」（実技）第5回

篳篥２（実技）第6回

鳳笙２（実技）第7回

打楽器・絃楽器２（実技）第8回

雅楽装束２（実技）第9回

龍笛２（実技）第10回

新たな法要音楽への試み第11回

公開授業「仏教音楽」（実技）第12回

雅楽聲明合奏「極楽声歌・老君子」（実技）第13回

舞楽公演「抜頭」・「陵王」・「萬歳楽」（V試聴）第14回

レポート作成第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01274] 布教実践Ⅰ

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

望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

松本　慈恵 マツモト　ジケイ matsumoto jikei

松本　学尭 マツモト　ガクギョウ matsumoto gakugyou

【授業のねらい及び到達目標】

3人の教員が担当し、言説布教6回、修法布教6回、海外布教3回の授業を行います。授業で行った日蓮宗の布教方法について理解

することを目標とします。

【授業方法】

3人の教員がそれぞれ最初の授業に具体的な授業内容を示します。最後に3先生の講義内容をレポートし、提出してもらいます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート点（50％）、提出物（30％）、授業姿勢・態度（20％）　

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

布教方法　修法布教その1第1回

布教方法　修法布教その2第2回

布教方法　修法布教その3第3回

布教方法　言説布教その1第4回

布教方法　修法布教その4

布教方法　修法布教その4

第5回

布教方法　修法布教その5第6回

布教方法　修法布教まとめ第7回

布教方法　海外布教その1第8回

布教方法　言説布教その2第9回

布教方法　海外布教その2第10回

布教方法　海外布教その3第11回

布教方法　言説布教その3第12回

布教方法　言説布教その4第13回

布教方法　言説布教その5第14回

布教方法　言説布教まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書、参考書はそれぞれの教員が最初の授業の折に示します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

担当教員の都合により、授業が入れ替わる場合がありますが、その際はわかった時点で受講生に連絡します。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 仏教実践系科目

講義名 [01275] 布教実践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

望月　真澄 モチヅキ　シンチョウ mochizuki shincho

飯室　智光 イイムロ　チコウ iimuro chikou

石川　浩徳 イシカワ　コウトク ishikawa koutoku

【授業のねらい及び到達目標】

3人の教員により授業を行う。授業回数は、曼荼羅本尊書写8回、書写行5回、唱題行2回とする。

曼荼羅本尊を書写し、書写行や唱題行の方法論等を学び、それぞれひとりで実践できるようにする。

【授業方法】

それぞれの教員に授業内容は任せてあるので、各担当教員の最初の授業で内容を示すことにする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（50％）、提出物（30％）、授業態度・姿勢（20％）で評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

曼荼羅本尊の書写　その1第1回

曼荼羅本尊の書写　その2第2回

曼荼羅本尊の書写　その3第3回

曼荼羅本尊の書写　その4第4回

書写行　その1第5回

書写行　その2第6回

書写行　その3第7回

書写行　その4第8回

書写行　その5第9回

曼荼羅本尊の書写　その5第10回

曼荼羅本尊の書写　その6第11回

唱題行　その1第12回

唱題行　その2　まとめ第13回

曼荼羅本尊の書写　その7第14回

曼荼羅本尊の書写　まとめ第15回

【教科書・参考書】

各担当教員の講義の折に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

祈りの原点を密教基礎を学ぶことによって理解する。多岐に渡っているためにテキストがないので、しっかりノートを取ること

。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01731] インターンシップⅠ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- 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】

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10日間の

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）】

事前学習として、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。事後学習として、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 日蓮学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01734] インターンシップⅡ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習（全期）

対象学年 -- 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】

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10日間の

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）】

事前学習として、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。事後学習として、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 日蓮学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01737] インターンシップⅢ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習（全期）

対象学年 -- 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】

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10日間の

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）】

事前学習として、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。事後学習として、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。

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 日蓮学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01740] インターンシップⅣ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習（全期）

対象学年 -- 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】

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10日間の

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）】

事前学習として、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。事後学習として、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。

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 日蓮学専攻　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 日蓮学専攻　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

企業研究とマッチんグ第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 日蓮学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [00000] ゼミナールⅠ（岡田文弘）

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 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】

この授業では日本仏教の文献を講読し、日本仏教に関する理解を深めるとともに、研究を行う上での文献の基本的な扱い方・調

べ方などを身につけることをねらい・目標とします。テキストは、日蓮聖人の遺文中で日本仏教史に関連する箇所、凝然『八宗

綱要』を取り上げる予定です（聴講生の希望・興味も適宜反映する）。

【授業方法】

毎回、一人の発表担当者を決め、レジメ（訓読・和訳・語釈を掲載したもの）作成・解説を行なってもらい、教員は補足説明を

行ないます。レジメの作成法や語句の調べ方に関しての説明、そして発表者の割り当て等は第1回・第2回の授業で行ないますの

で、受講希望者は必ず出席してください。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。特に事前の学習では、文献を十分に読解し分からない単語

を調べておく等、しっかりと準備をしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への参加姿勢30%、発表70%で評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス（１）：日本仏教の概説等第1回

ガイダンス（２）：参考資料の指示、発表分担割り当て等第2回

発表第3回

発表第4回

発表第5回

発表第6回

発表第7回

発表第8回

発表第9回

発表第10回

発表第11回

発表第12回

発表第13回

発表第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

平川彰『仏典講座　八宗綱要』（大蔵出版、2004）

末木文美士『日本仏教史―思想史としてのアプローチ』 （新潮文庫、1996）

蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社、2015）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01881] ゼミナールⅠ（木村中一）

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 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】

本ゼミナールは日本における仏教の歴史を中心に、演習を主として研究文献及び史料の講読を行う。本ゼミ受講によって、主として

は日蓮聖人、また日蓮教団史を主なテーマとするが他教団側の日蓮教団に対する史料もあわせての研究方法を理解することが出来

る。

【授業方法】

史料などに対する疑問などを受講生全員で「共有し考える」ことを目的とする。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）】

事前に出題させる課題についての学修（120分以上）。受講後の理解の深めと応用方法学修（120分以上）。

随時指示された史料などを使用しノートの整理を行い、講義内容の理解を深めてもらいたい。 

【評価の方法及び基準】

レポート30％・発表30％・授業への参加姿勢40％。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

研究方法（その１）第1回

同上（その２）第2回

参考文献の使用法と検索法第3回

同上（その２）第4回

同上（その３）第5回

研究文献及び史料の講読第6回

同上（その２）第7回

同上（その３）第8回

同上（その４）第9回

同上（その５）第10回

テーマの設定第11回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第12回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第13回

研究文献及び史料について（発表）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

研究文献及び史料について、受講生が自ら選択したテーマ・史料について発表してもらうので問題意識をもって受講してもらいたい

。ゼミナールⅡとの連続授業である。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01882] ゼミナールⅠ（金炳坤）

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 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】

受講生各々に合わせた指導を行い、卒業論文につなげていく。

【授業方法】

原典と資料を読みながら、資料整理と文章作成を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ担当教員の指示により、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】

学期末レポート（60％）、授業への取り組み姿勢（40％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

妙法蓮華経序品第一第2回

妙法蓮華経方便品第二：諸法実相、二乗作仏第3回

妙法蓮華経譬喩品第三第4回

妙法蓮華経信解品第四第5回

妙法蓮華経薬草喩品第五第6回

妙法蓮華経授記品第六第7回

妙法蓮華経化城喩品第七第8回

妙法蓮華経五百弟子受記品第八第9回

妙法蓮華経授学無学人記品第九第10回

妙法蓮華経法師品第十：五種法師、弘経の三軌第11回

妙法蓮華経見宝塔品第十一第12回

妙法蓮華経提婆達多品第十二：悪人成仏と女人成仏（普遍思想）第13回

妙法蓮華経勧持品第十三第14回

妙法蓮華経安楽行品第十四／まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『法華経』坂本幸男・岩本裕訳注（岩波書店）1976年。

参考書：『現代語訳妙法蓮華経』藤井教公訳（アルヒーフ）2010年。

その他、授業中に適宜資料を配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養うこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01981] ゼミナールⅡ（木村中一）

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 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】

本ゼミナールは日本における仏教の歴史を中心に、演習を主として研究文献及び史料の講読を行う。本ゼミ受講によって、主として

は日蓮聖人、また日蓮教団史を主なテーマとするが他教団側の日蓮教団に対する史料もあわせての研究方法を理解することが出来

る。 

【授業方法】

史料などに対する疑問などを受講生全員で「共有し考える」ことを目的とする。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）】

事前に出題させる課題についての学修（120分以上）。受講後の理解の深めと応用方法学修（120分以上）。

随時指示された史料などを使用しノートの整理を行い、講義内容の理解を深めてもらいたい。 

【評価の方法及び基準】

レポート30％・発表30％・授業への積極的参加姿勢40％。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

研究方法（その１）第1回

同上（その２）第2回

参考文献の使用法と検索法第3回

研究文献及び史料の講読第4回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第5回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第6回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第7回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第8回

研究文献及び史料について（受講生発表）第9回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第10回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第11回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第12回

研究文献及び史料について（受講生発表用意）第13回

研究文献及び史料について（受講生発表）第14回

まとめ　卒業論文執筆に向けて第15回

【教科書・参考書】

※随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※研究文献及び史料について、受講生が自ら選択したテーマ・史料について発表を行うので問題意識をもって受講してもらいたい。

ゼミナールⅠとの連続授業である。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 日蓮学専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01982] ゼミナールⅡ（金炳坤）

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 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】

受講生各々に合わせた指導を行い、卒業論文につなげていく。

【授業方法】

原典と資料を読みながら、資料整理と文章作成を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ担当教員の指示により、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】

学期末レポート（60％）、授業への取り組み姿勢（40％）により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

妙法蓮華経従地湧出品第十五第2回

妙法蓮華経如来寿量品第十六：久遠実成、仏身常住第3回

妙法蓮華経分別功徳品第十七第4回

妙法蓮華経随喜功徳品第十八第5回

妙法蓮華経法師功徳品第十九第6回

妙法蓮華経常不軽菩薩品第二十：但行礼拝第7回

妙法蓮華経如来神力品第二十一：結要付嘱第8回

妙法蓮華経嘱累品第二十二第9回

妙法蓮華経薬王菩薩本事品第二十三：焼身供養第10回

妙法蓮華経妙音菩薩品第二十四第11回

妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五第12回

妙法蓮華経陀羅尼品第二十六：五番善神第13回

妙法蓮華経妙荘厳王本事品第二十七第14回

妙法蓮華経普賢菩薩勧発品第二十八：再演法華・四法成就／まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『法華経』坂本幸男・岩本裕訳注（岩波書店）1976年。

参考書：『現代語訳妙法蓮華経』藤井教公訳（アルヒーフ）2010年。

その他、授業中に適宜資料を配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学びの場である大学を存分に活用し、知識を増やし、感性を磨き、智慧を養うこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01301] 仏教美術史

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 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

本講義は日本の仏教美術、特に一般的に言われている日本史との相違について探求する｡ 本講義を受講することにより飛鳥から

安土・桃山時代までを時代順に追って､ 各時代を代表する寺院等の美術を中心に比較検討することができるようになる｡ 

【授業方法】

時代順に沿って､ スライド・写真・ビデオ等を用い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】

学力確認試験50％､ 授業への取り組み姿勢25％､ 事前学修・事後学修25％

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

に努めること。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏像の誕生、ガンダーラ・マトゥーラ第1回

仏教美術の東進、シルクロードの石窟第2回

中国の石窟寺院、北魏様式等第3回

法隆寺の建立と法隆寺再建論・非再建論第4回

法隆寺・薬師寺、飛鳥・白鳳美術第5回

興福寺から東大寺へ、天皇家・藤原氏と壬申の乱から長屋王の変第6回

東大寺法華堂と天平美術第7回

東大寺大仏建立第8回

東寺と密教美術第9回

貞観・弘仁彫刻第10回

平等院と藤原美術、定朝様式の完成第11回

京都仏師と慶派の興亡第12回

東大寺南大門と運慶・快慶第13回

三十三間堂と鎌倉美術第14回

まとめと確認第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本の美術』（至文堂）/『日本の国宝』（朝日新聞社）/『原色日本の美術』（小学館）

参考書：進捗状況を鑑み、随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

特になし。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01302] 仏教と文学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３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】

本講義はインドから始まって､ 中国､ 韓国､ 日本へと伝わって来た仏教や､ キリスト教・イスラムなどの宗教の波はどのように

文学に影響を与えてきたのかを探求します。本講義を受講することにより、それぞれの宗教文学作品から短めな例を用いて諸宗

教文学と仏教文学を比較検討することができます｡

【授業方法】

プリントを読んで､ 多少の歴史を学んで､ 話し合います｡西遊記とDaVinci Codeの回はビデオとDVDを用います。 中間発表で日

本以外の国の文学について自習的に研究して発表し、総合発表では､日本の文学について調べて発表してもらいます｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

中間発表25％､ 総合発表25％､授業への取り組み30％､ 学力確認試験20％｡�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】

どんぐりと山猫　〈日本〉第1回

西遊記　〈中国）第2回

杜子春　〈中国版vs日本版）第3回

中国の仏教文学に大きな影響を与えた道教 (老子・荘子･天問)〈中国）第4回

韓国の昔話〈日本と比較しましょう）第5回

三国史記〈韓国）第6回

春香伝　〈韓国〉第7回

中間発表第8回

千夜一夜〈アラビア）第9回

日本文学第10回

往生要集vs.Danteの神話の天国と地獄第11回

ベトナムとラオスの昔話〈日本と比較しましょう）第12回

DaVinci　Code第13回

古事記と日本書紀第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：プリントを用意いたします｡�参考書：受講生の興味に応じ、適宜指示します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

知らない国のほんの少しの知識を身につけることで､ シルクロードを渡って来た仏教､ そしてイスラム・キリスト教など他の宗

教がどのように人々の考えを変えたかについて事前に学習し、もっと知りたいと興味を持って復習してほしい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01303] 古典文学を読む

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 --

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

るようになります。

【授業方法】

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

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

あわせてみんなで考えます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　前回までの作品の重要なデータをノートにまとめる。

事後学修120分　授業で学習した作品を読み返して、発表の準備をする。

【評価の方法及び基準】

中間発表30％､ 学力確認試験40％､ 授業に対する取り組み30％。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

俳句、川柳第1回

枕草子第2回

方丈記第3回

徒然草第4回

御伽草子第5回

万葉集第6回

中間発表第7回

源氏物語（1）歴史的背景と「桐壺」第8回

源氏物語（2）身代わりとしての紫第9回

源氏物語（3）罪と仏教：柏木、藤壺、六条御息所第10回

百人一首第11回

百人一首大会第12回

源氏物語（4）浮船の様々な選択を考えて第13回

往生要集、後期の復習第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：プリントを配ります。

参考書：本講義受講中、学生自らの興味より選択します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01331] 仏像の基礎知識

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 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏像を鑑賞する場合､ それぞれ色々な方法があると思う｡ ここでは仏像の種類・時代などの方面から仏像の基礎知識を身につけ､ 

仏像に触れあうことができるようにしたい｡

【授業方法】

仏像は､ 如来・菩薩・明王などと様々な種類に分けられる｡ それぞれの姿・技義・制作年代をスライド・図を中心に解説し､ でき

れば実物を鑑賞したい｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも９０分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

学期末試験50％､ 授業態度25％､ 事前学習（予習）・事後学習（復習）25％

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

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方 仏像の種類について第1回

釈迦如来第2回

薬師如来第3回

阿弥陀如来第4回

大日如来・如来両脇侍第5回

聖観音菩薩・十一面観音・千手観音第6回

文殊菩薩・普賢菩薩第7回

如意輪観音・馬頭観音第8回

地蔵菩薩・虚空蔵菩薩第9回

不動明王・愛染明王第10回

梵天・帝釈天第11回

四天王第12回

金剛力士第13回

肖像彫刻・羅漢第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

図像辞典 『日本の美術』至文堂／光森 正士・岡田 健著 『仏像彫刻の基礎知識』至文堂

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業に合わせ身延山内の仏像見学を予定している。その折りには大勢の参加を望む｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01332] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅰ

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 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

日本人にとって仏像に対する想いには特別なものがあり、様々な鑑賞方法がある。 この授業では実際に仏像を制作する立場から

授業を進め、仏像に対する理解を深めたい。

【授業方法】

工房作成のテキスト・石膏原型（仏頭）を用いて如来仏頭の摸刻を行い､その工程を通して授業を進めたい。また作品としの仏

頭完成をめざしたい。 

【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】

作品50％､ 授業態度25％､ 事前学習・事後学習25％

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

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

原型石膏取り 如来仏頭第1回

道具作り ノミ研ぎ・木製定規 (寸) 作成・竹製コンパス作成・木槌作成第2回

木取り 墨出し・型紙作成・コビキ第3回

粗彫り１第4回

粗彫り２第5回

粗彫り３第6回

こなし１第7回

こなし２第8回

こなし３ 第9回

小作り１第10回

小作り２第11回

小作り３第12回

仕上げ彫り１第13回

仕上げ彫り２第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

工房作成のテキスト・石膏像 (仏頭)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数４人（先着順）｡ 実際に仏頭を完成させたいので、作業が遅れた学生は授業外に事前学習・事後学習として彫ってもらう

｡ ノミ等道具類については工房所有の道具類を使用する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01333] 仏教彫刻の鑑賞と実践Ⅱ

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 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

日本人にとって､仏像に対する想いには特別なものがあり、様々な鑑賞方法がある。この授業では実際に仏像を制作する場から授

業を進め、仏像に対する理解を深めたい。

【授業方法】

伝統的方法にのった仏像彫刻の実践を中心に授業を進めて行きたいと思う｡ 工房作成のテキスト・ 石膏原型（仏手等）を用いての

摸刻を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

作品50％､ 授業態度25％､ 事前学習・事後学習25％

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

に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

粗彫り１第1回

粗彫り２第2回

粗彫り３第3回

粗彫り４第4回

こなし１第5回

こなし２第6回

こなし３第7回

こなし４第8回

小作り１第9回

小作り２第10回

小作り３第11回

仕上げ１第12回

仕上げ２第13回

仕上げ３第14回

まとめと批評第15回

【教科書・参考書】

工房作成テキスト・石膏原型 (仏手)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数４人（先着順）｡ 実際に仏手を完成させたいので、作業が遅れた学生は授業外に事前学習・事後学習として彫ってもらう｡ 

ノミ等道具類については工房所有の道具類を使用する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01334] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

実践的に仏像修復を経験することにより、仏像を身近に感じてもらいたい。僧職を志す学生には、仏像等を修復に出す場合の知識

を身につけてほしい。

【授業方法】

講義と実習作業で授業を進めて行くが、作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習として、工房でシラバスの行程に

則り作業をしてもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

平常点50%、授業態度25%、作品25%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業内容の説明。第1回

修復実例の紹介１善国寺日蓮聖人像第2回

修復実例の紹介２光雲寺阿弥陀三尊第3回

修復実例の紹介３京都頂妙寺日祝上人像第4回

修復実例の紹介４その他第5回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）型紙・木取り第6回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）荒彫り第7回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）小作り第8回

仏像連弁の作成（漆木地の作成）仕上げ第9回

仏像連弁の作成　胡粉下地第10回

仏像連弁の作成　漆下地第11回

仏像連弁の作成　漆研ぎだし第12回

仏像連弁の作成　金箔貼り第13回

仏像連弁の作成　古色第14回

批評・採点第15回

【教科書・参考書】

日本の美術（至文堂）日本彫刻史基礎資料集成（中央公論美術出版）身延山大学仏像修復報告書　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習作業を行う為人数に制限がある（先着４人まで）。道具類については工房の道具を使用させるので、手入れ及び整理整頓には

特に注意をするように
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01335] 仏像修復の鑑賞と実践Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏像修復作業を行う上で漆・金箔作業は重要である。この授業ではこれらの実習（文字に金箔を貼る）を経験することにより修復

技術を身近に感じてもらいたい。僧職を志す学生にはこの機会に仏像等を修復に出す場合の知識を身につけてほしい。

【授業方法】

講義と実習作業で授業を進めて行くが、作業においては個人差もある為、遅れた学生は事後学習として、工房でシラバスの行程に

則り作業をしてもらう。

日本の修復技術の経験に加えて、身延山大学が海外で行っている修復活動（木彫・ブロンズ等）も参考にしてもらう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

平常点25%、授業態度25%、作品50%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業内容の説明第1回

修復実例の紹介１  ラオスWビスン　ハムニャ第2回

修復実例の紹介2   ラオスWビスン　サマナーン第3回

修復実例の紹介3   ラオスWビスン　ブロンズ第4回

修復実例の紹介4第5回

レンのの作成　材料（板）のカンナかけ第6回

原文の作成及びカーボン写し第7回

文字の彫り１第8回

文字の彫り２第9回

材料（板）の着色第10回

文字漆塗り第11回

金箔貼り１第12回

金箔貼り２第13回

金箔貼り３第14回

批評・採点第15回

【教科書・参考書】

日本の美術 （至文堂）　日本の古典装飾(青幻社）

道具及び金箔については工房の物を使用

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

その他必要と思われる事項：受講前に前回の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ない、講義内容の

理解を深め次回に備えること。図書館で参考文献を読んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01336] 書道実践

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実技

対象学年 -- ２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】

書道史を学びながら、書道の世界を認識し、書のもつ美の芸術域を理解すると共に実技指導を行う。楷書や写経又は仮名の実習を通

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）】

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】

授業への取り組み姿勢50％及び提出作品50％で評価する｡�書道実践は年度により授業内容が変わります（楷書、写経又は仮名作品評

価）

【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　　又は　写経・仮名実習（第3回～第15回）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)　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3回～

第15回
第6回

楷書作品の制作 (条幅)　または年度により巻子制作第7回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第8回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第9回

楷書作品の制作（条幅）　または巻子制作第10回

楷書作品の作品（条幅）　または巻子制作第11回

楷書作品の完成　　　　　または巻子完成第12回

生活と書生活の中の書いろいろ（リハビリの書）第13回

生活と書 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

【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｡

- 154 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01337] 仏教文化史

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 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

仏教発祥の地であるインドから伝播した各地域で、それぞれの地域文化と融合しながら、独特の発展を遂げた仏教文化を歴史変

遷を辿りながら概観し、仏教文化の史的知識を形成することを目的とする。本講義による到達目標は、各国に伝播した仏教の影

響を受けた文化の変遷を理解し、その特徴を把握できることである。  

【授業方法】

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。受講生は、積極的に情報を収

集して、資料作成に励んでもらいたい。講義の前には、あらかじめ指定された歴史や地域の特徴を調べておくこと。講義後には、

地域、年代の特徴とそこに形成された仏教文化の特徴を理解するように努めること。講義前の予習と受講後の復讐にはそれぞれ

1時間以上の学習時間が必要である。  

【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テキストページで指定する。また、必要に応じて資料や事例をフ

ァイルキャビネット（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約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】

期末レポート40％(課題を最終講義日2週間前に提示する)､ 中間レポート3回×10％=30％(講義の節目となる箇所でまとめるもの

を指示する)､ 授業態度評価(講義中に調べ学習によって発表をしてもらう。最低2回×10％=20％＋10％(発表者に対する質問や意見

など、積極的な授業参加を評価)=30％の計100％によって評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏教文化史の研究方法第1回

仏教文化の地域区分と年代区分　総論 第2回

インドー仏教文学の発祥 第3回

 〃　ー仏教美術の発生―ガンダーラ様式とマトゥラー様式第4回

グプタ様式とポストグプタ期～サールナート派へ 第5回

シルクロードと仏教文化の伝播第6回

中国の仏教芸術ー六朝時代と石窟寺院第7回

中国の仏教芸術ー隋・唐代 第8回

中国の仏教芸術ー宋代以降第9回

朝鮮半島の仏教美術第10回

日本ー黎明期の仏教美術・飛鳥～平安 第11回

日本ー鎌倉以降 第12回

スリランカの仏教美術第13回

東南アジアージャワ・スマトラ・クメール の仏教美術第14回

東南アジアーミャンマー・タイ・ベトナム・ラオス の仏教美術第15回

【教科書・参考書】

テキスト：特に指定しない｡�辞典：金岡秀友・柳川啓一共編 『仏教文化事典』(佼成出版)他、その国や時代により、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】

仏教学科文化コースの学生は、必修科目、専門基礎科目であるため､２年次で受講することがのぞましい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01338] 日本文化史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- 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】

この授業は日本文化とその歴史について、主に仏教からの影響を中心として勉強していきます。日本文化は仏教を始め様々な外来

文化を受容する一方、それを独自に改変・展開することで多彩な広がりを見せています。本講義では文学・美術などの芸術作品

や、年中行事などの風習・慣習などを糸口とし、古代から近現代に至るまでの日本文化について理解を深め基本的な知識を習得す

ることを、受講生の到達目標とします。

【授業方法】

教員作成のレジュメを始めとした配布資料を中心に講義を進めます。また毎回リアクション・ペーパーを配布し、授業の最後に時

間を設けて質問・意見等を記入していただきます。その質問等については、翌週の授業の冒頭でフィードバック（回答や補足説明

など）を行ないます。

【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、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参考

文献などを読んでおくこと。事後の学習では、リアクション・ペーパーへのフィードバックも踏まえて、学習した内容を自分な

りに整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および、最終回に実施する試験（50%）により、総合的

に評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

聖徳太子と日本第2回

仏教文学（１）：古典第3回

仏教美術第4回

神仏習合の文化（１）：その諸様相第5回

神仏習合の文化（２）：日蓮聖人と神祇第6回

唱える仏教（１）：その創出第7回

唱える仏教（２）：その展開第8回

お盆の諸相第9回

葬式の諸相第10回

食文化と仏教第11回

日本文化創出の試み第12回

仏教文学（２）：近代第13回

近代知識人の日本文化論（坂口安吾、南方熊楠らを中心に）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。

参考書：

蓑輪顕量編『事典　日本の仏教』（吉川弘文館、2014）

蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社、2015）

末木文美士『日本宗教史』（岩波新書、2006）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。またなるべく双方向の授業とするため、リアクション・ペー

パーの記入に注力すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01339] 世界遺産研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

身延山大学が行っている､ 世界遺産ラオス・ルアンプラバンの仏像修復プロジェクトを通してインド・インドシナの世界遺産に指

定されている遺跡の学習を行う｡ 

【授業方法】

基本的にはラオス・ルアンプラバンの仏像修復プロジェクトに参加して､ 実際に修復や調査を行う｡プロジェクトの実施がない場合

に講義 (スライド・ビデオ等使用) のみで進めて行きたい｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前事後の学習として、120分程度を要する。各自問題意識をもって各講義を受講してもらいたい。

【評価の方法及び基準】

作業報告書あるいは試験50％ 受業への取り組み姿勢25％ 　事前学習（企画書あるいは予習）・事後学習（日報あるいは復習）25％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方､ 世界遺産の概略第1回

ラオス・ルアンプラバン､ ランサーン王朝の歴史第2回

ラオス・ルアンプラバンの建築及び町並み第3回

ラオス・ルアンプラバン及びビエンチャンの仏像第4回

ラオス・ルアンプラバン仏像の修復過程第5回

インド・アジャンタ第6回

インド・エローラ第7回

スリランカ・アヌラーダプラ他第8回

タイ・スコータイ遺跡第9回

タイ・アユタヤ遺跡第10回

ミヤンマー・バガン第11回

カンボジア・バイヨン (仏教寺院)第12回

カンボジア・アンコールワット (ヒンドゥー教寺院)第13回

インドネシア・ボロブドゥール (大乗仏教寺院)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

ラオス・ルアンプラバン仏像修復プロジェクト日報及び報告書 (身延山大学東洋文化研究所所報)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】

世界遺産仏像修復プロジェクトは選抜制で厳しい審査が在る為､ だれでも参加できるわけではない｡ したがってプロジェクト参加

が基本なので､ 受講に際しては必ず担当教員の所まで受講の有無を確認に来ること｡�
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01340] 仏教考古学

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長澤　宏昌 ナガサワ　コウショウ nagasawa kosyo

【授業のねらい及び到達目標】

仏教考古学とは、遺跡からの出土品と寺院その他の伝世品を通して、仏教の成り立ちや変遷を調査研究する考古学の分野である

。本来、仏教考古学の目的はこれらの遺物にどのような種類や存在意義があるのかを学ぶことであるが、この講義では、考古学

の成果に基づき仏教受容に重要なかかわりがある「伝来以前の日本列島の埋葬や信仰形態」を理解することに主眼を置き、現代社

会で仏教意識が希薄になっている状況との対比を行う。それにより、僧侶を目指す学生に、これから僧侶として何をなすべきか

を認識してもらうためである。

【授業方法】

講義により、埋葬や信仰の歴史及び遺跡出土仏教関係遺物・遺構の概説を行う。日本においては、古墳時代前期以前は基本的に

は仏教とは無縁であるが、旧石器時代以降、頑なな埋葬や信仰への思いを学ぶことによって、現代社会で急激におろそかにされつ

つある祖先や家族・一族の繋がりを再確認する。

　

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。授業の理解度を確認するため、翌週に前回授業の内容を400字

詰め1枚程度のレポートとして提出することを義務付ける。総括ではこのレポートの状況を基に重点項目を設定し、学生の理解

を深めることとする。

【評価の方法及び基準】

期末試験55％、出席数と授業への取り組み姿勢45％で評価する。遅刻や居眠り、前回レポートの提出の有無は授業への取り組み姿勢の

重要な判断材料とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

仏教考古学の定義と講座内容概説第1回

発掘調査の理論・旧石器時代の信仰と埋葬第2回

縄文時代の埋葬と信仰１第3回

縄文時代の埋葬と信仰２第4回

弥生時代の埋葬と信仰第5回

古墳時代の埋葬と信仰第6回

古代・中世の埋葬と信仰第7回

近世・近現代の埋葬と信仰第8回

伝来した仏教と埋葬儀礼との関わり（古墳と仏教）第9回

遺跡にみられる先祖供養の痕跡第10回

民俗学から見た先祖観１第11回

民俗学から見た先祖観２第12回

現代社会と先祖観第13回

総括第14回

試験第15回

【教科書・参考書】

※書き方

教科書：長沢宏昌『今、先祖観を問う―埋葬の歴史と現代社会ー』石文社

参考書：仏教考古学講座、仏教考古学辞典（ともに雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義で学ぶことと、現代社会の仏教を取り巻く状況がいかにかい離しているかに気付いてほしいと同時に、その認識のもと僧侶と

して何をなすべきかを考えてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01341] 文化財研究

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 長澤　宏昌 ナガサワ　コウショウ nagasawa kosyo

【授業のねらい及び到達目標】

文化財研究とは聞き慣れないうえ抽象的な言葉であるが、遺跡出土遺物や絵画、彫刻、民具などを研究対象として、モノ自体の

研究と同時に、それらが作り出された背景や自然環境、さらには使用法を通して、地域の生活を知ることを目的とした学問である

。この授業では遺跡出土の埋蔵文化財を中心とした有形文化財を対象とし、「地域」を理解することを目標とする。

【授業方法】

講義により、文化財の区分や文化財から何がわかるかを理解し、地域の生活習慣や歴史を明らかにする。また、現代社会におい

ては、あらゆる情報が、大都市から発信されたものに画一化されるが、文化財の研究と保護によって、失ってはならない地域の

重要性を再確認する。また、必要に応じて、博物館等の見学を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。授業の理解度を確認するため、翌週に前回授業の内容を400

字詰め１枚程度のレポートとして提出することを義務付ける。総括では、このレポートの状況を基に重点項目を設定し、学生の

理解を深めることとする。

【評価の方法及び基準】

期末試験55％、出席数と授業への取り組み姿勢45％で評価する。前回授業のレポートは授業への取り組み姿勢の判断材料とする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

文化財研究の意義と講座内容概説第1回

文化財とは何か第2回

伝世した文化財と危機第3回

文化財の現在第4回

文化財を伝える第5回

どこまで復元するのか第6回

文化財の展示第7回

文化と技術・縄文時代の酒造り第8回

文化と技術・日本酒ができるまで第9回

富士山と文化財・富士山とはどのような文化財か第10回

富士山と文化財・富士山経ヶ岳の出土遺物第11回

民俗文化財・伝承の重要性第12回

民俗文化財・葬儀と墓をめぐる民俗第13回

総括第14回

試験第15回

【教科書・参考書】

講義中に配付する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

文化財は、その地域の生活を形に示したモノである。これを認識することはまさに地域を知ることであり、学生諸君が将来生活

するいかなるところにも、それぞれの地域の文化と文化財が存在することを意識し、そのことが寺院経営の大きな柱となること

を理解してほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01342] 寺院資料論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 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】

日本の寺院に所蔵されている資料（史料）やその保存建築について、基本的な分類の理解などを中心として理解を深める。本講義

を受講することにより寺院資料や建築における基礎的知識を得ることができる。

【授業方法】

資料等を配布して授業を進めるが、建築物を実際に見学しての授業も行う予定である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

事前事後の学修確認25％ 授業に対する取り組み姿勢25%　学力確認レポート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

資料護持第2回

寺院資料の現状第3回

修理と保存の姿第4回

巻子・軸装・折り本第5回

保存と管理施設第6回

保存設備（建築）と目録作成　その１第7回

保存設備（建築）と目録作成　その２第8回

宝蔵　その１第9回

宝蔵　その２第10回

虫損とその対策第11回

曝涼　その１第12回

曝涼　その２第13回

その他、宝蔵建築の事例第14回

まとめ｡第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜、プリントなどを配布する。

参考書：『寺宝護持の心得』（ISBN4890451218 、1996、日蓮宗宗務院）、その他進捗状況を鑑み、随時指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際の寺院等の見学も行う予定である。日ごろ問題意識をもって講義に取り組んで貰いたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01371] 日蓮宗の歴史資料

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 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】

日蓮教団史の史料、特に宗門関係古文書に親しみ基礎的な史料読解力をつけることを目的とする｡本講義を受講することにより、近

世日蓮教団が為政者（幕府）より課せられた宗教統制や当時の寺院と民衆との関係、さらに社会情勢を理解することができる。

【授業方法】

史料を読解して内容を理解するためには､ さまざまな辞典や参考文献を駆使して ｢調べる｣ ことが必要となる｡ 受講生諸君にテキス

トの各部分を割り当てて順次発表してもらう｡ 割り当て部分の発表は必須である｡ 

視聴覚教材を用い、一部タブレット端末等を使用して双方向授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

内容としては、あらかじめ配布したプリント並びに指示した参考書は必ず読んでおくこと（事前）。

受講後は講読した古文書についてまとめノートを作成すること（事後）。 

【評価の方法及び基準】

学期末レポート70％､ 授業及び課題に対する取り組み姿勢30％。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

日蓮教団史の参考文献第1回

「宗門改」関係書状　概説第2回

「宗門改」関係書状　講読 (その１)第3回

同上 (その２)第4回

同上（その３）第5回

同上 (その４)第6回

同上 (その５)第7回

同上 (その６)第8回

同上 (その７)第9回

同上 (その８)第10回

同上 (その９)第11回

同上 (その１０)第12回

「宗門改」と日蓮宗第13回

「縁付」と「寺送」に対する日蓮宗寺院の対応第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト　事前にプリントを用意する｡�参考書 中尾堯『日蓮宗の成立と展開』(吉川弘文館)､ 立正大学日蓮教学研究所編 『日

蓮教団全史上』(平楽寺書店)など

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

割り当て部分の発表・講読が必須である｡ 各講義終了前に要点を述べるので、その要点に基づいた積極的な予習･復習を希望す

る｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01372] 仏教芸術特講Ⅰ

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 雨宮　弥太郎 アメミヤ　ヤタロウ amemiya yatarou

【授業のねらい及び到達目標】

仏教の多様な藝術表現のあらわれの中あｋら特に「祈り」と「美」の関係性に着目し、科学的な視点、西洋芸術との対比、また

歴史的な造形表現の変遷から俯瞰することにより仏教の精神性がどのように造形に結実しているかを考察する。本授業を受講するこ

とにより、仏像の造形性にとどまらず、仏教精神がいかに総合的に寺院空間を満たしているのかを理解することができる。

【授業方法】

造形芸術の基本要素を歴史的な作品を提示しながら解説する。また「美」にまつわる科学的な知見を紹介することにより自然と造

形の関連性、「かたち」に込められる「精神性」について検討する。各論点を討論を重ねることで造形の理解、基本的な素養

を深めてゆく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：次回授業で行う資料について予め調べておくこと。

事後学習120分：授業で学習した論点を各自整理し、初見を記録する「まとめ」ノートを作成する。

【評価の方法及び基準】

授業への取組み姿勢50％、レポート50％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】

カイダンス　祈りの造形第1回

ギリシャ彫刻にみる造形美と表現第2回

西洋世界にみる祈りの造形第3回

日本における仏像造形の変遷第4回

「美」とは何か　①人間の営み第5回

「美」とは何か　②自然の美第6回

プロポーションについて第7回

自然の幾何学第8回

色彩と調和第9回

美的総合（宗教的空間）第10回

西洋絵画にみる聖性第11回

手から生れるかたち（工芸）第12回

表現の社会性（現代美術）第13回

仏教精神の造形第14回

まとめ　「祈り」と「美」第15回

【教科書・参考書】

特になし。参考文献は授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業で提示された視点で寺院空間をとらえなおすこと。自分の美意識を客観視して言葉で記述する。その記録としての「まとめノート

」を作成すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01373] 仏教芸術特講Ⅱ

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 雨宮　弥太郎 アメミヤ　ヤタロウ amemiya yatarou

【授業のねらい及び到達目標】

造形的に対象を観察する技術を習得することにより仏像の美の構造を理解する。また、仏像造形の精神性を素材の特性、素材と

人との関係性から考察する。実際に素材に触れることから体感する事を目標とする。本授業を受講することにより、対象を見る眼が

深まり、「自然」「素材」「祈り」「かたち」の関連性の理解を深める事ができる。

【授業方法】

対象の考察を実践し造形的な物の見方を解説する。また実際に素材に触れながら、素材から導かれる「かたち」、その中に込めら

れる精神性についての理解を深めていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：授業で行う資料について、下調べをしておくこと。

事後学習120分：授業では体感による理解を重視するが、体感したものを言葉に置き換える技術の獲得を目標とする。「まとめノ

　ート」の作成を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取組み姿勢（50％）。レポート（50％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　仏を写す第1回

彫刻造形の観察①　比率第2回

仏像の観察①　比率第3回

彫刻造形の観察②　構造第4回

仏像の観察②　構造第5回

花の観察　　生成の構造第6回

花の観察　　技法第7回

貝の観察　生成の構造第8回

手の観察　比率・構造第9回

触覚による造形第10回

素材としての「木」第11回

「木」の造形第12回

素材としての「石」第13回

「石」の造形第14回

まとめ　空間構成第15回

【教科書・参考書】

教科書は特に用いない。参考書は授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

体感したことを言葉に置き換える習慣を身につけること。造形の語彙を増やし定着させるために「まとめノート」を作成する

こと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01374] 仏教絵画Ⅰ

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 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏教文化を探求する上で仏像の知識得る事は重要だと思う。 本講義を受講することにより実際に仏像を制作する場から授業を進め、

仏像に対する理解を深めることができる。

【授業方法】

この授業では､ テキスト・石膏原型 (大黒天) を使用して､ 楠材の一木作りによる摸刻を行い、その工程を通して授業を進めたい

。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも120分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

作品 (制作過程) 50％､ 講義への取り組み姿勢25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前テキストの該当箇所を熟読し、制作手順を確認しておく事。受講後は時間内に達成できなかった箇所の彫刻を行うこと。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

荒彫り１第1回

荒彫り２第2回

こなし１第3回

こなし２第4回

こなし３第5回

こなし４第6回

こなし５第7回

小作り１第8回

小作り２第9回

小作り３第10回

小作り４第11回

仕上げ１第12回

仕上げ２第13回

小槌の作成第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

テキスト：工房自作のテキスト・石膏原型 (大黒天を使用して模刻を行う。ノミ等道具類については工房所有の専属道具類を使用

する。それに関連した書籍を随時指示する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数は先着順で３名まで｡ 本格的制作を行うため仏教彫刻の鑑賞と実践１、２を終えてから受講するのが望ましい。仏像制

作には個人差があり、時間的にも内容の消化に困難が伴うので完成を目指す学生は授業外に彫ってもらう。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01375] 仏教絵画Ⅱ

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 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【授業のねらい及び到達目標】

仏教文化を探求する上で仏像の知識得る事は重要だと思う。 本講義を受講することにより実際に仏像を制作する場から授業を進め、

仏像に対する理解を深めることができる。 

【授業方法】

この授業では､ テキスト・石膏原型 (日蓮聖人) を使用して､ 楠材の一木作りによる摸刻を行い、その工程を通して授業を進めた

い。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後学習とも120分を目途とする。

【評価の方法及び基準】

作品 (制作過程) 50％､ 講義への取り組み姿勢25％､ 事前学習・事後学習25％

受講前テキストの該当箇所を熟読し、制作手順を確認しておく事。受講後は時間内に達成できなかった箇所の彫刻を行うこと。   

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

荒彫り１第1回

荒彫り２第2回

こなし１第3回

こなし２第4回

こなし３第5回

小作り１第6回

小作り２第7回

小作り３第8回

小作り４第9回

仕上げ１第10回

仕上げ２第11回

仕上げ３第12回

仕上げ４第13回

経巻の作成第14回

まとめ・批評第15回

【教科書・参考書】

テキスト：工房自作のテキスト・石膏原型 (大黒天を使用して模刻を行う。ノミ等道具類については工房所有の専属道具類を使用

する。それに関連した書籍を随時指示する。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

履修人数は先着順で３名まで｡ 本格的制作を行うため仏教彫刻の鑑賞と実践１、２を終えてから受講するのが望ましい。仏像制

作には個人差があり、時間的にも内容の消化に困難が伴うので完成を目指す学生は授業外に彫ってもらう。

- 165 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01376] 仏教音楽Ⅰ

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 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏献する音楽として　ほぼ形を変える

ことなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽などの影響を受けつつ　身延山久遠寺に

おいても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽についての基礎的な知識を学び　雅楽の初段

階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽声歌に代表される聲明雅楽合奏曲な

どを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

雅楽概論（講義）第1回

聲明概論（講義）第2回

雅楽史（講義）第3回

「法華懺法」・「十種供養」（講義・実技）第4回

雅楽聲明音律論（講義）第5回

篳篥１（実技）第6回

鳳笙１（実技）第7回

打楽器・絃楽器１（実技）第8回

雅楽装束１（実技）第9回

龍笛１（実技）第10回

嘉辰（実技）第11回

雅楽演奏会の準備方法（実技）第12回

雅楽聲明合奏「萬歳楽・池の涼し」・「三十二相散吟打毬楽」（V視聴）第13回

管絃公演「抜頭」・「越殿楽」（V試聴）第14回

池上流「初伽陀」第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 仏教芸術系科目

講義名 [01377] 仏教音楽Ⅱ

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 下宮　高純 シモミヤ　コウジュン shimomiya koujun

【授業のねらい及び到達目標】

仏教音楽Ⅰに引き続き開講される。日本音楽の源流である雅楽は　日本の宮廷音楽として　また神社仏閣のおいて神仏諸尊に奏

献する音楽として　ほぼ形を変えることなく今日まで大切に伝承されてきている。また仏教音楽としての聲明は　雅楽や俗楽

などの影響を受けつつ　身延山久遠寺においても「梵唄」として古儀聲明が伝承されている。本講座においては　その雅楽につい

ての基礎的な知識を学び　雅楽の初段階を演習し　また延山流聲明・池上流聲明・光山流聲明など日蓮宗古儀聲明など　また極楽

声歌に代表される聲明雅楽合奏曲などを演習し　日本の音楽文化の源流にふれるところにその目的がある。

【授業方法】

授業形態は「演習形式」であり　「講義」と「実技」が中心となる。目標値は　雅楽については　雅楽に関する基礎知識を理解す

ること　平調「越殿楽」一行目を演奏できるようにすること　朗詠「嘉辰」を歌えるようにすること　舞楽の基本動作を理解

するなどであり　聲明については　延山流「回向伽陀」や「法華讃歎」・池上流「初伽陀」や「回向伽陀」・光山流「初伽陀」等

を　また極楽声歌「老君子」などを実唱し　「三十二相散吟打毬楽」や「萬歳楽ー池の涼し」などにふれたい。なお日蓮宗宗定聲

明については他の講義と重複するので取り扱わない。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

音楽実技は一朝一夕に習得出来るものではないので　授業時間外にも各自が自発的に研修を積み重ねることが望ましい。さらに事前

に告知するインターネット情報などによって　自らがその情報を活用調査研究し　この講義に関係する諸事項を自発的に１０時間

以上学修することが望ましい。。

【評価の方法及び基準】

最終レポート提出や毎回のレポート提出＝４０％・音楽実技＝４０％・受講姿勢＝２０％により総合評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

池上流「回向伽陀」（実技）第1回

身延流「回向伽陀」（実技）第2回

光山流「初伽陀」（実技）第3回

池上流「初伽陀」（実技）第4回

講式聲明・論義聲明（講義）　身延流「法華讃歎」（実技）第5回

篳篥２（実技）第6回

鳳笙２（実技）第7回

打楽器・絃楽器２（実技）第8回

雅楽装束２（実技）第9回

龍笛２（実技）第10回

新たな法要音楽への試み第11回

公開授業「仏教音楽」第12回

雅楽聲明合奏「極楽声歌・老君子」（実技）第13回

舞楽公演「抜頭」・「陵王」・「萬歳楽」（V試聴）第14回

レポート作成第15回

【教科書・参考書】

講義中に配布

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

雅楽三管のいずれかを選択し　第１５回公開講座に臨んで欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01431] 世界宗教史Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- 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】

本学の場合、仏教関係の授業は豊富に用意されている。また、仏教とともに世界の三大宗教に数えられるイスラームについても

、別に学ぶ機会がある。そこで、本授業では、同じく三大宗教の一つ、キリスト教の成立と、その基盤となったユダヤ教を取り上

げる。本授業を受講することを通して、両宗教を理解するための基本的知識を獲得することを目指す。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく｡ 講義内容については､ まとめて板書していくので､ ノート筆記に努めること｡みず�

ｩら筆記し、整理したノートは筆記試験の際にも欠かせないものとなるので、この点、手を抜かないこと。口頭で伝えたことをど

のようにノートするかについては､ 学生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関連

する参考書の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション －いわゆる「－神教」の相互関係－第1回

第Ⅰ部　ユダヤ教　１.ユダヤ教・ユダヤ人の歴史　

　　（１）出エジプトまで
第2回

　　（２）出エジプトと「契約」第3回

　　（３）統一国家の形成と分裂・滅亡第4回

　　（４）ペルシア・ギリシアの属領時代第5回

　　（５）ローマの属領時代、そしてディアスポラへ第6回

　２. ユダヤ教の教え　

　　（１）神と人間
第7回

    （２）いわゆる「旧約聖書」とタルムード第8回

　  （３）儀礼・祭礼　第9回

第Ⅱ部　キリスト教の成立　

　１．イエスの生涯
第10回

　２．イエスの教え（１）第11回

　　　イエスの教え（２）第12回

　３. イエスの死と「復活」（１）第13回

　　　イエスの死と「復活」（２）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない。参考書：総説的・概説的な書物を挙げておく。『ユダヤ教の歴史（世界の宗教史７）』市川裕（山川出

版社）2009年、『キリスト教の歴史１：初期キリスト教～宗教改革（世界の宗教史８）』松本宣郎編（山川出版社）2009年、『キリ

スト教史Ⅰ：宗教改革以前（世界宗教史叢書１）』半田元夫・今野国雄（山川出版社）1975年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ユダヤ・キリスト教に対する、より全体的な見通しを得るために、後期の「世界宗教史Ⅱ」も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 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01432] 世界宗教史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 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】

前期の「世界宗教史Ⅰ」に引き続き、キリスト教の歴史について概観していく。具体的には、キリスト教が教団として成立して

以降、ローマ帝国下での迫害をくぐり抜け、ローマ帝国のいわゆる「国教」として確立するに至るまでの経緯と、それ以降、ヨ

ーロッパ社会に根を張っていく過程を重点的に取り上げることになる。これを通して、中東で成立したキリスト教が、いわゆる

「欧米の宗教」としてのイメージを濃厚に帯びている理由が理解できるようになるであろう。

【授業方法】

基本的には講義によって進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。みずから

筆記し、整理したノートは、筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点は決して手を抜かないこと。口頭で伝え

たことをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行なうこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関

連する参考書の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Ⅰ　イエスの生涯と教え－前期授業内容の確認－第1回

Ⅱ　原始教団の成立（１）第2回

　　原始教団の成立（２）第3回

Ⅲ　パウロ －回心とその教え（１）－第4回

　　パウロ －回心とその教え（２）－　　第5回

Ⅳ　迫害から公認・国教化（１）第6回

　　迫害から公認・国教化（２）第7回

　　迫害から公認・国教化（３）第8回

Ⅴ　ヨーロッパ社会への浸透第9回

Ⅵ　東西両教会への分裂第10回

Ⅶ　十字軍　第11回

Ⅷ　宗教改革（１）　　第12回

　　宗教改革（２）第13回

Ⅸ　第二ヴァチカン公会議

　
第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない。参考書：総説的・概説的な書物を挙げておく。『キリスト教の歴史１：初期キリスト教～宗教改革（

世界の宗教史８）』松本宣郎編（山川出版社）2009年、『キリスト教の歴史２：宗教改革以降（世界の宗教史９）』高柳俊一・松本

宣郎編（山川出版社）2009年、『キリスト教史Ⅰ：宗教改革以前（世界宗教史叢書１）』・『キリスト教史Ⅱ：宗教改革以後（世界

宗教史叢２）』半田元夫・今野国生著（山川出版社）1975・1976年など。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ユダヤ・キリスト教に対する、より全体的な見通しを得るために、前期の「世界宗教史Ⅰ」も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 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01433] 世界の宗教思想

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

本学の場合､ 仏教関係の授業は豊富に用意されている｡ ユダヤ・キリスト教についても､ ｢世界宗教史Ⅰ・Ⅱ｣ で学ぶ機会がある

｡ そこで､ 本授業では､ 同じく世界の三大宗教の一つに数えられながら､ 私たちにとってはなじみの薄い､イスラームを取り上げる

｡ 本授業では、その成立史を取り扱うことにより、イスラームの開祖・ムハンマドの人物像を理解することが目的となる。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていくことになる。講義内容については、まとめて板書していくので、ノートの筆記に努め

ること。みずから筆記し、整理したノートは、筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点、手を抜かないこと。

口頭で伝えたことをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後の学修を通して、ノートの再読・整理と、関連

する参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配布資料の持込参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

０．イントロダクション －イスラームの基本用語－第1回

１．イスラーム以前

　　１．１．アラビア半島・メッカ（マッカ）　１．２．支配部族　１．３．倫理・宗教の状況
第2回

２．イスラームの成立－ムハンマドの生涯－

　　２．１．家系、誕生～青年期、結婚
第3回

　　２．２．啓示、預言者・使徒としての出発第4回

　　２．３．メッカ（マッカ）での布教第5回

　　２．４．ヒジュラ －メディーナ（マディーナ）への移住－第6回

　　２．５．メディーナ憲章とその意義 第7回

    ２．６．戦役 －メッカとの全面対決－

　　２．７．対ユダヤ教徒
第8回

  　２．８．メッカの無血制服

　　２．９．ムハンマドの死
第9回

３．聖典とその教え

　　３．１．コーラン（クルアーン）の成立・文字化
第10回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－五行（１）－
第11回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－五行（２）－
第12回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－六信（１）－
第13回

　　３．２．コーランの教え

　　　３．２．１．五行・六信－六信（２）－
第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない｡参考書：『イスラームの歴史１<宗教の世界史11>』佐藤次高（山川出版社）、『イスラームの歴史２<宗教

の世界史12>』小杉泰編（山川出版社）、『イスラームとは何か』小杉泰(講談社現代新書)、『ムハンマド－世界を変えた預言者の

生涯－』カレン・アームストロング著、徳永里砂訳（国書刊行会、）『ムハンマド』小杉泰（山川出版社）など。



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

イスラームの近代を知るためにも、「現代宗教事情」を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 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01434] 宗教と民俗

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

宗教は民俗（古くから民間社会に根づいてきた風習・習慣）に影響を与え、また同時に民俗は宗教に影響を与えています。この

ように「宗教と民俗」という切り離せない関係にある二つのトピックを主軸とし、本授業では仏教を始めとする世界の多様な信仰

、日本を始めとする各国の文化について理解を深めることを目的とします。本授業を受講することにより、受講生は諸宗教および

様々な文化伝統への理解を深め知識を得ることができるでしょう。

【授業方法】

教員作成のレジュメを始めとした配布資料を中心に講義を進めます。また毎回リアクション・ペーパーを配布し、授業の最後に時

間を設けて質問・意見等を記入していただきます。その質問等については、翌週の授業の冒頭でフィードバック（回答や補足説明

など）を行ないます。

【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、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参考

文献などを読んでおくこと。事後の学習では、リアクション・ペーパーへのフィードバックも踏まえて、学習した内容を自分な

りに整理しておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および、最終回に実施する試験（50%）により、総合的

に評価を行ないます。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

インドの民俗第2回

仏教とフォークロア第3回

仏教と美術第4回

神仏習合（１）：その理論と文化第5回

神仏習合（２）：祖師たちと神祇信仰第6回

葬式の諸相（１）：インド、中国第7回

葬式の諸相（２）：日本の葬式仏教、さまざまな供養第8回

お盆の諸相（１）：その由来・意味と風習第9回

お盆の諸相（２）：日蓮遺文『盂蘭盆御書』講読第10回

日蓮遺文に見る民俗第11回

世界宗教と民俗：キリスト教、イスラム教の事例第12回

隠れキリシタンの文化第13回

南方熊楠の視座第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。

参考書：

蓑輪顕量編『事典　日本の仏教』（吉川弘文館、2014）

蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社、2015）

南方熊楠『十二支考』（岩波文庫、1994）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した参考書を始めとする関連書籍を読むことが望ましい。またなるべく双方向の授業とするため、リアクション・ペー

パーの記入に注力すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01435] 現代宗教事情

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- 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】

周知のように、昨今の中東情勢は混乱を極めている。シリアの問題をめぐってアメリカとロシアが対立し、その間隙を縫うよう

にして、いわゆる「イスラム国」が勢力を確保していたのはつい最近の事柄である。本授業では、今現在の中東のこうした状況

を直接取り上げるわけではないが、このような状況が由来する近現代の中東史を取り上げることを通して、中東における昨今の混

乱を照らし出すことができればと思う。具体的には、本授業を受けることにより、オスマン・トルコ帝国と西洋列強との相克から

、パレスチナ問題、さらにはイスラーム原理主義の台頭に至るまでを理解することが目標となる。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。みず

から筆記し、整理したノートは、筆記試験の際も欠かせないものとなるので、この点、決して手を抜かないこと。口頭で伝えた

ことをどのようにノートするかについては、学生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後学修を通して、ノートの再読・整理と、関連す

る参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配付資料の持込参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

イントロダクション第1回

１．オスマントルコ帝国

　１．１．イスラーム帝国の系譜
第2回

　１．２．オスマントルコ帝国の伸長第3回

　１．３．西洋の衝撃・東方問題第4回

　１．４．トルコ共和国の成立第5回

２．パレスチナ問題

　２．１．近代反ユダヤ主義
第6回

　２．２．シオニズム第7回

　２．３．イギリスの中東政策（１）第8回

　　　　　イギリスの中東政策（２）第9回

　２．４．中東戦争（１）第10回

　　　　　中東戦争（２）第11回

　２．５．80年代以降第12回

３．イスラーム原理主義

　３．１．「原理主義」とは？
第13回

　３．２．アルカイダ／イスラム国etc.第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：特に指定はしない。参考書：『君はパレスチナを知っているか：パレスチナの100年』奈良本英佑（ほるぷ選書）1997

年、『イスラームと近代（叢書 現代の宗教シリーズ13）』中村廣治郎（岩波書店）1997年、『現代イスラムの潮流』宮田律（

集英社新書）1999年。

　　　　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

イスラムの基本を学んだ上で受講してくださると、有り難い。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 宗教学系科目

講義名 [01436] 現代宗教と葬祭

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- 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】

現代社会における葬祭のあり方は、社会環境やライフスタイルの変化に伴って、じんわりと、しかし着実に変化を遂げつつある。

本授業では、そうした変化を取り上げ、その背景も含めて理解することを目標とする。私たちの人生において葬祭が避けて通れな

いものである以上、知っておいて決してムダにはならない、否、むしろ知っておくべき知見を、実例を踏まえて紹介する予定で

ある。葬祭業界の現場では働く方にご出講いただく機会も授業日程に盛り込むことができれば、と考えている。

【授業方法】

基本的には講義によって授業を進めていく。講義内容については、まとめて板書していくので、ノート筆記に努めること。みず

から筆記し、整理したノートは筆記試験に臨む際にも欠かせないものとなるので、この点、手を抜かないこと。口頭で伝えたこ

とをどのようにノートするかについては、受講生諸君の主体性に任せる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学修を行うこと。事前・事後学修を通して、ノートの再読・整理と、関連す

る参考文献の読書に努めること。

【評価の方法及び基準】

授業中に、自筆ノートおよび授業中配付資料の持込参照可による試験を実施する（75％）。授業に取り組む姿勢も重視する（25％）。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

序１　家の継続性の危機

　　　　檀家とは？　　室町戦国時代　　　江戸時代　
第1回

　　　　明治時代　　　高度経済成長期以降第2回

序２　ライフスタイルの変化第3回

現代社会における葬祭の具体相

　（１）データからみる現代の葬祭〔仏教葬〕
第4回

　　　　データからみる現代の葬祭〔無宗教葬・家族葬／費用〕第5回

　（２）無宗教葬第6回

　（３）生前予約・生前契約第7回

　（４）葬祭の現場から１〈外部講師による〉第8回

　　　　葬祭の現場から２〈外部講師による〉第9回

　　　　葬祭の現場から３〈外部講師による〉第10回

　　　　葬祭の現場から４〈外部講師による〉第11回

　（５）葬祭と埋葬〔散骨〕第12回

　　　　葬祭と埋葬〔自然葬〕第13回

　　　　葬祭と埋葬〔樹木葬〕第14回

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：『ＳＯＧＩ』通巻１～最新号、『逐条解説　墓地、埋葬等に関する法律』[改訂２版]第一法

規、『お骨のゆくえ－火葬大国ニッポンの技術－』横田睦著（平凡社新書）、『お墓博士のお墓と葬儀のお金の話』横田睦著（

光文社新書）、『変わるお葬式、消えるお墓 －最後まで自分らしく－』小谷みどり（岩波書店）、『〈ひとり死〉時代のお葬式とお

墓』小谷みどり（岩波新書）、『新・お葬式の作法』碑文谷創著（平凡社新書）、『死に方を忘れた日本人』碑文谷創著（大東出

版社）等々。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

葬祭めぐる変化の具体相を知っておくことは、僧道を志す諸君にとっても必ず役に立つはずである。必須の知識であるといって

もよい。しっかり学修してほしい。

- 174 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01531] 生涯学習概論Ⅰ

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 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

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

について学ぶ｡

【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％､�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】

生涯学習とは第1回

ラングランの永久教育論第2回

生涯教育から生涯学習へ第3回

OECDとリカレント教育第4回

生涯学習と家庭教育・学校教育・社会教育との関係第5回

日本社会の ｢三化け｣ ｢七化け｣ ｢新三化け｣第6回

高齢化社会、高齢社会、超高齢社会第7回

少子化第8回

男女共同参画とM型社会第9回

国の審議会答申における生涯学習第10回

生涯学習に関する世論調査第11回

開かれた学校､ 学社融合第12回

まなびネットとキャンパスネットワークシステム第13回

放送大学､ 市民大学､ シルバー大学第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

試験は、自筆の講義ノートの持ち込みを可としますが、板書された内容を書き写すだけでは答えることができない試験です。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 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01532] 生涯学習概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３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】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進める｡�「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。事前事後学習はそれぞれ90分を目安とする。

【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％、学期末の発表40％､�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】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

まちづくりと街づくりと町づくり　田村明の実践第2回

生涯学習としての地域活性化、まちづくり第3回

｢ないものねだり｣ から ｢あるものさがし｣ へ第4回

｢コミュニティ｣ の再検討　地縁団体とテーマ別団体第5回

結い、無尽、手間借り第6回

新しい公共第7回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市　ほか第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市　ほか第9回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町　ほか第10回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村　ほか第11回

事例の検討：静岡県掛川市、熊本県山江村　ほか第12回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市　ほか第13回

調査事例の発表1第14回

調査事例の発表2第15回

【教科書・参考書】

特になし

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておくこと、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。

生涯学習概論１を履修済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 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01533] 博物館概論

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 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】

現在も多種多様な博物館が全国各地で誕生している｡ この博物館のあり方を考える場合､ その館の性格や社会的機能を正確に把

握することが必要である｡ 授業では､ 博物館の定義から博物館の今日までの歴史をたどり､ 博物館が現代社会に果たしている役割

についてみていくことにする｡�博物館とはどういう施設か理解することを到達目標とする。

【授業方法】

生涯学習社会にあって､ 市民の学習ニーズが多様化､ 高度化しており､ 博物館への期待が高まるばかりである｡ これをとらえて

いくために､ 新しく開館した博物館を例にとり､ その役割や活動内容についてみていきたい｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学んだ主な博物館用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

定期試験70％､ 平常点30％ 定期試験はテキスト・ノート等持込不可｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

博物館で学ぶ内容第1回

博物館の定義第2回

博物館の目的第3回

博物館の種類第4回

博物館の分類第5回

博物館の組織と運営第6回

博物館学芸員の役割第7回

博物館の歴史 世界第8回

博物館の歴史 日本第9回

生涯学習と博物館第10回

地域社会と博物館第11回

文化財保護と博物館第12回

学校教育と博物館第13回

博物館関連法規第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『新時代の博物館学』 (芙蓉書房出版)

参考書　　高橋順一訳『博物館体験』（雄山閣）　

    　　　村上義彦『新しい地域博物館活動』（雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員資格を取得し、将来博物館関係の業務に携わることを希望する学生に受講してもらいたい。

- 177 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01534] 博物館資料論

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 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】

博物館が担う役割として、資料の収集・整理・保存・展示・調査研究・教育普及活動といった活動があるが、その中で資料がどう

いう位置を占めているのか講義していく。特に、博物館資料の種類・分類・整理の方法について、寺院博物館資料を例に講義して

いきたい。

博物館資料にはどういうものがあるか把握できることを到達目標とする。

【授業方法】

広く博物館学を学ぼうとする学生を対象とするが、博物館学芸員として必要な知識を習得してもらうため、専門的かつ実務的な

内容にするつもりである。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学んだ主な博物館用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（40％）、授業に取り組む姿勢（50％）、授業態度（10％）によって評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

博物館資料とは第1回

博物館資料の種類（１）第2回

博物館資料の種類（２）第3回

博物館資料の種類（３）第4回

寺院博物館の資料（１）第5回

寺院博物館の資料（２）第6回

寺院博物館の資料（３）第7回

博物館資料の収集（１）第8回

博物館資料の収集（２）第9回

博物館資料の整理（１）第10回

博物館資料の整理（２）第11回

博物館資料の調査方法（１）第12回

博物館資料の調査方法（２）第13回

博物館資料の調査方法（３）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『新時代の博物館学』 (芙蓉書房出版)

　　　　　日蓮宗勧学院監修『寺宝護持の心得』（日蓮宗新聞社）

参考書　青木豊『博物館技術学』（雄山閣）　国文学研究資料館史料館編『アーカイブズの科学』上・下（柏書房）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員資格を取得し、将来博物館関係の業務に携わることを希望する学生に受講してもらいたい。

- 178 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01535] 博物館情報・メディア論

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 海老沼　真治 エビヌマ　シンジ ebinuma shinji

【授業のねらい及び到達目標】

博物館では、所蔵される資料に関する情報、学芸員による調査・研究によって得られた情報など、膨大な量の情報を取り扱いま

す。こうした情報は、最終的には広く公開して社会に還元するものですから、誰にでもわかりやすい形で記録し、発信される必

要があります。

この授業では、博物館において情報をいかに集積・管理するか、集められた情報をどのように公開するか、その場合にどのよう

な媒体（メディア）を用いるか、発信にあたり留意するべき点は何か、などの課題について考えることを通して、受講者が博物

館における情報の取り扱いについて理解を深めることを目標とします。

【授業方法】

博物館情報・メディアに関する一般論的な講義とともに、様々な博物館の事例を取り上げ、受講者とともに考えていきます。授業中

に、内容についての発言や小レポートの提出を求めることがあります。また、博物館の実地見学を行い、実際に博物館で行われ

ている情報管理・発信の状況を説明することも予定しています。

【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　配布したレジュメを読み直すとともに、紹介した博物館のウェブサイト等を確認する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート40％､ 授業への取組の姿勢60％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、現代の博物館事情第1回

博物館における情報・メディアの意義（1）第2回

博物館における情報・メディアの意義（2）第3回

博物館情報の蓄積と管理第4回

博物館資料のデータベース化（1）第5回

博物館資料のデータベース化（2）第6回

博物館資料のデジタル化（デジタル・アーカイヴス）第7回

情報の公開（1）館内における情報公開第8回

情報の公開（2）インターネットによる情報公開第9回

情報の公開（3）情報の公開と保護第10回

博物館と知的財産第11回

博物館の情報をめぐる環境第12回

事例研究（1）山梨県立博物館における情報管理第13回

事例研究（2）山梨県立博物館における情報公開第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：全国大学博物館学講座協議会西日本部会編『新時代の博物館学』（芙蓉書房出版 2012年2月）、基本的にはレジュメ

を配布して授業を進めます。

参考書：大堀哲・水嶋英治編著『博物館学Ⅲ』（学文社、2012年11月）、日本教育メディア学会編『博物館情報・メディア論』（

ぎょうせい、2013年3月）、西岡貞一・篠田謙一『博物館情報・メディア論』（放送大学教育振興会、2013年3月）そのほか、講

義の内容に応じて紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際に博物館の見学を行うので（事例研究1，2）､ 出席を重視します｡ 

博物館は時代の移り変わりとともに、その活動は常に変化していきます。授業だけでなく、実際に各地の博物館を見学し、どのよ

うな活動がなされているか考えることを心がけるようにしてください。

現在では博物館も様々なメディアを用いて情報発信を行っています。ホームページだけでなく、フェイスブックやツイッター

など、様々な手段で博物館の情報を収集してみてください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01536] 博物館展示論

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 保坂　康夫 ホサカ　ヤスオ hosaka yasuo

【授業のねらい及び到達目標】

博物館展示論とは、博物館学の一分野である。展示は、学び体感しようとする主体が集う生涯学習の場である博物館の活動の根幹

である。収蔵資料を調査・研究し、新たに生み出した知識体系を示すのが展示であり、学芸員として最も手腕が示される場面である。

半面、資料収集の保存にとっては危険を伴う局面でもあるのが展示であり、確実な知識と認識のもとに展示に臨む必要がある。「見学

者の理解が着実に進み、収集資料にとって最適な展示を行う理論と方法を学ぶこと」を目標とする。

【授業方法】

講義により、博物館展示の内容と方法を概説する。なお、より一層理解を深めるために具体的に、博物館の展示の実際を見学する

。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分、教科書をあらかじめ読んでおくこと。　事後学習120分、教科書・配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

期末試験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】

展示の目的とその歴史第1回

展示資料の調査と収集第2回

展示の構想と企画第3回

展示の設計・施行第4回

展示と法令第5回

展示の環境と設備第6回

展示作業第7回

展示の照明と音響第8回

博物館展示の実際（博物館見学）第9回

展示と解説・展示解説書の作成第10回

人文系の展示第11回

自然系の展示第12回

展示のあり方第13回

博物館展示論のまとめ第14回

後期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新時代の博物館学」（芙蓉書房出版）および配布資料

参考書：「博物館学Ⅱ」（学文社）、「博物館展示法」新版博物館学講座９（雄山閣）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

今求められている博物館の展示とはいかなるものか、実際の博物館展示はどのようものがあるか、展示手法による見易さ・　理解し

やすさ・楽しさを考える。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01537] 博物館教育論

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 保坂　康夫 ホサカ　ヤスオ hosaka yasuo

【授業のねらい及び到達目標】

博物館教育論は、博物館学の一分野で、社会教育施設としての博物館を認識するための授業である。人間の教育に対する考え方は

常に変化しているが、基本的には学習しようとする主体性を引き出し、育てることが重要である。教育には学校教育と生涯学習

とがあるが、博物館教育は両者にかかわり、学習の機会と素材とを提供し続けることが求められている。これらに対応可能な、

博物館内外での活動についての理念と方法論を学ぶことを目標とする。

【授業方法】

講義により、博物館教育の内容と方法を概説する。なお、より一層理解を深めるために具体的に、博物館の教育実践例を見学す

る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分、教科書をあらかじめ読んでおくこと。 事後学習120分、教科書・配布資料を読み直し、ノートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

期末試験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】

博物館教育史第1回

世界水準の博物館教育第2回

学芸員の教育的役割第3回

ボランティアの養成第4回

博学連携と生涯学習第5回

展示と展示解説第6回

博物館見学第7回

ワークショップ第8回

ハンズオンとアウトリーチ第9回

子どものための展示と歴史系博物館・科学館の実践例第10回

子どものための展示の動物園・水族館の実践例第11回

子どものための展覧第12回

教育目標と計画、評価第13回

博物館教育論の課題・展望とまとめ第14回

前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新時代の博物館学」（芙蓉書房出版）および　配布資料

参考書：「博物館学Ⅱ」（学文社）

　　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

博物館学芸員にとって博物館教育とはどのようなものであるのか、とくに社会的要求にどのように応えるのかを、参加者や見学者

の立場に立って考えてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01571] 博物館資料保存論

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 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】

博物館資料の理念として、保存と活用によって国民の文化的向上と世界文化の進歩に貢献することが謳われている。よって、資

料保存の基本理念から、博物館で行われている資料保存の実態やその具体的方法等について講義していく。

到達目標　博物館における資料保存の必要性について理解できるようにする。

【授業方法】

授業は、実際の寺院資料をもとに、保存について考える形の授業とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修120分　該当するテキストの部分を読んでおくこと。

事後学修120分　授業で学習した主な博物館用語や事項を次回授業までに確認しておくこと。

【評価の方法及び基準】

学習レポート30％､ 平常点50％､ 受講態度20％によって評価する｡�学外の博物館・資料を見学する場合があるが、その際は事前に

連絡する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

資料保存の意義第1回

資料保存の目的第2回

資料の保存と修復（１）第3回

資料の保存と修復（２）第4回

資料の保存と修復（３）第5回

資料の保存と環境（１）第6回

資料の保存と環境（２）第7回

資料の保存と環境（３）第8回

資料保存の実態（１）第9回

資料保存の実態（２）第10回

学外資料見学（１）第11回

学外資料見学（２）第12回

学外資料見学（３）第13回

学外資料見学（４）第14回

全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『新時代の博物館学』 (芙蓉書房出版)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「博物館概論」「博物館資料論」取得後に受講してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 博物館学系科目

講義名 [01572] 博物館経営論

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 海老沼　真治 エビヌマ　シンジ ebinuma shinji

【授業のねらい及び到達目標】

近年、博物館を取り巻く環境は厳しく、閉館・休館など存立の危機に瀕している博物館も少なくありません。予算の減少などで

十分な事業が展開できない館はさらに多いものと思われます。また全国的に見られる入館者の減少傾向など、今後も博物館にとっ

ては厳しい状況が続く可能性があります。

このような状況の中で、その必要性が高まっているのが、博物館を経営する（ミュージアム・マネージメント）という視点です

。ただし「経営」と言っても、入館者数や収入を増やすということを主眼としているわけではありません。ここでは、博物館は誰

のためにあるのか、何を目指しているのか、社会や地域にどのように貢献するのか、そのためにはどのような組織で、どのよう

な事業を展開すればよいか、そうした博物館の活動をいかに評価するか、といったことが問われます。

この授業では、上記のような博物館経営に関連する今日的課題を理解し、それにいかに取り組むかを考え、実践できる能力を養う

ことを目標とします。

【授業方法】

博物館経営に関する一般論的な講義とともに、様々な博物館の事例から、各地の博物館で実際に展開されている経営のあり方に

ついて、受講者とともに考えていきます。授業中に、内容についての発言や小レポートの提出を求めることがあります。また博物

館の実地見学も行う予定です。

【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・レジュメを読み直すとともに、授業で紹介した博物館のウェブサイト等を確認し、現在の状況を把握

する。

【評価の方法及び基準】

期末レポート40％､授業への取組の姿勢60％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス、現代の博物館事情第1回

博物館経営（ミュージアム・マネージメント）の意義（1）第2回

博物館経営（ミュージアム・マネージメント）の意義（2）第3回

博物館の法・制度、博物館行政第4回

博物館の経営形態（1）第5回

博物館の経営形態（2）第6回

博物館施設の運営と管理第7回

博物館の組織第8回

博物館の使命と評価（1）第9回

博物館の使命と評価（2）第10回

博物館の広報・営業第11回

博物館と社会連携・ネットワーク第12回

事例研究（1）山梨県立博物館の施設・組織と経営第13回

事例研究（2）山梨県立博物館における評価のあり方第14回

博物館経営の実際と課題・まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキスト：全国大学博物館学講座協議会西日本部会編『新時代の博物館学』（芙蓉書房出版 2012年2月）、基本的にはレジュメ

を配布して授業を進めます。

参考書：大堀哲・水嶋英治編著『博物館学Ⅲ』（学文社、2012年11月）、佐々木亨・亀井修著『博物館経営論』（放送大学教材、

2013年3月）、P.F.ドラッガー著、上田惇生・田代正美訳『非営利組織の経営』（ダイヤモンド社、1991年7月）、そのほか、講

義の内容に応じて紹介します。



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実際に博物館の見学を行うので､ 出席を重視します｡ 

博物館は時代の移り変わりとともに、その活動は常に変化していきます。授業だけでなく、実際に各地の博物館を見学し、どのよ

うな活動がなされているか考えることを心がけるようにしてください。

とくに博物館経営では、現在の社会・経済の状況がその活動に反映される場合がありますので、時事問題にも関心を寄せ、博物館

とどのような関わりがありそうかも考えてみてください。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01732] インターンシップⅠ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （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）】

事前学習として、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。事後学習として、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。

- 185 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01735] インターンシップⅡ

期　間 通年 （15回） 単 位 数 必修 （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）】

事前学習として、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。事後学習として、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

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】

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 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01738] インターンシップⅢ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- 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】

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）】

事前学習として、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。事後学習として、インターンシップで得たこと

についてまとめること。

【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、およ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 仏教芸術専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01741] インターンシップⅣ

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- 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】

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）】

事前学習として、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。事後学習として、インターンシップで得たこと

についてまとめること。

【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、およ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 仏教芸術専攻　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 必修 （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、Ａ級合格に向けて学習を進めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将来

について、考える時間を作ってください。

【評価の方法及び基準】

小論文試験（30％）、授業への取り組み姿勢（30％）、課題提出（30％）、ビジネス電話検定（10％）によって評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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 仏教芸術専攻　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 必修 （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

履歴書の作成第7回

お礼状の書き方第8回

面接の種類と対策第9回

第一印象の重要性と身だしなみ第10回

美しい姿勢とお辞儀/面接の流れを確認する第11回

正しく聴いて分かりやすく答える（理解する力・伝える力）　質疑応答例第12回

ディスカッションその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 仏教芸術専攻　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 --

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Pronunciation第1回

Greetings第2回

You　and　Your　Family第3回

Everyday　Life　in　Minobu第4回

Future　Dreams第5回

High　School　Days第6回

中間テスト第7回

Reading　Comprehension第8回

Telephoning第9回

Fixing　an　Appointment第10回

Complaints第11回

Requests　and　Offers第12回

Specific　Career　Terminology１第13回

Specific　Career　Terminology２第14回

まとめと前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01871] ゼミナールⅠ（池上要靖）

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 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】

※

【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 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01874] ゼミナールⅠ（間宮啓壬）

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 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】

本授業では、受講生各自が、卒業論文につなげたいと考えているテーマに沿って、「これを是非とも読んでみたいし、皆にも読ん

でもらいたい」と思う本を１冊ずつ選び、順次、輪番で、みずから選んだその本の内容を解説・発表するという形をとる。解説

・発表の際にはレジュメ作成を必須とする。以上により、各自、レジュメ作成と発表のスキルを磨くとともに、卒業論文に向け

ての準備をしっかりと整えていくことを目標とする。他の受講生の関心や視点・手法から学ぼうとうする姿勢も大事である。

【授業方法】

授業の方法はおおよそ以上のようなものであるが、授業をしっかりと成り立たせるためには、受講生各自の事前・事後学修が欠かせ

ない。事前・事後の学修については、次項の通り。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後の学修には、２時間以上の時間を確保すること。特にレジュメの作成・発表の担当回の際には、２時間程度の時間では済

まないはずである。しっかりと時間をとること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢：30％、レジュメ作成能力：35％、解説・発表能力：35％。試験を行なうことは考えていない。上記の要素

が、評価に際しての全てである。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス

受講生による本の選択（１年間のゼミナール中に、読み終えられる分量のものが望ましい）。順番確認。
第1回

本が揃うまで、間宮による法華経講義第2回

本が揃うまで、間宮による法華経講義第3回

受講生による解説・発表第4回

受講生による解説・発表第5回

受講生による解説・発表第6回

受講生による解説・発表第7回

受講生による解説・発表第8回

受講生による解説・発表第9回

受講生による解説・発表第10回

受講生による解説・発表第11回

受講生による解説・発表第12回

受講生による解説・発表第13回

受講生による解説・発表第14回

受講生による解説・発表

総　括
第15回

【教科書・参考書】

教科書：受講生各自の選ぶ本が、そのまま各々にとってのテキストとなる（学部予算のゼミナール演習費による人数分購入を考え

ている）。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】

レジュメを準備してこないなど、責任感のない対応だけは慎むこと。責任感の欠如した行為には、厳しく対処する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01877] ゼミナールⅠ（望月真澄）

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 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】

本授業は､ 身延山内の文化財や史跡を歩き､ 資(史)料発掘や調査といった作業を通じ､ 仏教史研究の方法を学んでいく｡ したがって

､ 毎回､ 見学場所を設定し､ 現地に赴いて見学や資料調査を行い､ 歴史を体感してもらう｡仏教に関わる文化財や資料の見方が�

｠る程度できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

毎回、身延山内や周辺を歩くので歩きやすい服装で参加すること。雨の日は、図書館等で身延山に関する調べ学習を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修　次回に巡回する場所について120分の調べ学習を行う。

事後学修　巡回した場所について120分の復習を行い、不明な箇所等を調べた上て次回の授業に臨むこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（40％）、授業態度（30％）、事業への取り組み姿勢（30％）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

身延山という霊場第2回

総門巡見第3回

三門巡見第4回

本堂巡見第5回

祖師堂巡見第6回

御廟所巡見第7回

東谷巡見1第8回

東谷巡見2第9回

身延山について　ディスカッション実施第10回

西谷巡見1第11回

西谷巡見2第12回

身延山宝物館見学第13回

身延山巡見のまとめ1第14回

身延山巡見のまとめ2第15回

【教科書・参考書】

教科書　望月真澄『御宝物で知る身延山の歴史』日蓮宗新聞社、2006年。

参考書　望月真澄『身延山を歩く』イーフォー、2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

身延山を歩いて霊場に遺された資料を調査する授業を行うので歴史に関心のある学生に受講してもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01878] ゼミナールⅡ（柳本伊左雄）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【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 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01971] ゼミナールⅡ（池上要靖）

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 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】

※

【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 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01974] ゼミナールⅡ（間宮啓壬）

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 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】

本授業では、受講生各自が、卒業論文につなげたいと考えているテーマに沿って、「これを是非とも読んでみたいし、皆にも読ん

でもらいたい」と思う本を１冊ずつ選び、順次、輪番で、みずから選んだその本の内容を解説・発表するという形をとる。解説

・発表の際にはレジュメ作成を必須とする。以上により、各自、レジュメ作成と発表のスキルを磨くとともに、卒業論文に向け

ての準備をしっかりと整えていくことを目標とする。他の受講生の関心や視点・手法から学ぼうとうする姿勢も大事である。

【授業方法】

授業の方法はおおよそ以上のようなものであるが、授業をしっかりと成り立たせるためには、受講生各自の事前・事後学修が欠かせ

ない。事前・事後の学修については、次項の通り。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前・事後の学修には、２時間以上の時間を確保すること。特にレジュメの作成・発表の担当回の際には、２時間程度の時間では済

まないはずである。しっかりと時間をとること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢：30％、レジュメ作成能力：35％、解説・発表能力：35％。試験を行なうことは考えていない。上記の要素

が、評価に際しての全てである。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

前期の総評。

順番確認。
第1回

受講生による解説・発表第2回

受講生による解説・発表第3回

受講生による解説・発表第4回

受講生による解説・発表第5回

受講生による解説・発表第6回

受講生による解説・発表第7回

受講生による解説・発表第8回

受講生による解説・発表第9回

受講生による解説・発表第10回

受講生による解説・発表第11回

受講生による解説・発表第12回

受講生による解説・発表第13回

受講生による解説・発表第14回

受講生による解説・発表

総　括
第15回

【教科書・参考書】

教科書：受講生各自の選ぶ本が、そのまま各々にとってのテキストとなる（学部予算のゼミナール演習費による人数分購入を考え

ている）。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】

レジュメを準備してこないなど、責任感のない対応だけは慎むこと。責任感の欠如した行為には、厳しく対処する。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01977] ゼミナールⅡ（望月真澄）

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 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】

本授業は､ 身延山周辺の文化財や史跡を歩き､ 資(史)料発掘や調査といった作業を通じ､ 仏教史研究の方法を学んでいく｡ したがって

､ 毎回､ 見学場所を設定し､ 現地に赴いて見学や資料調査を行い､ 歴史を体感してもらう｡仏教に関わる文化財や資料の見方が�

｠る程度できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

毎回、身延山内や周辺を歩くので歩きやすい服装で参加すること。雨の日は、図書館等で身延山に関する調べ学習を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学修　次回に巡回する場所について120分の調べ学習を行う。

事後学修　巡回した場所について120分の復習を行い、不明な箇所等を調べた上て次回の授業に臨むこと。

【評価の方法及び基準】

期末レポート（40％）、授業態度（30％）、授業に取り組む姿勢（30％）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

身延山周辺を歩く　講義第2回

身延山周辺巡見　門前町1第3回

身延山周辺巡見　門前町2第4回

身延山周辺巡見　上の山1第5回

身延山周辺巡見　上の山2第6回

身延山周辺巡見　上の山3第7回

身延山周辺巡見　大野山第8回

身延山周辺巡見　波木井山第9回

身延山周辺巡見　鏡円坊第10回

身延山周辺巡見　寺平第11回

身延山周辺巡見　新宿第12回

身延山周辺巡見　梅平　第13回

身延山周辺巡見　まとめ1第14回

身延山周辺巡見　まとめ2第15回

【教科書・参考書】

教科書　望月真澄『御宝物で知る身延山の歴史』日蓮宗新聞社、2006年。

参考書　望月真澄『身延山参詣道を歩く』イーフォー、2011年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

身延山周辺を歩くので、歩きやすい服装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 仏教芸術専攻　専門科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [01978] ゼミナールⅠ（柳本伊左雄）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- ３年 --

担当者 柳本　伊左雄 ヤナギモト　イサオ yanagimoto isao

【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 仏教芸術専攻　資格取得科目 博物館学芸員資格取得課程

講義名 [05071] 博物館実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （3） 種　類 実習

対象学年 -- -- 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】

全国各地の登録博物館・博物館相当施設で､ 博物館学芸員としての業務を実際に体験してもらう｡館務実習の内容及び期間は､ 実

習館に任せる｡随時、学外における実習も行う。

学芸員として勤務できるようになることを到達目標とする。

【授業方法】

博物館実習は､ 館務実習・学外実習を併せて合計１４日間行うこと｡本学が主催する学外実習は随時行うが､ その際は掲示板にて案内

する｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

実習の際には、必ず事前学修120分、事後学修120分を行うこと。

【評価の方法及び基準】

本学で作成した実習評価に基づき､ 実習館で評価してもらう｡ そして、本課程が行う学外実習による評価を併せ､ 総合評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第1回

【教科書・参考書】

テキスト：特になし。

参考書：全国大学博物館学講座協議会西日本部会編 『博物館実習マニュアル』(芙蓉書房出版)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

館務実習や学外実習は時間厳守｡ 出席重視なので遅刻・欠席をしないこと｡�学外実習が終ってから２週間以内に大学学務に実習録を提

出し､指導教員の認印を受けること｡春季・夏季中の実習は、休暇後に学校が始まってから２週間以内に実習録を提出すること。提

出が遅いと実習録を受け付けません。よって実習録の提出期限を守ること。
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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 [00000] チームマネジメント

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

[授業の目的・ねらい]

（1）対人援助に必要な人間の関係性を理解し、関係形成に必要なコミュニケーションの基礎的な知識を習得する学習とする。

（2）介護の質を高める為に必要な、チームマネージメントの基礎的な知識を理解し、チームで働くための能力を養う学習とする

。

[授業全体の内容の概要]

　介護実践をマネジメントするために必要な組織の運営管理、人材の育成や活用等の人材管理、それらに必要なリーダーシップ

・フォロワーシップ等、チーム運営の基本を理解する内容とする。

[授業修了時の達成課題（到達目標）]

　利用者に対して、あるいは多職種協働で進めるチームマネージメントにおいて、円滑なコミュニケーションをとるための基礎

的なコミュニケーション能力を養う。

【授業方法】

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

より、各自のコミュニケーションの方法を振り返り、コミュニケーション能力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：講義前に提示された課題について学習してくること。

事後学習120分：講義後はノートや資料の整理を行い、講義内容の理解を深めること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト・授業の取り組み姿勢・リアクションペーパーなどを総合的に評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

チームとは第1回

チームマネージメントとは第2回

チームマネージメントとコミュニケーション第3回

チームマネージメントと介護福祉士の役割第4回

多職種連携とチームマネージメント第5回

チームマネージメントと運営管理第6回

チームマネージメントと人材育成第7回

チームマネージメントの人材活用第8回

チームマネージメントと人材管理第9回

チームマネージメントとリーダーシップ第10回

リーダーシップと介護福祉士の役割第11回

チームマネージメントとフォロワーシップ第12回

チームマネージメントとチーム運営の基本第13回

チームマネージメントとチーム運営（応用）第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『人間の理解』第３版　介護福祉士養成講座１　介護福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業で配布した資料に目を通し、技術的なことについては各自日常的にトレーニング等の復習をしてください。
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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 [00000] 保育の心理学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、保育実践に関わる発達理論などの心理学的知識を習得することを目的としている。保育における養護及び教育の一

体性や子どもの発達に即した援助の基本、子どもの学びの過程や特性についての理解を深め、保育実践で活用できるようにする。

この授業を通じて、受講生は子どもの心身の発達や学びの過程にかかわる心理学の基礎を習得し、理解を深めることができる。ま

た、子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具体的に理解することができる。

【授業方法】

教科書をもとに講義、演習、ディスカッションを行う。授業の中では適宜例を示したり、演習を行うなどして、現場で生かすイ

メージを持てるようにする。教科書は受講前に熟読し、用語の理解に努めること。さらに、毎回学んだ内容をまとめることで定

着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、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】

内容確認テスト５０％、小テスト２０％（10％×2）授業への取り組み２０％、課題への取り組み１０％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの発達を理解することの意義第1回

発達観や子ども観と保育観の変遷／個人差や発達課題に応じた保育第2回

子どもの発達と環境／子どもの発達に応じた保育援助第3回

子どもの発達と保育環境／保育実践の評価／小テスト１第4回

子どもの身体発達、運動発達第5回

感情の発達と自我第6回

基本的信頼感の獲得ー愛着の形成第7回

他者とのかかわり／社会情動的発達第8回

言語の発達と社会性／社会的相互作用第9回

子どもの知覚と認知の発達第10回

子どもの学びに関わる理論／人はどのように学ぶのか？第11回

子どもの学びの過程と特性／動機付け・集団づくり・学習評価第12回

子どもの学びを支える保育／主体的な学びを支える方法・環境の検討第13回

学童期以降の発達／生涯発達の視点第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：『実践・発達心理学第２版(新時代の保育双書)』青木紀久代編（みらい）2017年、参考書：『子どもとかかわる人のため

の心理学―発達心理学、保育の心理学への扉』沼山博・三浦主博編（萌文書林）2013年、『保育の心理学Ⅰ』杉村伸一郎・白川佳

子・清水益治編（中央法規）2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

心理学は保育に役に立つ学問です。そのための知識をたくさん身につけてください。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ほ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 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01601] ボランティア論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

ボランティアの基礎知識を理解し、ボランティア活動を行う意義を理解できる。

さまざまなボランティア活動があることを理解し、「私ができるボランティア活動」を見つけることができる。

地域で行われているボランティア活動を理解する。

学生が行うことができるボランティア活動を企画し実施することができる。

【授業方法】

一方的な講義ではなく、学生たちが主体的に考えて言葉にしていくアクティブラーニング形式の授業を実施していく。

授業終了後、リアクションペーパーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【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分以上）

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分以上）

【評価の方法及び基準】

学力確認レポート（60％）、中間レポート（30％）、リアクションペーパー（10％）の配分で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業についてオリエンテーション第1回

ボランティアとは第2回

ボランティア活動の沿革（海外）第3回

ボランティア活動の沿革（日本）第4回

ボランティア活動の内容第5回

社会福祉機関が行うボランティア活動第6回

企業が行うボランティア活動第7回

学校が行うボランティア活動第8回

中間プレゼンテーション第9回

ボランティア活動の実際①第10回

ボランティア活動の実際②第11回

地域で必要なボランティア活動①第12回

地域で必要なボランティア活動②第13回

最終プレゼンテーション第14回

科目の総括第15回

【教科書・参考書】

※書き方

「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】

座学だけではなく、実際にボランティア活動を行い理解を深めていく科目になる。そのため授業以外でボランティア活動に参加し

、授業で学んだ知識を活かすようにして欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01602] 高齢者

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

超高齢社会を迎え、高齢者福祉の重要性が増しています。高齢者の特徴・社会的状況・制度・施策など高齢者を総合的に理解すること

が求められています。本授業では、様々な視点から基本的な高齢者に関する知識を習得し、高齢者理解を深めていきます。本授業

を受講することにより、受講生は幅の広い知識を基に、総合的に高齢者を捉える視点を構築できます。

【授業方法】

教科書、参考書、各種資料を通して、受講者の高齢者への理解度を深めていきます。また同時に今後必要とされる資料を読み取る力

を高めていきます。加えて現実に起きている高齢者問題についてグループ討議などの方法で、多角的にものを考える力つけてい

きます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回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、教科書、配布資料の予習を行うこと。事後の学習で

は、授業中に提示した資料を基に要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢第1回

少子高齢社会の状況第2回

少子高齢社会と社会的問題第3回

高齢化と地域間格差第4回

高齢者を取り巻く家族の状況第5回

高齢者の特性第6回

高齢者の特性第7回

高齢者を取り巻く新たな課題第8回

高齢者虐待の状況第9回

高齢者虐待防止法　虐待の定義第10回

高齢者福祉の歴史第11回

高齢者福祉の歴史第12回

高齢者福祉の歴史第13回

高齢者の住環境第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

 教科書： 「新・社会福祉士養成講座　第１３巻　高齢者に対する支援と介護保険制度｣（中央法規出版 ）2016年　参考書：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】

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

問題点を整理するように。また、日頃から各種メディアを通して高齢者に関する諸問題をメモしておくこと。
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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 [01603] 介護保険制度

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

・介護保険制度について理解する｡ 

・高齢者の福祉・介護に係る他の法制度の概要について理解する｡�[授業修了時の達成課題 (到達目標)] 社会福祉士として必要な高齢

者福祉に係る法律制度､ 特に介護保険制度の理解､ および介護保険制度を取り巻く組織や人々の役割を学ぶことを到達目的とする

｡

【授業方法】

[授業全体の内容の概要] 高齢者福祉を取り巻く法制度を､ 介護保険制度を中心に現状と課題について概説する｡�

【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】

学力確認テスト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】

介護保険制度の概要 (その１)第1回

介護保険制度の概要 (その２)第2回

介護保険法における組織及び団体の役割と実際 (国・市町村・都道府県の役割)第3回

介護保険法における組織及び団体の役割と実際 (指定サービス事業者・国民保険団体連合会・その他の役割)第4回

介護保険法における専門職の役割と実際 (介護支援専門員・訪問介護員の役割)第5回

介護保険法における専門職の役割と実際 (介護職員・福祉用具専門相談員・介護相談員等の役割)第6回

介護保険法における専門職の役割と実際 (介護認定審査会の委員､ 認定調査委員の役割)第7回

介護保険法におけるネットワーキングと実際 (要介護認定における連携)第8回

介護保険法におけるネットワーキングと実際 (サービス利用時における連携)第9回

地域包括支援センターの組織体系､ 地域包括支援センターの活動の実際第10回

老人福祉法の概要第11回

高齢者虐待の防止､ 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (高齢者虐待の定義､ 虐待防止の取り組み､ 虐待発見時の対

応)
第12回

高齢者､ 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の概要第13回

高齢者の住居の安全確保に関する法律 (高齢者向け優良賃貸住宅､ 高齢者専用賃貸住宅､ 高齢者住居支援センターの役割

)
第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

｢新・社会福祉士養成講座13　高齢者に対する支援と介護保険制度（第4版）｣ 編集社会福祉士養成講座編集委員会　中央法規出　2016

年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

介護保険制度における理解を深め、高齢者を取り巻く課題を考えてほしい。

事前にテキストを読み、授業後は新聞等で高齢者を取り巻く社会状況を理解するよう努めてほしい。
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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 [01604] 社会福祉援助技術論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

今日の多様化する社会と変化の激しい流れの中で、福祉ニーズは多種多様で複雑化しています。これらの福祉ニーズに対応していく

ためには、広い視野と深い洞察力を持った確かな力を持つ専門職が求められます。本授業では、相談援助に関する基本的な理論から

始まり、相談援助の対象、実践モデルなど相談援助活動を理解し、具体的に展開できる基礎を固める内容になっています。受講生

は専門性の基盤を確認し、相談援助活動を展開できる実践力を高めていくことができます。

【授業方法】

講義、個別指導講義、個別指導、グループワークなどを通してソーシャルワークの定義や枠組みへの理解とソーシャルワーク支援

過程の中で活用される技術への理解を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（10%）中間要約レポート（20%）期末レポート（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】

オリエンテーション第1回

社会福祉の役割と意義（社会福祉士及び介護福祉士法・社会福祉士の専門性）第2回

相談援助の概念と範囲（定義・義務等）第3回

ソーシャルワークに係る各種国際定義（国際ソーシャルワーカー連盟の定義等）第4回

ソーシャルワークの形成過程（慈善組織組合・セツルメント運動など）第5回

相談援助の理念（人権尊重）第6回

相談援助の理念（社会正義）第7回

相談援助の理念（利用者本位）第8回

相談援助の理念（尊厳の保持）第9回

相談援助の理念（権利擁護）第10回

相談援助の理念（自立支援）第11回

相談援助の理念（社会的包摂）第12回

相談援助の理念（ノーマライゼーション）第13回

相談援助における権利擁護の意義（相談援助における権利擁護の概念と範囲）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

「新・社会福祉養成講座」　第７巻　相談援助の理論と方法Ⅰ」中央法規出版　2016年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会福祉援助活動における相談援助の本質を説明できるように、専門職と非専門職の違いはどういった点にあるのかを意識しなが

ら受講してください。
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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 [01605] 社会福祉援助技術論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

今日の多様化する社会と変化の激しい流れの中で、福祉ニーズは多種多様で複雑化しています。これらの福祉ニーズに対応していく

ためには、広い視野と深い洞察力を持った確かな力を持つ専門職が求められます。本授業では、相談援助に関する基本的な理論から

始まり、相談援助の対象、実践モデルなど相談援助活動を理解し、具体的に展開できる基礎を固める内容になっています。受講生

は専門性の基盤を確認し、相談援助活動を展開できる実践力を高めていくことができます。

【授業方法】

講義、個別指導、グループワークなどを通してソーシャルワークの定義や枠組みへの理解とソーシャルワーク支援過程の中で活

用される技術への理解を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（10%）中間レポート（20%）期末レポート（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】

オリエンテーション第1回

相談援助に係る専門職の概念第2回

相談援助に係る専門職の範囲第3回

福祉行政における専門職 (福祉事務所の現業員・査察指導員・社会福祉主事等)第4回

民間施設・組織における専門職 (施設長・生活相談員・社会福祉協議会の職員等)第5回

諸外国の動向第6回

専門職倫理の概念第7回

倫理綱領 (社団法人日本社会福祉士会倫理綱領・国際ソーシャルワーカー連盟倫理綱領等)第8回

倫理的ジレンマ第9回

総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容 (チームアプローチ等)第10回

ジェネラリストの視点に基く総合的かつ包括的な援助の意義第11回

ジェネラリストの視点に基く総合的かつ包括的な援助の内容第12回

ジェネラリストの視点に基く多職種連携の意義 (チームアプローチ等)第13回

ジェネラリストの視点に基く多職種連携の内容 (チームアプローチ等)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

「新・社会福祉養成講座　第７巻　相談援助の理論と方法Ⅰ」中央法規出版　2016年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会福祉援助活動における相談援助の本質を説明できるように、専門職と非専門職の違いはどういった点にあるのかを意識しなが

ら受講してください。
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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 [01606] 生活支援技術Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １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】

〔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〕

ICFの視点を生活支援に活かすことの意義を理解し、生活の豊かさや心身の活性化のための支援につながる内容とする。

住まいの多様性を理解するとともに、生活の豊かさや自立支援のための居住環境の整備について基礎的な知識を理解する内容とす

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】

学生自身の生活の行動から高齢者の生活支援を分析していく。演習課題を提示しながら進めていく。

事前学習90分　テキストをあらかじめ読んでおく

事後学習90分　指定した参考文献に目を通し、要点をまとめる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験・レポート・出席状況・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自立に向けた居住環境の整備　意義と目的第1回

生活支援の介護　　居住場所とアイデンティティー、生活の場、すまい第2回

生活支援の介護　住み慣れた地域での生活保障、その他第3回

住環境のアセスメント　ICFの視点にもとづく利用者の全体像のアセスメント第4回

安心で心地よい生活の場づくり　　安全で住み心地のより生活の場づくりのための工夫第5回

安心で心地よい生活の場づくり　　快適な室内環境の確保第6回

安心で心地よい生活の場づくり　　浴室・トイレ・台所の空間構成第7回

安心で心地よい生活の場づくり　　プライバシーの確保と交流の促進第8回

安心で心地よい生活の場づくり　　安全性の配慮　その他第9回

安心で心地よい生活の場づくり　　住宅改修第10回

安心で心地よい生活の場づくり　　住宅のバリアフリー化　ユニバーサルデザイン　その他第11回

施設等での集住の場合の工夫・留意点　　ユニットケア第12回

施設等での集住の場合の工夫・留意点    居室の個室化第13回

施設等での集住の場合の工夫・留意点　　なじみの生活空間づくり第14回

他の職種の役割と役割第15回

【教科書・参考書】

「生活支援技術Ⅰ・Ⅱ」　社会福祉士養成講座　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】

生活支援の基本的な考えを、自分自身の生活の中から学ぶ。
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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 [01607] 生活支援技術Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者
雨宮　邦子 アメミヤ　クニコ amemiya kuniko

依田　萬代 ヨダ　タカヨ yoda takayo

【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〕

介護の基礎となる生活支援と意義を理解し、経営・管理する能力を養う。

生活の継続性を支援する観点から、対象者が個々の状態に応じた火事を自立的に行うことを支援するための、基礎的な知識・技術を

習得する内容とする。

〔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】

食生活：授業はテキストにそって行う。

衣生活：テキストやその都度講義に合わせたプリントを使用して授業を進めます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験・レポート・出席状況・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

生活支援－生活の理解（生活の定義、生活形成のプロセス・生活経営他）第1回

生活支援－生活支援（生活支援の考え方・ＩＣＦの視点にもとづくアセスメント・その他）第2回

自立に向けた食事の介護－食事の意義と目的　アセスメント（ＩＣＦの視点にもとづくアセスメントを含む）第3回

「おいしく食べる」ことを支える介護　①　食卓の環境づくり　食器の工夫第4回

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　②　献立に興味をもってもらう工夫　その他第5回

生活と食事　食生活の変遷　食事形態第6回

食生活と健康　栄養素の種類と働き　身体の機能と栄養第7回

食品の成分と保存・管理・食品の安全　食品衛生に関する法規第8回

介護の関する家庭生活－家庭経営と家庭管理（生活時間、家事労働の分類と特徴及び疲労）第9回

介護の関する家庭生活－家庭管理（休養と栄養、家事及び介護労働の能率化、利用者への家事援助と作業管理、家庭の

情報処理）
第10回

自立に向けた衣服の介護－被服の機能と素材第11回

自立に向けた衣服の介護－被服と衛生第12回

自立に向けた衣服の介護－被服の選択と管理第13回

介護と衣生活－高齢者の衣生活第14回

介護と衣生活－障害者の衣生活第15回

【教科書・参考書】

「生活支援技術Ⅰ・Ⅱ」　社会福祉士養成講座 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】

食生活：授業には休まず出席、レポートを提出（高齢者を対象とした１週間の献立作成）すること

衣生活：毎回、レポート・課題がありますので、休まず出席して提出して下さい。
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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 [01608] 発達と老化の理解Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 神田　尚 カンダ　タカシ kanda takashi

【授業のねらい及び到達目標】

〔授業の目的・ねらい〕

人間の成長と発達の過程における、身体的・心理的・社会的変化及び老化が生活に及ぼす影響を理解し、ライフサイクルの特徴

に応じた生活を支援するために必要な基礎的な知識を習得する学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

人間の成長と発達の基本的な考え方を踏まえ、ライフサイクルの各期（乳幼児期・学童期・思春期・青年期・成人期・老年期）

における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病について理解する内容とする。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

ライフサイクルの各期（乳幼児期・学童期・思春期・青年期・成人期・老年期）の身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特

徴的な疾病について理解する。

【授業方法】

講義形式で行う。時には学生に発言を求め、討議を行う。

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

に努めること。事前学習、事後学習とも各単元30分ずつ行うこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験結果、出席状況、授業態度、レポート結果などを総合的に評価する。

【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

人間の成長と発達の基礎的理解第2回

発達の定義と、発達段階とその課題第3回

保健医療制度（ＷＨＯ・老人福祉・老人保健法）第4回

乳幼児期における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病第5回

学童期における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病第6回

思春期における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病第7回

青年期における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病第8回

成人期における身体的・心理的・社会的特徴と発達課題及び特徴的な疾病第9回

老年期における特徴的な疾病第10回

老年期における発達課題（人客と尊厳・老いの価値・喪失体験・セクシュアリティ等）第11回

老年期における身体的・心理的・社会的特徴（防衛反応・回復力及び適応力の変化）第12回

老年期における身体的変化と日常生活への影響（身体機能の変化と日常生活への影響）第13回

老年期における身体的変化と日常生活への影響（知的・認知機能・精神的機能の変化と日常生活への影響）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『発達と老化の理解』　介護福祉士養成講座

介護福祉士養成講座編集委員会（編）中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

介護福祉士の必修科目である。このことを自覚して授業に参加していただきたい。
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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 [01609] 発達と老化の理解Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １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〕

人間の成長と発達の過程における、身体的・心理的・社会的変化及び老化が生活に及ぼす影響を理解し、ライフサイクルの特徴

に応じた生活を支援するために必要な基礎的な知識を習得する学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

老化に伴う身体的・心理的・社会的な変化や、高齢者に多く見られる疾病と生活への影響、健康の維持・増進を含めた生活を支援す

るための基礎的な知識を理解する内容とする。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

老化に伴うこころとからだ変化と生活や、老化に伴う疾病、保健医療職との連携がそれぞれ理解できる。

【授業方法】

レジュメを作成し高齢者の疾病を整理しながらし進めていく。

ビデオ・ＤＶＤを使用した講義、グループ討議なども取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　テキストを読み疑問点を明らかにしておくこと。

事後学習120分　当日の学習内容のポイントをノートにまとめておくこと。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（８０％）演習課題提出（２０％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

1　オリエンテーション第1回

2　老化に伴うこころの変化と生活（老化を受けとめる高齢者の気持ち）第2回

3　老化に伴うこころの変化と生活（社会や家庭での役割を失う高齢者の気持ち）第3回

4　老化に伴うこころの変化と生活（障害を受け止める高齢者の気持ち）第4回

5　老化に伴うこころの変化と生活（友人との別れを受け止める高齢者の気持ち）第5回

6　老化に伴うこころの変化と生活（経済的不安を抱える高齢者の気持ち）第6回

7　老化に伴うからだの変化と生活（高齢者の症状の現れ方の特徴）第7回

8　老化に伴うからだの変化と生活（高齢者に多い疾病））第8回

9　老化に伴うからだの変化と生活（高齢者に多い疾病の日常生活における留意点）第9回

10　老化に伴うからだの変化と生活（高齢者の体の不調の訴え-痛み・かゆみ）第10回

11　老化に伴うからだの変化と生活（高齢者の体の不調の訴え-不眠・冷え・その他）　　第11回

12　保健医療職との連携１第12回

13　保健医療職との連携２第13回

14　保健医療職との連携３第14回

15　まとめ第15回

【教科書・参考書】

『発達と老化の理解』　介護福祉士養成講座

介護福祉士養成講座編集委員会（編）中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

整理しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01610] 介護概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

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」｢自立支援｣という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の観点から捉え

るための学習。また、介護における安全やチームケア等について理解する。

　　介護福祉の基礎となる理念や、地域を基盤とした生活の継続性を支援するためのしくみを理解し、介護福祉の専門職としての

能力と態度を養う学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

介護の歴史や社会的背景から介護福祉士を取り巻く状況を理解する。

介護とは何かを考える。介護福祉士の役割と機能を支えるしくみを理解する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

介護福祉とは何かを学び、考え、自己の介護観を構築する基礎とする。

【授業方法】

１ 介護の目的､ 意義を理解する｡ ２ 介護の役割と範囲を理解させるとともに､ 看護・医療及び家政との関係について理解さ

せる｡ ３ 具体的な介護の展開と過程や､ 介護の実際について演習形式等を活用し理解させる｡ ４ 介護と他の機関との関係・協

力・連携・範囲を理解する｡ ５ 身体的及び精神的な変化に対する観察技術を身につけ､ それらの変化に速やかに正しく対処で

きる能力を養い､ 保健・医療機関､ 専門職との連携､ 協力及び必要に応じたその手助けをすることができるようにする｡ ６ 病

気や遭遇しやすい事故についての知識をもち､ それらに対する緊急連絡方法や応急処置を講ずることができるようにする｡

【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。演習課題の宿題。

【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】

介護概念第1回

介護の歴史第2回

介護問題の背景第3回

家族介護の問題第4回

高齢者虐待の背景第5回

介護ニーズの変化第6回

社会福祉士及び介護福祉士法第7回

介護福祉士の定義第8回

介護福祉士の義務第9回

名称独占と業務独占　医療処置を必要とする場合の介護第10回

養成制度第11回

登録状況第12回

専門職能団体の活動第13回

専門職集団としての役割、機能、第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『介護概論』三訂　介護福祉士養成講座１２　福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

参考書「介護の基本」最新介護福祉士試験全書　メジカルフレンド社

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義でとりあげる個々の定義､ 意義を鵜呑みにせず良く考え､ 討議し実践を通して自分のものにしてほしい｡ 介護を必要とする

人を援助するという事は､ その人の人生に関わるという責任を自覚し､ 喜びや哀しみに共感できる優しさと強さを望む｡
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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 [01611] 介護概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

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」｢自立支援｣という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の観点から捉える

ための学習。また、介護における安全やチームケア等について理解する。

　　介護福祉士の基本となる理念や、地域を基盤とした生活の継続性を、支援するためのしくみを理解し、介護福祉士の専門職とし

ての能力と態度を養う学習とする。

〔授業全体の内容の概要〕

　利用者の主体性を守り尊厳を支える介護を学ぶ。

　自立に向けた介護について理解する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

　介護福祉士の業務を行うにあたり、利用者の主体性や自立支援の重要性を理解できる。

【授業方法】

１老人や障害者の介護と援助法　２人間の発達と生活　３介護福祉の援助と方法の理解　４介護福祉活動分野の理解　５尊厳を支

える介護の理解

【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、演習課題の宿題を行う。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（８０％）　演習課題提出（２０％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ＱＯＬの考え方第1回

ノーマライゼーションの定義第2回

ノーマライゼーションの実現第3回

利用者主体の考え方第4回

利用者主体の実現第5回

自立に向けた介護（自立･自律の考え方）第6回

自己決定・自己選択･自立支援の考え方第7回

自律支援の具体的展開第8回

生活意欲への働きかけ、エンパワメント第9回

個別ケアの考え方第10回

個別ケアの具体的展開第11回

ＩＣＦの考え方第12回

ＩＣＦの視点にもとづく利用者のアセスメント第13回

事例検討第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『介護概論』三訂　介護福祉士養成講座１２　福祉士養成講座編集委員会（編）　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

講義でとりあげる個々の定義､ 意義を鵜呑みにせず良く考え､ 討議し実践を通して自分のものにしてほしい｡ 介護を必要とする

人を援助するという事は､ その人の人生に関わるという責任を自覚し､ 喜びや哀しみに共感できる優しさと強さを望む｡
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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 [01612] 保育の心理学Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 -- -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、保育実践にかかわる心理学の知識を習得できるようにすることを目的としている。発達の過程や乳幼児期の位置づ

けについては、生涯発達の観点から理解し、保育との関連を考察する。この授業を通じて、受講生は、子どもの心身の発達にかか

わる心理学の基礎を習得し、理解を深めることができる。また、子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具

体的に理解することができる。

【授業方法】

教科書をもとに、テーマに沿って講義を行う。授業の中では、受講生が自分自身の身近な事柄に引き付けて理解することができるよ

う、できる限り例を示すようにする。受講前に教科書を熟読し、用語の理解に努めること。さらに、毎回学んだ内容をまとめる

ことで定着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、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％）、小テスト（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】

子どもを理解するということ／生涯発達第1回

発達観や子ども観と保育観の変遷／個人差や発達課題に応じた保育第2回

子どもの発達に応じた保育援助第3回

子どもの発達と保育環境／保育実践の評価／小テスト１第4回

子どもの知覚と認知の発達第5回

子どもの身体発達、運動発達第6回

他者とのかかわり第7回

感情の発達と自我第8回

基本的信頼感の獲得－愛着を中心に第9回

社会的相互作用／言葉の発達と社会性／小テスト２第10回

仲間関係の発達／学童期から思春期へ第11回

思春期～青年期の発達第12回

成人期の発達(自己・家庭・キャリア)第13回

中年期～老年期の発達第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：『実践・発達心理学第２版(新時代の保育双書)』青木紀久代編（みらい）2017年、参考書：『子どもとかかわる人のため

の心理学―発達心理学、保育の心理学への扉』沼山博・三浦主博編（萌文書林）2013年、『保育の心理学Ⅰ』杉村伸一郎・白川佳

子・清水益治編（中央法規）2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

心理学は保育に役に立つ学問です。そのための知識をたくさん身につけてください。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ほ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 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01613] 教育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

近代から現代に至る日本の教育の思想と歴史をたどり､ 現在子どもが直面する課題と子どもの権利を保障する教育改革の原理および

その内容を探りたい｡子どもが直面する課題と教育改革の理論とその内容について理解できることを目標とする。

【授業方法】

基本的に講義形式。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・事後の学習を行うこと。

事前学修　あらかじめ指示されたテキストや資料を読み、自分の意見をまとめておく。

事後学修　授業を振り返り、要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション 教育学を学ぶ意義第1回

近代公教育制度の発足 (１) 近代学校成立の意味第2回

近代公教育制度の発足 (２) 教育目的をめぐる論争第3回

教育勅語の成立とその意味第4回

大正新教育運動と教育改革第5回

ファシズムと教育第6回

戦後教育改革 (１) 敗戦と教育第7回

戦後教育改革 (１) 敗戦と教育第8回

教育の逆コース第9回

高度成長期の教育思想第10回

現代教育問題 (１) おちこぼれ・体のおかしさ・非行・家庭内暴力第11回

現代教育問題 (２) 校内暴力・管理教育（体罰、校則）第12回

現代教育問題 (３) いじめ・不登校第13回

臨時教育審議会の設置と新自由主義改革第14回

子どもの権利条約の意義、まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

い｡ 適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。とりあえず竹内常一 『少年期不在』(青木書店)､ 竹内常一 『教育を変える』(桜

井書店)､ 田沼朗・他編 『いま､ なぜ教育基本法の改正なのか』(国土社)､ 山住正己 『日本教育小史』(岩波書店)に目を通して

おいてほしい。

【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 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01614] 保育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

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

、さらに保育の制度や現状について理解することができます。

【授業方法】

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

ことも含めます(保育所訪問後のフィードバックを大切にする)。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育とは何か第1回

保育の基本となること　その１第2回

保育の基本となること　その２第3回

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

保育の基盤としての子ども観　その１第5回

保育の基盤としての子ども観　その２第6回

子どもが育つ環境の理解第7回

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

保育所訪問・観察実習のフィードバック第9回

子どもの発達特性と発達の捉え方第10回

現代の子育てと子育て支援第11回

保育者に求められるもの第12回

保育の記録と実践の原理第13回

保育の現状と課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新しい保育講座　保育原理』渡邉英則 (ミネルヴァ書房） 2018。  

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

援助』高嶋景子著（ミネルヴァ書房） 2011年。 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

あるので注意すること｡
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対象年度 学科・科目 分野

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 [01631] 社会調査の基礎

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 國枝　俊弘 クニエダ　トシヒロ kunieda toshihiro

【授業のねらい及び到達目標】

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

を受講することで社会調査に関する基本的事項（社会調査の目的、歴史、方法論、各種調査方法とその長所短所、調査倫理など）の

習得をめざします。

[授業修了時の達成目標（到達目標）]

・既存の社会調査結果に接するときの留意点を習得する。

・実際に社会調査を実施する際に必要な基本知識を習得する。

・基本的なデータ処理とデータの解釈ができるようになる。

【授業方法】

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

講義中心ですがアンケートの設計や統計処理の実習も行います。

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

パワーポイントを用いての講義形式で行います。なお授業では、可能な範囲で授業内で調査に関連するワーク等を通じて可能な限

り双方向的なやり取りを目指します。

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

【評価の方法及び基準】

この授業では、毎回それぞれ1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

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

評価基準は、学力確認テスト（80%）、およびレポート／課題（20%）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会調査とは－社会調査の目的－第1回

社会調査における倫理と個人情報の取り扱い第2回

社会調査の種類第3回

量的調査の手順第4回

アンケート票の設計の技術第5回

量的データの処理と解釈第6回

統計法（１）基礎的な統計処理第7回

統計法（２）多変量解析第8回

調査設計実習第9回

質的調査の特徴と種類第10回

観察法と面接法第11回

社会福祉における質的データの取り扱い第12回

インタビュー実習第13回

社会調査の実施におけるIT技術の活用第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

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

その他、講義時に紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01632] 地域福祉の理論と方法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木　寛之 タカギ　ヒロユキ takagi hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

この授業は、地域福祉の理論と方法についての基本的な理解を深めることをねらいとしています。受講生は、本授業を受講すること

により、①地域福祉の概念の変化と地域福祉の発展過程を理解する②新しい社会福祉サービスである地域福祉の理念と内容を理解す

る。③権利擁護、地域自立生活支援、社会的包摂などを理解する。ことを目標とします。

【授業方法】

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

システムについて理解します。適宜、ビデオ等の視聴覚教材を使用します。本授業は、学生との双方向授業です。

【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を求めます。事前の学習では、該当するテキストの章を読む

こと。事後に学習では、授業で学んだ内容が実社会でどのように具現化されているのかを調べること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（30％）、学力確認テスト（60％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　私たちの暮らしと地域福祉
第1回

地域福祉の歴史的発展第2回

新しい生活課題に対応する地域福祉第3回

福祉コミュニティの考え方と地域福祉の主体形成第4回

地域福祉理論の発展と広がり第5回

地域のとらえ方と福祉圏域第6回

地域福祉の主体と福祉教育第7回

社会福祉における地方分権化と地域福祉計画第8回

社会福祉協議会の役割と実際第9回

社会福祉法人の役割と意義第10回

特定非営利活動法人の役割とボランティア活動第11回

コミュニティソーシャルワークの考え方第12回

コミュニティソーシャルワークの方法第13回

地域アセスメント第14回

総括　ソーシャル・サポート・ネットワーク第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・地域福祉の理論と方法は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となっており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における

社会福祉利用者の自立を支援するものです。したがって、私たちの生活に深く関わりを持つものです。自分の問題として考え、学修に取

り組んでください。

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01633] 地域福祉の理論と方法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木　寛之 タカギ　ヒロユキ takagi hiroyuki

【授業のねらい及び到達目標】

この授業は、地域福祉の理論と方法についての基本的な理解を深めることをねらいとしています。受講生は、本授業を受講すること

により、①地方分権改革などの政策動向と地域福祉の関係について理解する。②地域福祉計画等の意義と内容、策定方法につい

て理解する。③地域福祉を推進する機関・人的資源等について理解する。④地域福祉推進のための計画と課題について理解する。

ことを目標とします。

【授業方法】

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

システムについて理解します。適宜、ビデオ等の視聴覚教材を使用します。本授業は、学生との双方向授業です。

【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を求めます。事前の学習では、該当するテキストの章を読む

こと。事後に学習では、授業で学んだ内容が実社会でどのように具現化されているのかを調べること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（30％）、学力確認テスト（60％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス　専門職の支援と地域福祉第1回

地域福祉推進における住民参加の意義第2回

住民の代表性と参加方法第3回

ソーシャルサポートネットワークの考え方第4回

社会資源の開発第5回

地域における福祉ニーズの把握方法第6回

地域における福祉ニーズの方法の実際第7回

地域トータルケアシステムの必要性と考え方第8回

地域包括ケアシステムと地域福祉第9回

生活困窮者支援と地域福祉第10回

地域における福祉サービスの評価方法第11回

災害支援と地域福祉第12回

まちづくりと地域福祉第13回

地域福祉の政策・動向第14回

地域福祉の今後の課題第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

・地域福祉の理論と方法は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となっており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における

社会福祉利用者の自立を支援するものです。したがって、私たちの生活に深く関わりを持つものです。自分の問題として考え、学修に取

り組んでください。

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01634] 福祉行財政と福祉計画

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

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

財政を含む福祉制度と計画の意義について理解し、理解したことを活用できる。

【授業方法】

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

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

の目的や意義を踏まえ、具体的な各種計画の実際を理解する力を高めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

と。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

福祉と制度第1回

福祉の法制度の展開第2回

福祉の法制度の展開第3回

福祉行政の組織第4回

福祉行政の実施体制第5回

福祉財政（社会保障関係費の動向）第6回

福祉財政（福祉サービスの利用と費用負担）第7回

福祉行政の組織と団体第8回

福祉行政の組織と団体と専門職の役割第9回

福祉計画の意義・目的第10回

福祉計画の基本的視点第11回

福祉計画におけるニーズ把握・評価・住民参加第12回

福祉計画の実際（介護保険事業計画等）第13回

福祉計画の実際（地域福祉計画等）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01635] 福祉サービスの組織と経営

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

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

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

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

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

ことが可能になります。

【授業方法】

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】

福祉サービスにおける組織と経営第1回

福祉サービスにおける組織と団体（法人とは）第2回

福祉サービスにおける組織と団体（社会福祉法人等）第3回

福祉サービスの組織と経営の基礎理論第4回

集団力学における基礎理論・リーダーシップ第5回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第6回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第7回

苦情対応とリスクマネジメント第8回

サービス提供のあり方の方向性第9回

福祉サービスの管理運営の方法（人事管理と労務管理）第10回

人材育成第11回

専門職のキャリアアップ第12回

福祉サービスの管理運営の方法（会計管理と財務管理）第13回

福祉サービスの管理運営の方法第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01636] 社会保障論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

【授業のねらい及び到達目標】

　この講義では、様々な問題を考えながら、我が国でどのような社会保障政策が行われているのか、その具体的な制度の概略を

理解してもらう。社会保障論Ⅰでは、年金保険と労働保険の問題を主に取り上げ、社会保障論Ⅱへ内容を引き継ぐ。

　

（知識・理解）

わが国における社会保障制度体制の枠組みを理解する。その理解をもとに、年金保険制度・労働保険制度を中心とした具体的な

社会保険制度について理解し、説明できる。

（思考・技能・実践）

年金保険制度・労働保険制度についての理論を理解したうえで、現代の両制度が抱える問題点について自分の見解を抱くための

基礎を身につける。

【授業方法】

毎回レジュメを配布し、その内容を参照しながら講義形式で進める。毎回コメントペーパーを書いてもらい理解度を確認しなが

ら進めていく。試験では講義やレジュメの内容に基づきその理解度を確認する。社会福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目で

ある。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学習：配布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：配布プリントを復習し、分からないところなどを明確にしておくこと。

【評価の方法及び基準】

以下の配分で成績評価を行う。講義受講態度60％　テスト40％

※小テストには追試はないため、受けられなかった学生はレポートで対応するが、その時の点数は上限５点。ただし、レポートの

提出は各小テスト後１週間以内。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション：社会保障のなかの社会保険とは（諸概念の説明・下位分野の説明など）第1回

日本における社会保障の展開（社会保障審議会の報告等を中心に）第2回

我が国の年金保険制度①　戦前・戦後の年金制度の歴史第3回

我が国の年金保険制度②　年金の概念　修正積立方式、完全積立方式は可能か？第4回

我が国の年金保険制度③　制度の概要Ⅰ　全体の概要と一階部分第5回

我が国の年金保険制度④　制度の概要Ⅱ　二階部分・三階部分①第6回

我が国の年金保険制度⑤　制度の概要Ⅱ　二階部分・三階部分②第7回

我が国の年金保険制度⑥　付加的な制度（障害年金・遺族年金など）＋小テスト第8回

我が国の年金保険制度⑦　社会保障財政と年金財政第9回

我が国の年金保険制度⑧　ビデオ：歴史に見る社会保障改革第10回

我が国の年金保険制度⑨　最近の制度改革と問題点および中間まとめ第11回

我が国の労働保険制度①　労働にまつわる諸概念（失業の概念など）第12回

我が国の労働保険制度②　雇用保険制度第13回

我が国の労働保険制度③　労働保険労災保険制度第14回

まとめと振り返り＋小テスト第15回

【教科書・参考書】

参考書：『社会保障（新・社会福祉士養成講座）』（中央法規、2014年、2808円）

※講義は毎回配布するレジュメをもとに行います。テキストは参考にしてもらうもので購入は必須ではありません。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会保障制度の理解は困難を極めますが現代社会を生きる上では必ず必要になる知識です。苦労しながらも身につければ必ず役に

立ちます。

社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義です。両方を受講してください。

社会福祉士国家試験科目ですので、受験希望者は必ず受講してください。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01637] 社会保障論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

【授業のねらい及び到達目標】

この社会保障論Ⅱは、社会保障論Ⅰの内容を引き継ぎ、主に医療保険制度について取り上げる。また、現在ニュースでも話題にな

る時事的なトピックを取り上げることにより、社会福祉を考える上での社会保障制度の視点を身につけるとともに、日常生活と社会保

障制度の結びつきについても理解を深められるようにする。

【到達目標】

（知識・理解）

医療保険制度を中心とした具体的な社会保険制度について理解し、説明できる。社会保障制度にまつわる最新の動向のうちいく

つかについて理解し、説明できる。

（思考・技能・実践）

医療保険制度についての理論を理解したうえで、現代の同制度が抱える問題点について自分の見解を抱くための基礎を身につけ

る。最新の社会保障制度を巡るトピックについてその概要を理解したうえで、自身の見解を抱く基礎を身につける。

【授業方法】

毎回レジュメを配布し、その内容を参照しながら講義形式で進める。毎回コメントペーパーを書いてもらい理解度を確認しなが

ら進めていく。試験では講義やレジュメの内容に基づきその理解度を確認する。社会福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目で

ある。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学習：配布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：配布プリントを復習し、分からないところなどを明確にしておくこと。

【評価の方法及び基準】

以下の配分で成績評価を行う。

講義受講態度60％

小テストを２回実施（20点×２）してその合計得点40％

※小テストには追試はないため、受けられなかった学生はレポートで対応するが、その時の点数は上限５点。ただし、レポートの

提出は各小テスト後１週間以内。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション：医療保険とは第1回

医療保険制度の構造１：制度全体の概要第2回

医療保険制度の構造２：国民健康保険第3回

医療保険制度の構造３：被用者保険と医療保険制度の歴史第4回

医療財政と国民健康保険改革第5回

医療提供体制　：病院と診療所（開業医）、医師不足問題など第6回

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

ビデオ「国民保険料の問題」第8回

高齢者医療制度１：財政調整と前期高齢者医療制度第9回

高齢者医療制度２：後期高齢者医療制度第10回

世界の医療保険制度　アメリカ第11回

世界の医療保険制度　イギリスなど第12回

病院システムと医療崩壊：地域医療の崩壊第13回

ビデオ「わがまちに医師を」第14回

まとめと振り返り＋小テスト第15回

【教科書・参考書】

参考書：『社会保障（新・社会福祉士養成講座）』（中央法規、2014年、2808円）

※講義は毎回配布するレジュメをもとに行います。テキストは参考にしてもらうもので購入は必須ではありません。



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会保障制度の理解は困難を極めますが現代社会を生きる上では必ず必要になる知識です。苦労しながらも身につければ必ず役に

立ちます。

社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義です。両方を受講してください。

社会福祉士国家試験科目ですので、受験希望者は必ず受講してください。 
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01638] 障害者福祉論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

題について学びます。

【授業方法】

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

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

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

とを目標にします。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

習では授業で提示したポイントや考え方をノートに整理すること。

【評価の方法及び基準】

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

 

 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

障害者の生活実態　～障害者が置かれている状況を中心に～第1回

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

障害者福祉の思想と理念（1）：障害の概念　障害者観、人権尊重

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

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

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

ＤＶＤを鑑賞し課題をまとめる　～障害者運動草創期を戦った人々～第6回

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

障害者自立支援制度（2）障害者総合支援法の仕組みと基礎的理解第8回

障害者総合支援法における組織及び団体、相談支援事業所の役割と実際第9回

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

障害者が利用する各種制度　～保健・医療、教育、雇用・労働～第11回

障害者を支援する生活基盤　～経済生活、生活環境～第12回

障害者福祉の関連分野　～スポーツ、芸術、ボランティア～第13回

当事者参加と諸活動第14回

まとめ

障害者福祉の課題と展望
第15回

【教科書・参考書】

テキスト

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

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

（現代書館）2009年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01639] 児童福祉論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

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

やサービス体系について理解する｡ 

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

解に努めること」

【授業方法】

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

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

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

学習時間についてはそれぞれ120分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回事前・事後の学習をそれぞれ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 (25％)､ 試験結果 (75％) などを総合的に評価する｡�「受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟

読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること」 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

はじめに：児童福祉とは第1回

児童福祉の理念第2回

児童福祉の発展：日本における児童福祉の歩み第3回

児童福祉の発展：欧米における児童福祉の歩み第4回

子どもの権利第5回

子どもと家庭の権利保障第6回

現代社会と児童家庭福祉問題第7回

子ども家庭支援サービス第8回

社会的養護と自立支援サービス第9回

児童福祉の法体系第10回

児童福祉の体制第11回

児童福祉の財政第12回

福祉・保健・医療に係わる施策：児童健全育成第13回

福祉・保健・医療に係わる施策：保育第14回

まとめ－児童福祉の動向 テスト第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01640] 就労支援・更生保護制度

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 濵島　幸彦 ハマジマ　ユキヒコ hamajima yukihiko

【授業のねらい及び到達目標】

　本講義では、

１　各種の就労支援施策、更生保護制度の概要について理解する。

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

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

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

 [授業修了時の達成目標（到達目標）]

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

習する。

【授業方法】

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

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

に必修科目となっており、社会福祉士国家試験問題（過去）等にも取り組む。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

て、講義内容の理解に努めること。

【評価の方法及び基準】

　授業への取り組み姿勢（40％）及び課題レポート又は講義内試験の成績（60％）により総合的に評価します｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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

犯罪、非行の状況（平成27年版犯罪白書）、刑事司法手続き及び少年審判手続きと更生保護第2回

更生保護とは。更生保護を担う機関・団体と人々第3回

仮釈放等と生活環境の調整の概要第4回

再犯防止のための新しい施策～就労支援策、住居確保策、刑の一部の執行猶予制度～第5回

労働法規、労働市場の動向第6回

働き方改革第7回

障害者、低所得者等に対する就労支援第8回

保護観察の概要（その１指導・監督機能）第9回

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

医療観察制度の概要～医療観察事例等～第11回

犯罪被害者支援施策の概要第12回

恩赦、犯罪予防活動の概要第13回

就労支援、更生保護の課題第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

　テキスト:『更生保護入門』松本勝編著第５版（成文堂）及び社会福祉養成講座編集委員会編『就労支援サービス』第２版（２

０１０年・中央法規）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

て採用されることが増えています。

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

解を深めて下さい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01641] 権利擁護と成年後見制度

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

社会福祉法の改正に伴い、社会福祉のサービス利用のシステムが「措置制度」から「契約制度」に転換しました。サービス利用に

際して、高齢や障がいのために、判断能力の点で援助を必要としている人達が存在します。このような人達の相談援助では、

人権と社会正義、人間の尊厳などの基本理念が必要とされます。本授業を受講することによって、権利とは何か、権利が侵害され

るとはどのようなことか、また、権利をどのように擁護するのかを具体的かつ体系的に理解することが可能になります。

【授業方法】

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

た内容へのフィードバックを行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分：講義にのぞむ前には提示された課題について学習をしてくること。

事後学習120分：受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に備えること。

【評価の方法及び基準】

中間テスト40％、学力確認テスト50％、授業への取り組み姿勢10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】

ガイダンス第1回

社会福祉基礎構造改革について　その１第2回

社会福祉基礎構造改革について　その２第3回

障害者自立支援法について第4回

介護保険制度について第5回

消費者契約法について第6回

行政処分について第7回

日本国憲法のについて第8回

憲法上の権利と基本的人権について第9回

成年後見制度の概要第10回

成年後見制度の種類第11回

後見人について第12回

保佐人について第13回

補助人について第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

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

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

参考書については授業時に指示します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

整理するように。また、日頃から各種メディアを通して権利擁護にかかわる諸問題をメモしておくように。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01642] 社会福祉援助技術論Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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予＼防サービス計画、居宅サービス計画や

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

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。 

【授業方法】

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

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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】

定期試験50％　レポート提出30％ 　リアクションペーパーの内容20％　の配分で評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

グループ援助の必要性第1回

グループ計画と援助チームの合意第2回

個別援助技術と集団援助技術の調和第3回

グループ援助と援助者の役割第4回

援助者の援助技術第5回

グループの特徴と規範第6回

プログラム活用の技術第7回

援助の終結期の援助行動第8回

グループのまとめと評価第9回

終結後の計画と記録第10回

社会福祉援助技術の適用と対象分野の現況第11回

社会福祉の運営管理　施設と行政第12回

社会活動のあゆみと現状第13回

社会活動のあゆみと現状第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

を承知して受講されたい｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01643] 社会福祉援助技術論Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野　宏子 ナカノ　ヒロコ nakano hiroko

【授業のねらい及び到達目標】

・相談援助における人と環境との相互作用に関する理論について理解する。

・相談援助の対象と様々な実践モデルについて理解する。

・相談援助の過程とそれに係る知識と技術について理解する（介護保険法による介護予防サービス計画、居宅サービス計画や施

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

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。 

【授業方法】

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

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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】

学力確認テスト50％・レポート提出30％ ・リアクションペーパーの内容20％の配分で評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の概念と基本的性格第1回

コミュニティワークとの理論と技術　地域社会の組織化第2回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術第3回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の援助過程（その１）第4回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の援助過程（その２）第5回

コミュニティワークとの理論と技術　地域援助技術の原則第6回

相談援助の記録（その１）第7回

相談援助の記録（その２）第8回

スーパービジョン第9回

スーパービジョン第10回

ケアマネジメントの意義第11回

ケアマネジメントとチームアプローチ第12回

ケアマネジメントの展開過程第13回

ケアマネマネジメントとケアプラン第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01644] 社会福祉援助技術論Ⅴ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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予＼防サービス計画、居宅サービス計画や

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

・相談援助における事例分析意義や方法について理解する。

・相談援助の実際（権利擁護活動を含む）について理解する。

【授業方法】

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

ーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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】

相談援助と個人情報の保護とは第1回

相談援助と個人情報の保護の意義第2回

相談援助と個人情報の保護の留意点第3回

相談援助における記録とは第4回

相談援助における記録の方法第5回

ネットワーキングの必要性第6回

ネットワーキングの実際（多職種協働）第7回

ネットワーキングの実際（多職種との連携）第8回

相談援助におけるＩＴの活用第9回

事例分析とは第10回

事例分析の方法①第11回

事例分析の方法②第12回

相談援助の実際（倫理・価値に基づく実践）第13回

相談援助の実際（権利擁護活動）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「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 [01645] 介護概論Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

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

３．福祉用具の主な種類と機能、及び活用の仕方について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ、DVDを使用した講義を中心に討議や演習を取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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】

介護におけるリハビリテーションの考え方第1回

日常生活と社会生活の能力の維持・拡大への支援第2回

リハビリテーション専門職との連携第3回

福祉用具とは、代表的な福祉用具の種類と機能第4回

生活の中で福祉用具を活用する視点第5回

介護予防の考え方、介護予防事例の検討第6回

急性に発症する疾患をもつ利用者の事例検討第7回

慢性に進行する疾患をもつ利用者の事例検討第8回

急激に進行する疾患をもつ利用者の事例検討第9回

廃用症候群利用者の事例検討第10回

介護者への支援第11回

他職種との連携による生活の再構築第12回

レクリエーションの視点と介護予防（１）第13回

レクリエーションの視点と介護予防（２）第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、テキスト、資料を必ず持参すること。
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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 [01646] 介護概論Ⅳ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

．介護場面での事故および感染対策の実際や具体的手法について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤを使用した講義、グループ討議なども取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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】

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

介護における安全確保　２）ケアの質向上とリスクマネジメント第2回

介護におけるリスクマネジメント第3回

リスクマネージメントに必要な要素第4回

事故防止、安全対策のためのリスクマネジメントの仕組み第5回

事故防止と安全対策の基礎と実際（その１）第6回

事故防止と安全対策の基礎と実際（その２）第7回

感染管理　生活の場での安全対策、感染対策の３原則第8回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その１）第9回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その２）第10回

感染対策の基礎知識：よく見られる感染症の特徴、症状、対応、予防（その３）第11回

高齢者介護施設と感染対策第12回

感染対策とリスクマネジメント第13回

感染症発症時の対応第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、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 [01647] コミュニケーション技術Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

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

【授業方法】

講義を中心に演習、実習（ロールプレイング）等を取り入れながら進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分　前回の学習内容を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整理しておくこと。　

【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】

コミュニケーションとは　　コミュニケーションの意義と目的第1回

コミュニケーションと人間関係　　コミュニケーションの理論と動向第2回

あなたのコミュニケーションスタイルは　　コミュニケーションの基本第3回

介護におけるコミュニケーションの役割　　介護における生活支援とコミュニケーション第4回

話を聴く技法：傾聴について第5回

よき聴き手の五つの条件第6回

利用者の感情表現を察する技法第7回

利用者の納得と同意を得る技法第8回

質問の技法第9回

相談・助言・指導の技法第10回

利用者の意欲を引き出す技法第11回

利用者と家族の意向を調整する技法第12回

複数の利用者がいる場面でのコミュニケーション技法第13回

介護事例の検討第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、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 [01648] コミュニケーション技術Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

。

２．多職種協働におけるチームのコミュニケーションに必要な知識と技術を学ぶ。

【授業方法】

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習90分　前回の学習内容を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】

コミュニケーション障害とは　　コミュニケーション障害の原因第1回

コミュニケーション障害を理解する視点　　様々なコミュニケーション障害第2回

コミュニケーション障害のある利用者を支えるコミュニケーション技術第3回

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

同上（２）失語症・構音障害に応じたコミュニケーション技術第5回

同上（３）認知症に応じたコミュニケーション技術第6回

同上（４）若年認知症に応じたコミュニケーション技術第7回

同上（５）視力障害に応じたコミュニケーション技術第8回

同上（６）聴力障害に応じたコミュニケーション技術第9回

同上（７）知的障害に応じたコミュニケーション技術第10回

同上（８）精神障害に応じたコミュニケーション技術第11回

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

同上（２）記録　第13回

同上（３）報告・連絡・相談、同上（４）会議第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、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 [01649] 認知症の理解Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

認知症に関する医学的・心理的理解・介護の方法を講義します。本授業を受講することにより認知症の原因疾患、中核症状・行動

心理症状について説明できる。認知症の人の心理的苦悩、認知症の症状による日常生活への影響を理解し介護の方法が習得で

きる。

【授業方法】

テキスト中心に講義します。授業の前半には知識中心に講義し、後半では知識を基にした課題を行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト50%、中間レポート20％、授業への取り組み姿勢30%

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

認知症の定義第2回

認知症ケアの歴史第3回

認知症の中核症状第4回

認知症の行動症状、心理症状第5回

脳の仕組み第6回

同上第7回

認知症原因疾患第8回

同上第9回

同上第10回

認知症の診断と治療第11回

認知症の予防第12回

認知症の人の心理的理解第13回

認知症の人の体験理解第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書  新・介護福祉士養成講座１２　認知症の理解  第3版

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

書店

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講にあたり教科書、指示した参考書は必ず読んでおく事。授業中に指示した書籍を読み復習をし、まとめノートを作っておくことが

望ましい。
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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 [01650] 認知症の理解Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

認知症の人の介護の方法、家族への支援、認知症に関する制度を講義します。

この授業を受けることにより、認知症が生活に与える影響や環境の力が認知症の人の生活を支える上で重要な視点を習得できる。

認知症の人の関わり方の基本を説明でき、介護過程の展開を習得し、介護家族の介護負担を理解出来、認知症施策を説明できる

。

【授業方法】

授業の前半には講義中心に知識を習得し後半では視聴覚教材や課題を中心に授業をし受講生の理解度を深めていきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

に提示した課題や書籍を読み、まとめノートを作成すること。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト50%、中間レポート20％、授業への取り組み姿勢30%。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス。第1回

認知症の人の生活理解。第2回

認知症の人をめぐる3つの環境要素。第3回

若年性認知症の人の生活の理解と支援。第4回

同上。第5回

認知症の人の介護過程。第6回

同上。第7回

認知症の進行に応じた介護。第8回

同上。第9回

地域におけるサポート体制。第10回

チームアプローチ。第11回

家族への支援。第12回

同上。第13回

認知症に関する制度。第14回

まとめ。第15回

【教科書・参考書】

教科書   新・介護福祉士養成講座１２　認知症の理解 第3版。

参考書   「若年性認知症になった夫と生きぬいて 800日の夜と朝」新井雅江著  harunosora   。

「認知症の9大法則50症状と対応策」 杉山孝博著  法研。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前に指示した参考書は必ず読んでおく事。講義中の課題をまとめノートを作成しまとめること。
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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 福祉理論系科目

講義名 [01651] 障害者の理解Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

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

。２．視覚障害、聴覚・言語障害、重複障害のある人の医学的理解・心理的理解・生活の理解・介護上の留意点について学ぶ。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤ等を使用した講義、演習で進める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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･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　　障害とは何か　障害のある人の暮らし　第1回

「障害」に関する考え方　ICIDHとICF第2回

わが国における障害者の法的定義第3回

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

視覚障害のある人の生活第5回

聴覚障害のある人の生活第6回

言語障害のある人の生活第7回

重複障害のある人の生活第8回

肢体不自由のある人の生活第9回

知的障害のある人の生活第10回

精神障害のある人の生活第11回

高次脳機能障害のある人の生活第12回

発達障害のある人の生活第13回

重症心身障害のある人の生活　　　　　　　　　　　　　第14回

まとめおよび振り返り第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前には、前回のテキストや資料に目を通し、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 [01652] 障害者の理解Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 今沢　えみ子 イマザワ　エミコ imazawa emiko

【授業のねらい及び到達目標】

障害のある人の医学的側面や身体的側面に関する基礎知識を説明できる。障害のある人の身体、心理機能の変化が生活に及ぼす

影響を理解する事により自立に向けた生活支援を実施する視点が説明できる。又、障害のある人の家族の課題について理解し家族の受

容段階に応じた支援について説明できる。障害のある人の生活を地域で支える為のサポート体制やチームアプローチを実践するた

めの基礎的な知識を身につける。

【授業方法】

授業の前半で、テキストを中心とした知識の習得

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

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：授業中に解説した問題を復習すること

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト40％、、授業への取り組み姿勢20％、中間レポート10％、 小テスト30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

心臓機能障害のある人の生活第1回

腎臓機能障害のある人の生活第2回

呼吸機能障害のある人の生活第3回

膀胱、直腸機能障害のある人の生活第4回

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

難病のある人の生活第6回

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

基本的視点に基づいた個別支援（医学モデル、社会モデル等）第8回

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

家族への支援第10回

家族の状態の把握と介護負担の軽減第11回

障害のある人の家族をささえる為に必要な事第12回

保健、医療、福祉、教育、労働サービスの連携第13回

地域におけるサポート体制第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『障害の理解』第３版　新・介護福祉士養成講座１３　中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に指示した書籍を読み、復習をして受講する事が望ましい。指示した参考書籍は必ず読んでおくこと。
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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 [01653] 保育の心理学Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

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

について自ら考え、話し合うことができる力も養える。

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ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、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション／言葉の発達第1回

言葉の発達ワーク／仲間関係の発達第2回

仲間関係の発達ワーク／自己主張と自己抑制第3回

自己主張と自己抑制ワーク／社会性と情緒の発達第4回

社会性と情緒の発達ワーク／知的発達第5回

知的発達ワーク／学習理論第6回

学習理論ワーク／身辺自立と自己決定第7回

身辺自立に関するワーク／個人差に配慮した保育第8回

個人差に配慮した保育ワーク／気になる行動の理解と対応に関するワーク第9回

家族支援／子どもの様子を伝えるワーク第10回

家族支援ワーク／特別なニーズのある子どもに対する支援第11回

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

保育におけるカウンセリングマインドワーク／就学に向けた支援第13回

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

まとめ：授業全体を振り返る第15回

【教科書・参考書】

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

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

2011年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01654] 家庭支援論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 稲永　澄子 イナナガ　スミコ inanaga sumiko

【授業のねらい及び到達目標】

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

を得る。

【授業方法】

講義と演習。施設見学（にらちび）を予定。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ20分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示されたテキストを読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

学力確認テスト５０％、授業への取組の姿勢５０％　出席率が５０％以下の場合、学力確認テストを受験できないものとする。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

家庭の意義第1回

家庭の機能第2回

家庭支援の必要性第3回

保育士等が行う家庭支援の原理Ⅰ第4回

保育士等が行う家庭支援の原理Ⅱ第5回

現代の家庭における人間関係第6回

家庭生活を取り巻く社会的状況第7回

男女共同参画社会とワークライフバランス第8回

子育て家庭の支援体制第9回

子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進第10回

子育て支援サービスの概要第11回

保育所による家庭支援第12回

子育て支援と保護者の関係づくりへの支援第13回

地域の子育て家庭への支援・子育て支援サービスの課題（施設見学）第14回

画力確認テスト第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に学ぶ学生を望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01655] 社会的養護

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

く｡ 

【授業方法】

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

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

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

れ120分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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】

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

、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

養護における子ども観第1回

子どもの権利について第2回

児童にとっての家庭と社会第3回

施設における児童養護第4回

児童養護の制度第5回

養育環境に問題がある児童の施設養護第6回

障害のある児童の施設養護第7回

情緒行動面に問題がある児童の施設養護第8回

家庭的養護：里親制度・養子制度・グループホーム第9回

施設養護の実践と方法 ①日常生活第10回

施設養護の実践と方法 ②自立に向けての援助第11回

治療的・支援的援助､ 親子関係､ 学校､ 地域などとの関係調整第12回

児童福祉施設の運営・管理と援助者第13回

児童養護における今後の課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [01656] 子どもの保健Ⅰ-１

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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．子どもの成長発達過程及び成長発達に影響する要因について理解する。

２．現代社会の中の子どもの健康問題について関心を持ち考えられる。

【授業方法】

主としてプリント資料、視聴覚教材（ビデオ・ＤＶＤなど）を用いた講義。

課題に沿ってディスカッション、演習も取り入れる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習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　子ども期の区分　子どもの特徴第1回

健康な子どもとは　子どもの健康の定義　健康に影響する要因第2回

最近問題になっている子どもの健康第3回

子どもの心身の健康に関して最近気になっていること（発表・討議）第4回

統計からみる子どもの健康第5回

子どもの成長発達の原則及び発達段階と発達課題第6回

子どもの成長発達過程：形態的成長第7回

子どもの成長発達過程：機能的発達第8回

子どもの成長発達過程：精神運動機能の発達第9回

成長発達の評価､ 健康状態の評価第10回

成長発達の評価､ 健康状態の評価（演習）第11回

子どもの健康と保育第12回

子どもの健康と家庭第13回

子どもの健康と地域第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

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 [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。
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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 [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。

- 248 -



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

。

- 252 -



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。

- 259 -



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。

- 260 -



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 キャリア系科目

講義名 [01746] 手話実践（日常会話）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

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

具体的に学べるようにします。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

いておくこと。

【評価の方法及び基準】

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

。 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自己紹介 (名前・住所・家族・趣味・数字) 表現と読み取り第1回

自己紹介 (仕事・あなたの家・指文字) 表現と読み取り第2回

話しかけてみましょう (一日・一ヶ月・一年) 表現と読み取り第3回

話しかけてみましょう　 表現と読み取り第4回

話しあってみましょう 　表現と読み取り第5回

まとめ第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

具体的表現（その１）(形・動作・状況を工夫して表現しましょう)第8回

具体的表現（その２） (意味をつかんで表現しましょう)第9回

置き換えの表現 (意味に合った手話を表現しましょう)第10回

実践 (聴覚障害者と交流)第11回

表情 (表情の強弱・速度を工夫して表現しましょう)第12回

主語の明確化（その１） (位置・方向を工夫して表現しましょう)第13回

主語の明確化（その２） (位置・方向を工夫して表現しましょう)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)『手話教室  基礎』(財団法人全日本

ろうあ連盟)

参考書：『私たちの手話』（全日本ろうあ連盟） 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

伝えること・伝わることを感じられるように進めていきます｡  
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　専門科目 キャリア系科目

講義名 [01747] 手話実践（通常会話）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月　香代 モチヅキ　カヨ machizuki kayo

【授業のねらい及び到達目標】

聴覚障害者は私たちと同じ社会で暮らしています。今後、出会うこともあるはずです。その時、当たり前にコミュニケーションが

できるのは大切なことです。また、聴覚障害者について他の人に話せることも大切です。今までの授業で学んだ手話をもとに、本

授業では、自分ができるコミュニケーションを身につけられるように、実践を重視した授業を学びます。また、仲間とのコミュニケ

ーションも必要だと再確認ができるように、グループで学びます。 

【授業方法】

前半はテキストを使用しながら､語彙の確認を中心に実践練習を行ないます｡後半は、聴覚障害者を考えて自分ができるコミュニケ

ーションを考え、手話で発表できるように確認していきます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、授業内容を確認すること。特に後半は自

分の内容を考えてくること。事後学習では、授業中自分が気付いたことをまとめ、振り返りを行う。また、授業中指示されたことを

確認する。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

基本文法の確認第1回

手話の形・方向・位置のまとめ（その１）第2回

手話の形・方向・位置のまとめ（その２）第3回

手話の形・方向・位置のまとめ（その３）第4回

手話の形・方向・位置のまとめ（その４）第5回

手話の形・方向・位置のまとめ（その５）第6回

実践 (聴覚障害者との交流)第7回

主語の明確化（その１） (指さしを使って表現しましょう①)第8回

主語の明確化（その２） (指さしを使って表現しましょう②)第9回

主語の明確化（その３）(体の向きをかえて表現しましょう③)第10回

主語の明確化（その４） (体の向きをかえて表現しましょう④)第11回

空間の活用（その１）第12回

空間の活用（その２）第13回

空間の活用（その３）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)『手話教室 基礎』(財団法人 全日本

ろうあ連盟)

参考書：『私たちの手話』（全日本ろうあ連盟） 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業中に仲間通しでやり取りしたことを考え、復習し次の受講をすることが望ましい。今後自分が人として成長していく上で､ 何が

大切なのか､ 何をしなければならないかを、一人一人が考え、みんなで話せるようにしてほしい｡ 
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対象年度 学科・科目 分野

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】

※
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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 [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 [05331] 社会福祉援助技術演習Ⅰ

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

相談援助演習の意義第1回

相談援助演習の位置づけ第2回

相談援助における基本技術　「人」を理解する①第3回

相談援助における基本技術　「人」を理解する②第4回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する①第5回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する②第6回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する①第7回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する②第8回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する①第9回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する②第10回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する①第11回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する②第12回

相談援助における面接技術　相談援助面接の目的と特性第13回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）①第14回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）②第15回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法①第16回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法②第17回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法③第18回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション①第19回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション②第20回

相談援助における面接技術　面接の展開①第21回

相談援助における面接技術　面接の展開②第22回

相談援助における面接技術　面接の展開③第23回

相談援助における面接技術　面接の展開④第24回

相談援助における記録　　　記録の意義①第25回

相談援助における記録　　　記録の意義②第26回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）①第27回



相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）②第28回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）③第29回

総括第30回

【教科書・参考書】

テキスト 「社会福祉士　相談援助演習（第2版）」監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

対人援助において「考える」習慣をつけてほしい。

事前にテキストを読み、授業後も援助と何かを考えるようにしてほしい。 
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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 [05332] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

相談実習の目的と意義第1回

社会福祉士及び介護福祉士法と実習第2回

社会福祉士の役割と実習①第3回

社会福祉士の役割と実習②第4回

相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導の意義第5回

相談援助実習と相談援助実習指導における集団指導の意義第6回

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・ソーシャルワーク第7回

実習施設の理解（高齢者分野）第8回

実習施設の理解（障害者分野）第9回

実習施設の理解（地域福祉分野）第10回

実習施設の理解（医療分野）第11回

実習施設の理解（児童分野）第12回

実習先で行われる関連業務の理解第13回

実習施設見学第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習前に対人援助における自らの課題を明確にしてほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

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。
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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 [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 [05401] 介護過程Ⅰ

期　間 後期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 １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】

〔授業の目的・ねらい〕

本人の望む生活の実現に向けて 、生活課題の分析を行い、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

「介護過程」の総論的内容を学習し、事例展開を取り入れながら進める。「介護過程」の意義、目的、内容などについて理解さ

せるために、介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか、その過程の考え方や構成要素について、生活場面の身近な

事例から理解できるように展開する。

また、映像等を利用し、それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意点をおさえてから、技術体験をして考察する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切なサービスの提供ができる。

【授業方法】

[授業全体の内容の概要]｢介護過程｣ の総論的内容を学習し､ 事例展開を取り入れながら進める｡�｢介護過程｣ の意義､ 目的､ 内容

などについて理解させるために､ 介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか､ その過程の考え方や告ｬ要素について

､ 生活場面の身近な事例から理解できる

ように展開する｡�また､ ビデオを利用し､ それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意点をおさえてから､ 技術体験をして考察

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

の理解に努めること

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

試験・レポート・リアクションペーパー・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテ－ション　「介護過程」の総括第1回

｢介護過程｣ の意義と目的第2回

｢介護過程｣ の意義と目的「生活支援の考え方と介護過程の必要性」第3回

介護過程の理解　情報収集とアセスメント第4回

介護過程の理解　情報収集とアセスメント第5回

情報の解釈・関連づけ・統合化第6回

情報の解釈・関連づけ・統合化第7回

課題の明確化第8回

課題の明確化第9回

アセスメントの実施（事例から）第10回

アセスメントの実施（事例から）第11回

アセスメントの実施（事例から）第12回

計画の立案第13回

計画の立案第14回

計画の立案第15回

実施　長期目標の確認第16回

実施　長期目標の確認第17回

実施　長期目標の確認第18回

実施　記録第19回

評価の意義と目的第20回



評価の内容と方法第21回

評価のプロセスと視点第22回

評価のプロセスと視点第23回

評価の際の留意点第24回

事例より・評価と実施評価表の記録第25回

事例より・評価と実施評価表の記録第26回

事例より・評価と実施評価表の記録第27回

事例より・評価と実施評価表の記録第28回

事例より・評価と実施評価表の記録第29回

まとめ第30回

【教科書・参考書】

「介護過程」第3版　中央法規出版　介護福祉士養成講座９

【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 [05402] 生活支援技術Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 -- -- --

担当者
依田　萬代 ヨダ　タカヨ yoda takayo

雨宮　邦子 アメミヤ　クニコ amemiya kuniko

【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〕

介護の基礎となる生活支援と意義を理解し、経営・管理する能力を養う。

生活の継続性を支援する観点から、対象者が個々の状態に応じた火事を自立的に行うことを支援するための、基礎的な知識・技術を

習得する内容とする。

〔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】

食生活：授業は、講義と実習を組み合わせて行う。

衣生活：授業は、毎回、実験か実習を行います 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　あらかじめテキストを読んでおく。

事後学習１２０分　講義を振り返りノートをまとめる、もしくは実験実習のレポートをまとめる。

【評価の方法及び基準】

試験・レポート・出席状況・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

家庭生活の経営と管理第1回

高齢者の健康と食生活　障害者の健康と食生活

　　心身の特徴と健康、栄養所要量、食事形態等　食事環境上の配慮、食事用自助具の工夫等
第2回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理1　　献立作成と栄養価計算　　　　献立作成の仕方、栄養価計算、材料費第3回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理2　　高齢者のための献立作成演習第4回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理3　　調理実習1　　高齢者の食事第5回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理4　　調理実習2　　障害者の食事第6回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理5　　調理実習3　　保存食品・加工食品の制作第7回

自立に向けた家事の介護　栄養と調理6　　食品衛生実験第8回

被服の素材

　　　繊維の形態の観察　繊維の組織　燃焼性と鑑別法
第9回

被服の性能

　　　吸湿性、保湿性、透湿性　耐熱性　帯電性
第10回

被服衛生・管理

　　　洗剤の種類調査　しみ抜きと漂白　たんぱく質汚れの検出と洗濯法
第11回

被服衛生・管理

　　　繊維製品の取り扱い表示と洗濯　　アイロンのかけ方　防虫剤の種類と収納法

　　　寝具の管理　干し方、ダニ・カビの防止

第12回

縫製の基礎　　　基礎縫い、ミシンの使い方　実物制作１第13回

縫製の基礎　　　実物制作２第14回

高齢者・障害者のための被服の選択法 

       体計測の仕方、サイズの選択　　

       寝巻きの種類と着脱し易い工夫　デザイン、構成、色彩　

       おむつ、おむつカバーの種類、材質、性能等

第15回



【教科書・参考書】

「生活支援技術Ⅰ・Ⅱ」　社会福祉士養成講座中央法規出版

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

授業には休まず出席し、実習のグループ活動では、各自積極的に参加してほしい。

毎回実験か実習を行います。必ず授業には出席し、レポートや作品を提出して下さい。
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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 [05403] 生活支援技術Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

[授業全体の内容の概要] 介護の基礎となる生活支援と意義を理解し､ 経営・管理する能力を養う｡ 介護福祉士としての実践能＼力

を持つ人材を育成することを､ 目標とする｡ 自立に向けた身支度の介護や万一の事故が起こった場合に備えて、主な事故について理

解し、応急手当のポイントと一次救命処置の流れを人形モデルを使って理解しておく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　90分　事前に出された課題を行う。

事後学習　90分　演習課題を行う。

【評価の方法及び基準】

試験・レポート・出席状況・学習態度を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

自立に向けた身じたくの介護・身じたくにおける介護技術第1回

自立に向けた衣服着脱・口腔ケア・爪切りなどの介護技術 第2回

自立に向けた移動の介護、移動の意義と目的第3回

ベッド上の清潔・ベッドメーキングの方法 体位変換の基本技術第4回

安全で的確な福祉用具による移乗・移動の介護技術第5回

自立に向けた食事の介護第6回

食事の意義と目的 第7回

食事における介護技術第8回

食事の介護における多職種の役割と連携 第9回

自立に向けた入浴・清潔保持の介護第10回

清潔保持の意義と目的、整容の介護第11回

整容における介護技術第12回

入浴の意義と目的第13回

入浴における介護技術第14回

入浴・清潔保持の介護における多職種の役割と連携第15回

【教科書・参考書】

「生活支援技術Ⅰ・Ⅱ」　社会福祉士養成講座　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】

介護技術を主に行う。学生同士時間外でも復習をして、自分のものにして欲しい。
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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 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [05431] 介護概論Ⅴ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２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】

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

護における専門職能＼団体の活動や介護福祉士がもつべき職業倫理について学ぶ。

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

。

【授業方法】

〔授業全体の内容の概要〕

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

を出していく。課題を基にディスカッション方式で行っていく。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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80% 小テスト20%

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

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

介護福祉士を取り巻く状況第2回

介護福祉士制度制定の経緯第3回

求められる介護福祉士像第4回

社会福祉士及び介護福祉士法第5回

介護における専門職能団体の活動第6回

日本介護福祉士会の活動と現状第7回

介護福祉士の倫理第8回

職業倫理（介護従事者の倫理、介護実践の場で求められる倫理、その他）第9回

利用者の人権と介護(身体拘束禁止、高齢者虐待、児童虐待、その他)第10回

プライバシーの保護（個人情報保護、その他）第11回

介護サービス提供の場の特性（居宅）第12回

介護サービス提供の場の特性（施設）第13回

介護サービス提供の場の特性（障害者関連）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『介護の基本Ⅱ』　新・介護福祉士養成講座（編）中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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 [05432] 介護概論Ⅵ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２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．介護現場で連携に関わる関連職種や機関の特性を理解する。

２．介護職者自身の心身の健康管理に必要な基礎知識と対策を理解する。

【授業方法】

ビデオ・ＤＶＤを使用した講義、グループ討議なども取り入れながら進める。

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

の理解を深め次回の講義に備えること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事後

の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

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

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

多職種連携：１）多職種連携の意義と目的第1回

多職種連携：２）協働職種の理解と連携のあり方第2回

多職種連携：３）利用者を取り巻く多職種連携の実際、演習第3回

地域連携：１）地域連携の意義と目的第4回

地域連携：２）地域連携に関わる機関の理解第5回

地域連携：３）利用者を取り巻く地域連携の実際第6回

健康管理：１）健康管理の意義と目的第7回

健康管理：２）心の健康管理第8回

健康管理：３）体の健康管理第9回

健康管理：演習第10回

健康管理：演習第11回

健康管理：演習第12回

労働環境の整備・改善第13回

労働安全の基本原則第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

ておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05433] 生活支援技術Ⅴ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 佐々木　さち子 ササキ　サチコ sasaki sachiko

【授業のねらい及び到達目標】

［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。

健康を保持するための休息や睡眠の重要性を理解し、安眠を促す環境を整える支援に繋がる内容。

人生の最終段階にある人と家族ケアをするために、終末期の経過に沿った支援や、チームケアの実践について理解する内容とす

る。

介護ロボットを含め福祉用具を活用する意義やその目的を理解するとともに、対象者ノイエス能力に応じた福祉用具を選択・活用

すると知識・技術を習得する内容とする。

［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】

[授業全体の内容の概要] 介護の基礎となる生活支援と意義を理解し､ 経営・管理する能力を養う｡ 介護福祉士としての実践能力を持

つ人材を育成することを､ 目標とする。生活の基本である技術（自立に向けた移動の介護、自立に向けた食事の介護、自立に向け

た入浴・清潔保持の介護など）を身につける。演習の宿題を出すので必ず提出し、授業の中でディスカッションを行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　120分　テキストの範囲を読み質問を用意してくる。

事後学習　120分　演習問題を行う。

【評価の方法及び基準】

学力評価テスト（50%）　実技試験（50%）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション第1回

自立生活を支える移動・移乗の介護（体位変換）第2回

自立生活を支える移動・移乗の介護（杖歩行）第3回

自立生活を支える移動・移乗の介護（車椅子介助）第4回

自立生活を支える移動・移乗の介護（車椅子介助）第5回

自立生活を支える移動・移乗の介護（安楽な体位の保持）第6回

自立生活を支える食事の介護（咀嚼・嚥下のメカニズム）第7回

自立生活を支える食事の介護（食事介助）第8回

自立生活を支える食事の介護（誤嚥・窒息の予＼防）第9回

自立生活を支える食事の介護（脱水の予＼防）第10回

自立生活を支える食事の介護（他職種の連携）第11回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第12回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第13回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第14回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第15回

自立生活を支える入浴・清潔保持の介護第16回

自立生活を支える排泄介護第17回

自立生活を支える排泄介護第18回

自立生活を支える排泄介護第19回

自立生活を支える排泄介護第20回

自立生活を支える睡眠の介護第21回



自立生活を支える睡眠の介護第22回

自立生活を支える睡眠の介護第23回

自立生活を支える睡眠の介護第24回

自立生活を支える睡眠の介護第25回

自立生活を支える終末期の介護第26回

自立生活を支える終末期の介護第27回

自立生活を支える終末期の介護第28回

自立生活を支える終末期の介護第29回

まとめ・総括第30回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　７　生活支援技術Ⅱ　中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

学んだ介護技術は回数を重ね身につけていくようにしてください。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05434] 介護過程Ⅱ

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

｢介護過程｣ は利用者を主体とする生活支援活動の展開方歩であり､ 介護職員の専門的知識・技術を持って行われる｡ 具体的には利

用者理解を図りながら､ 必要な情報収集を行い､ その情報の分析・解釈に基づいて介護内容や方法を計画し､ 実施・評価する一連の

過程を言う｡�他の学内の講義を通して学んだ知識や技術を総合できる迫ﾍの育成を目指して､ 段階的､ 発展的に行われる｡ その

ためには事例演習を多く取り入れ､ 個別の生活課題や潜在迫ﾍを引き出すためのアセスメント､ 自立支援に沿った介護計画の立案・

実施・評価､ 多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解する｡ さらに介護過程の理論と実施体験を関連づけながら､ 介護過

程を展開することができる迫ﾍを目指す｡�[授業修了時の達成目標 (到達目標)]他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程

を展開し､ 介護計画を立案し､ 適切なサービスの提供ができる迫ﾍを養う学習とする｡

【授業方法】

[授業全体の内容の概要]｢介護過程｣ の総論的内容を学習し､ 事例展開を取り入れながら進める｡�｢介護過程｣ の意義､ 目的､ 内容

などについて理解させるために､ 介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか､ その過程の考え方や告ｬ要素について

､ 生活場面の身近な事例から理解できるように展開する｡�また､ ビデオを利用し､ それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意

点をおさえてから､ 技術体験をして考察する｡�受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めるこ

と。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること

【学修の方法（事前・事後の学修）】

＊

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

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

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護過程の実践的展開　第1回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例１第2回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例１第3回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例２第4回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例３第5回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例３第6回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例４第7回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例４第8回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例５第9回

利用者の特性に応じた介護過程の実践的展開　アセスメントの実際　事例５第10回

介護過程の展開の実際　事例６第11回

介護過程の展開の実際　事例６第12回

介護過程の展開の実際　事例６第13回

介護過程の展開の実際　事例７第14回

介護過程の展開の実際　事例７第15回

介護過程の展開の実際　事例７第16回

介護過程の展開の実際　事例８第17回

介護過程の展開の実際　事例８第18回

介護過程の展開の実際　事例９第19回

介護過程の展開の実際　事例９第20回

介護過程とチームアプローチ第21回

介護過程とケアマネジメントの関係性第22回

介護過程とケアマネジメントの関係性第23回

ケアマネジメントの流れ第24回



ケアプランと個別援助計画の関係性第25回

ケアプランと個別援助計画の関係性第26回

ケアプランと個別援助計画の関係性第27回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第28回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第29回

チームアプローチにおける介護福祉士の役割第30回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　第９巻　介護過程

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

受講前テキストを熟読し、疑問点等をノートにまとめておくこと。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05435] 介護過程Ⅲ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

「介護過程」は利用者を主体とする生活支援活動の展開方法であり、介護職員の専門的知識・技術を持って行われる。利用者理解を

図り、必要な情報収集を行い、その情報の分析・解釈に基づいて介護内容や方法を計画し、実施・評価する一連の過程を言う。他

の学内の講義を通して学んだ知識や技術を総合できる迫ﾍの育成を目指して、段階的、発展的に行われる。そのためには事例演習

を多く取れ入れ、個別の生活課題や潜在迫ﾍを引き出すためのアアセスメント、自立支援に沿った介護計画の立案・実施・評価、多

職種協働によるチームアプローチの必要性を理解する。さらに介護過程の理論と実施体験を関連づけながら、介護過程を展開する

ことができる迫ﾍを目指す。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な

サービスの提供がきる迫ﾍを養う学習とする。

【授業方法】

〔授業全体の内容の概要〕学生が主体的に学べるよう、介護実習等の事例から介護過程展開における演習を行う。

事例について、利用者の尊厳は守られているか。利用者の不安は軽減されているか、そのケアについて妥当性が検証される機会が持

たれているか等を学ぶ。各コマのテーマに沿って、講義、演習、グループワーク、発浮ﾈどを取り入れて学習を進める。他教科

が介護過程にどうのように活かされているかについて、事例から学ぶ。

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

に努めること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

＊

【評価の方法及び基準】

試験80% 小テスト20%

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

解に努めること」

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

介護過程とチームアプローチ　ケースカンファランス　第1回

介護過程とチームアプローチ　ケースカンファランス　第2回

介護過程とチームアプローチ　サービス担当者会議第3回

介護過程とチームアプローチ　サービス担当者会議第4回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン（介護サービス計画）第5回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン（介護サービス計画）第6回

介護過程とチームアプローチ　介護過程とケアプラン 　他の職種との連携第7回

介護過程の展開　　事例検討第8回

介護過程の展開　　事例検討第9回

介護過程の展開　　事例検討第10回

介護過程の展開　　事例検討第11回

介護過程の展開　　事例検討第12回

介護過程の展開　　事例検討第13回

介護過程の展開　　事例検討第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

新・介護福祉士養成講座　第９巻　介護過程

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項記入下さい】

受講前テキストを熟読し、疑問点等をノートにまとめておくこと。

受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05436] 介護総合演習Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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.演習全体の意義の重要性を理解する。

2.介護技術演習?などの学内で学んだ知識、技術、態度を具体的に理解できるように指導する。

【授業方法】

介護実習（施設介護実習：第１段階）に関わる前例・実習中・事後指導を行う。学生に対する実習目標の方向づけ、実習中の学習方法

、学習態度の指導、実習後の報告会等を具体的に行う。 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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（90分～）。

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（90分～）。

【評価の方法及び基準】

レポート80％・学習態度20％を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

（事前指導）介護実習ガイダンス　実習の意義と目的、実習構成、諸記録用紙の使い方第1回

実習の説明　　　　　　　　目的、目標、実習内容第2回

実習対象施設の理解　　　　施設の役割、機能、関係法規第3回

実習施設の理解（特別養護老人ホーム）　　　施設担当者による実習の心得など第4回

実習施設の理解（介護老人保健施設）　　　　施設担当者による実習の心得など第5回

実習施設の理解（身体障害者療護施設）　　　施設担当者による実習の心得など第6回

実習課題の検討第7回

実習施設への事前訪問第8回

実習記録の記入について第9回

実習留意事項の説明第10回

（事前指導）実習反省会第11回

実習報告会の準備　　報告書添削、報告会準備第12回

実習報告会第13回

実習の自己評価第14回

実習の統括(グループワーク)第15回

【教科書・参考書】

実習の手引き(本学の作成)

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前事後学習をしっかりと行うこと
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05437] 介護総合演習Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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.介護実習を踏まえ、実践的な技術を体得できるように指導する。

2.介護福祉士としての自覚を促し、専門職に求められる資質、技能及び自己に求められる課題把握、総合的対応能力を習得できるよ

うに指導する。

3.ケアプラン作成の方法を指導する。

【授業方法】

介護実習(施設介護実習：第２段階）・（訪問介護実習）に関わる事例・実習中・事後指導を行う。学生に対する実習目標の方向づけ、実

習中の学習方法、学習態度の指導、実習後の報告会等を具体的に行う 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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（90分～）。

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（90分～）。

【評価の方法及び基準】

レポート80％・学習態度20％を総合的に評価

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

（事前指導）実習の説明　　　　　　目的、目標、実習内容第1回

実習施設の生活　　　　　　　　　　　職員、日課、地域、家族との関わり第2回

実習施設の生活　　　　　　　　　　　高齢者、障害者児の生きがい、楽しみ第3回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　機関、システム第4回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　介護専門職への態度、心構え第5回

在宅で生活する人の介護　　　　　　　対象アセスメント、家族アセスメント第6回

実習課題の設定、実習記録、対象アセスメント第7回

実習態度、心構え、実習中の学習、指導の受け方第8回

（実習施設への事前訪問）ケアプランの作成について第9回

ケアプランの作成（情報の収集）第10回

ケアプランの作成（アセスメント）第11回

ケアプランの作成（ケアプランの作成）第12回

最終オリエンテーション（ケースカンファレンス）第13回

（事前指導）実習の自己評価第14回

実習報告会第15回

【教科書・参考書】

実習の手引き(本学作成) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

事前事後学習をしっかりと行うこと。遅刻・早退・欠席は厳禁。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05438] 介護実習Ⅰ

期　間 前期 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 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】

施設の環境を知り､ そこで生活している利用者と交流し理解を深め､ ケアワーカーの基本を理解する｡�１ 複数の施設で実習するこ

とにより､ 介護サービス現場に対する視野を広める｡ ２ 施設の種類と概要､ 介護職員の役割ついて理解する｡ ３ 利用者との人間

的な触れあいを通じて､ 利用者とのコミュニケーションを図る｡ ４ 基本的な介護技術と習得する｡ ５ 介護関係の記録の様式を

知る｡ ６ 介護者としての自己の態度を振り返り､ 今後の学習課題を明確にする｡ 

【授業方法】

[授業の目的・ねらい]

[授業全体の内容の概要]

指定介護老人福祉施設､ 介護老人保健施設､ 身体障害者療護施設等で実習を行う｡�[授業修了時の達成課題 (到達目標)]

上記施設での実習を通して､ １ 施設の種類と概要を理解する｡ ２ 介護職員の役割を知る｡ ３ 利用者との接し方を学ぶ｡ ４ 感染蘭

hを理解する｡ ５ 基本的な介護技術を習得する｡ ６ 介護関係の記録の種類と報告の重要性を知る｡ 今後の課題を明確化する｡ 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習　120分　実習に必要な知識、技術をまとめる。

事後学習　120分　実習後に学んだ必要な知識、技術をまとめる。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

第１段階 (施設介護実習 ２年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間))コミュニケーション関係が比較的容易な

障害者施設と老人施設を実習施設とし､ 利用者との人間的ふれあいを通じて､ 利用者の需要と介護の機舶ﾀびに施設職員の一

般的な役割について学習する｡�そのため指導者は１～４名の利用者を学生のために定めて初歩的な日常生活援助を指導

する｡�また１週のうち１回以上をケースカンファレンスの時間にあてる｡

第1回

【教科書・参考書】

介護実習の手引き 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

資格に関わる授業の学びを介護実習で実践していく。実習記録の提出期限を守る、遅刻をしない、健康の維持管理をする等日常生活に

必要な基本的マナーを身につけてほしい。

- 297 -



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。

- 308 -



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 [00000] 子育て支援

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育士の専門性を生かした保護者に対する相 談、助言、情報提供、行動見本の提示等の支援（保育相談支援） について、その特性

と展開を具体的に理解することができます。また、保育士の行う子育て支援の内容と方法及び技術を地域の児童館や保育者において

実践事例等を通して具体的に理 解することができます。 

【授業方法】

学内での学修による 理解を深めるために、地域の児童館や保育所等で実地に学ぶことを積極的に行います。また、実地での活動

後のフィードバックを大切にます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

に、実地での活動後は振り返りシートを基に次回の課題を明確にすること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの保育とともに行う保護者の支援第1回

保護者との相互理解と信頼関係の形成第2回

保護者や家庭のかかえる支援のニーズへの気づきと多面的な理解第3回

支援の計画と環境の構成(その１)第4回

支援の計画と環境の構成(その２)第5回

身延児童館での子育て支援活動第6回

支援の実践・記録・評価・カンファレンス第7回

社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働第8回

保育所等における支援第9回

地域の子育て家庭に対する支援第10回

障害のある子ども及びその家庭に対する支援 第11回

特別な配慮を要する子ども及びその家庭に対する支援 第12回

子どもの虐待の予防と対応(その1)第13回

子どもの虐待の予防と対応(その1)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『子育て支援』西村重稀、青井夕貴編(中央法規)2019年。

参考書：授業時間内に適宜紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

子どもの最善の利益を守るための子育て支援のあり方について、積極的に学ぶことを希望します｡ 実地での活動は、時間割を調整し

て､ 別の日時に実施することもあるので注意すること｡
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05501] 音楽Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

保育現場における即戦力・即興力の習得､ 並びに音楽の楽しさ・喜びを伝えられる力を身につける｡小物楽器の使用方法､ 手遊び

等の音楽遊び習得｡併せて初見譜読みの速読技術・演奏技術の習得。

【授業方法】

講義による音楽の基礎知識（読譜を含むソルフェージュ）習得｡ 初歩ピアノ弾き歌いの導入｡ 歌唱｡ オリジナル教材による譜読

み・ピアノ実技演習（小テストを随時行う）。

【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】

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。
第1回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。
第2回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。
第3回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。第4回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。第5回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。
第6回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。第7回

ソルフェージュ１ａ (休・音符) ・小物楽器を含む楽器演奏（キーボードの操作）と音楽遊び・ピアノ弾き歌い・

演奏実技演習。第8回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第9回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第10回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第11回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第12回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第13回

ソルフェージュ１ｂ (調号､ 記号) ・歌唱・ピアノ弾き歌い・演奏実技演習､。譜読み速読。第14回

演奏会形式による実技演習（公開）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 [05502] 音楽Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １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】

音楽Ⅰで習得した基礎知識を軸に､ より深い理解と技術の取得、譜読みの速度を上げる｡

【授業方法】

講義､ 弾き歌いを含むピアノ実技演習 (小テストを随時行う)｡オリジナル教材による譜読み速読。

【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】

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。※第1回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第2回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第3回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第4回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第5回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第6回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第7回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第8回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第9回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第10回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第11回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第12回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第13回

弾き歌いを含むピアノ実技・歌唱・基礎音楽理論。譜読み速読。第14回

総まとめ｡ コンサート (演奏会形式での公開実技演習)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 [05503] 小児体育Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

幼児期に楽しく体を動かすことは、子どもの心身の健全な発達に欠かせないことである。幼児期の身体活動の意義と大切さについ

て学ぶとともに、幼児の身体活動を楽しく豊かにしていくための方法を学ぶ。また、保育士となる学生自らも基礎体力や基本的な

運動技能を身につけるとともに、運動に親しみ、健康的な生活をつくりだしていけるような素養を身に付ける。

【授業方法】

講義と体育実技を交えて行う。保育士自らが子どもと同じように遊んだり走ったりして運動を楽しめるよう、さまざまな種類の運動

を取り入れていく。また体育館の室内だけではなく、自然の中など野外での活動やプールでの演習も行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

積極的に体を動かし、運動に親しむ。授業前には前回の授業内容を復習し、また反復練習によって技能が向上していくように努

力する。授業後には、授業内容の記録とふりかえりをノートに記述する。事前・事後学習は120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（40%）　実技テスト（30％）　ノート・レポート（30%）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

幼児の身体と運動能力の特性について第1回

日常保育における運動保育（体操・身体表現）第2回

日常保育における運動保育（ゲームあそび）第3回

日常保育における運動保育（伝承あそび）第4回

日常保育における運動保育（なわとびあそび）第5回

日常保育における運動保育（マット・とびばこあそび）第6回

日常保育における運動保育（ボールあそび）第7回

日常保育における運動保育（かけっこあそび）第8回

日常保育における運動保育（野外での活動）第9回

日常保育における運動保育（野外での活動）第10回

水遊びの指導と演習その１第11回

水遊びの指導と演習その２第12回

水遊びの指導と演習その３第13回

水遊びの指導と演習その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】

子どもたちのより良い発達を願い、喜びを共にすることを念頭に置き、自分自身が楽しみ、表現し、意欲と笑顔にあふれる取り組

みであってほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05504] 小児体育Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

小児体育Ⅰの内容をふまえて、幼児の身体活動をより楽しく豊かにしていく方法を自ら創意工夫して考え出し、運動保育のあり方

や指導法について学び、実践していくことができるようにする。

【授業方法】

講義と演習を交えて行う。運動遊びを考え、指導者として指導したり、指導を受けたりする模擬保育を多く取り入れていく。！と同

じように野外での活動も行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

模擬実践授業が主になるので、授業者は事前準備を入念に行った上で、授業を行う、授業を受ける者も積極的に参加し、実践授業についての

感想や意見を述べて、よりよい授業にするにはどのようにしたらよいかを討議する。

授業後は授業内容を記録し、ふりかえりをしっかり行い、ノートに記述する。それを生かして次の授業に臨むこと。

事前・事後学習はそれぞれ120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（40％）　模擬授業内容（30％）　ノート・レポート（30％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

運動保育の指導実践にあたってその１　指導計画を立てる第1回

運動保育の指導実践にあたってその２　指導計画の実施とふりかえり第2回

運動保育の実践その１（模擬保育）第3回

運動保育の実践その２第4回

運動保育の実践その３第5回

運動保育の実践その４第6回

運動保育の実践その５第7回

運動保育の実践その６第8回

運動会における取り組みその１第9回

運動会における取り組みその２第10回

運動会における取り組みその３第11回

幼児期の野外活動その１第12回

幼児期の野外活動その２第13回

幼児期の野外活動その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く。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

現場に出てすぐに指導できるような実践力を身につけるため、子どもを目の前にして指導しているような意識を持ち、工夫した実践を

を行うことを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [05531] 子どもの食と栄養

期　間 後期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 根津　美智子 ネヅ　ミチコ nezu michiko

【授業のねらい及び到達目標】

1.健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的内容を理解する。

2.子どもの発育・発達と食生活の関連について理解する。

3.食育の基本とその内容及び食育のための環境を地域社会・文化とのかかわりの中で理解する。

4.家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について説明できる。

5.特別な配慮を要するこどもの食と栄養について説明できる。

【授業方法】

講義を中心に４回の実習を混じえた授業とする。内1回は媒体食育作成及び実演とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ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】

確認テスト試験80％､ 実習授業への取り組み態度10％､ 授業への取り組み態度10％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】

ガイダンス、子どもの健康と食生活の意義、山梨県の子どもの食生活の問題点について

事後学習：山梨県の子どもの食生活の問題点についてまとめておく(90分程度）
第1回

子どもの健康と食生活の意義、子どもの食をとり巻く問題点について　

事前学習：様々なコ食について調べておく（30分程度）

事後学習：子どもの食生活上の問題点をまとめておく（90分程度）

第2回

栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能

事前指導：5大栄養素を調べておく（30分程度）

事後学習：5大栄養素の働きについてまとめておく（90分程度）　

第3回

栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能

事前指導：必須脂肪酸について調べておく（30分程度）

事後学習：どうして必須脂肪酸が必要かをまとめておく（90分程度）　
第4回

母乳栄養について

事前学習：母乳栄養はどうしてよいのかまとめておく（30分程度）

事後学習：母乳栄養の利点と問題点をまとめておく(90分程度）
第5回

調乳法について

事前学習：どのような調乳法があるかまとめておく（30分程度）

事後指導：調乳の仕方と混合栄養についてまとめる（90分程度）

事前学習：なぜ離乳が必要か調べておく

事後学習：離乳についてまとめておく

第6回

離乳食の必要性

事前学習：どうして離乳が必要か調べておく（30分程度）

事後学習：離乳の進め方をまとめておく（90分程度）

第7回



離乳食実習

５～６か月、７～８か月

事前学習：離乳食の与え方を学習しておく。

事後学習：実習のまとめをしておく。

第8回

離乳食実習

９～１１か月、１２～完了期

事前学習：フォローアップミルクについて調べておく。

事後学習：実習のまとめをしておく。

第9回

保育所給食及び間食実習（３歳未満児）

事後学習：好ましい間食にはどのようなものがあるかまとめておく(90分程度）
第10回

保育所給食及び間食実習（３歳以上児）

事後学習：実習後のまとめをしておく（90分程度）
第11回

幼児期・学童期の心身の発達と食生活の意義

事前指導：幼児期、学童期の食生活上の問題点を各自考えておく（30分程度）

事後学習：幼児期、学童期の食生活上の問題点をまとめておく（90分程度）

第12回

幼児期・学童期の心身の発達と食生活の意義

事前学習：幼児期・学童期のマナーに関する問題点を考えておく（60分程度）

事後指導：現代の食生活の課題と次世代に及ぼす影響をまとめる(90分程度）

第13回

食育の基本と内容、食育の基本と食生活指導及び食を通した保護者への支援

事前学習：食育基本法はどうして生まれたのか調べておく(30分程度）

事後学習：食育基本法の内容についてまとめておく（90分程度）

第14回

食育の基本と内容、食育の基本と食生活指導及び食を通した保護者への支援

事前学習：保育所保育指針の「食育」について調べておく(60分程度）

事後学習：保育所保育指針の「食育」についてまとめておく(80分程度）

第15回

食育における養護と教育の一貫性、食育のための環境

事前学習：食育の目標について調べておく（60分程度）

事後学習：食育の5項目をまとめておく（90分程度）

第16回

食育を通じた家庭や地域への支援

事前学習：保育所保育指針の家庭や地域への支援にはどのようなものか調べておく（60分程度）

事後学習：保育所に求められる2つの保護者支援をまとめておく

第17回

家庭及び児童福祉施設における食事の現状

事前指導：乳児院、養護施設における食事の問題点を調べておく（60分程度）

事後学習：乳児院、養護施設における食事の問題点をまとめておく（90分程度）

第18回

障害のある子どもの食と栄養

事前学習：障害のある子どもの食事について調べておく（30分程度）

事後学習：どのような障害にはどのような食事方法があるかまとめておく（90分程度）

第19回

障害のある子どもの食と栄養

事前学習：誤嚥しやすい食品を調べておく（30分程度）

事後指導：誤嚥しやすいまた、飲み込みやすい食品をまとめる（90分程度）

第20回

特別な配慮をする子どもの食と栄養

事前指導：疾病時の食事の内容はどのようにしたらよいかを調べておく。（具体的に）

事後学習：具体的に疾病時に与える食事内容をまとめる（90分程度）

第21回

特別な配慮をする子どもの食と栄養

事前学習：具体的な疾病の原因について調べる（60分程度）

事後指導：体調不良時の食の対応を具体的にまとめる(90分程度）

第22回

幼児を対象とした食育教材を活用した媒体実習について

事前指導：媒体の種類について調べる。（60分程度）

事後学習：媒体の種類についてまとめる（90分程度）

第23回

幼児を対象とした食育教材を活用した媒体実習について

事前学習：自分で媒体とするものを考えて、ストーリーも考えておく（60分程度）

事後指導：演じ方を家でも練習し、ポイントをまとめる（90分程度）

第24回



食事摂取基準と献立作成及び調理の基本

事前学習：食事摂取基準について調べておく（60分程度）

事後学習：食事摂取基準についてまとめておく（90分程度）

第25回

食事バランスガイド・食生活指針について

事前指導：食事バランスガイド、食生活指針について調べておく（60分程度）

事後指導：食事バランスガイドを用い、自分の食生活はどうかをまとめる、また食生活指針も自分の食生活にどういかし

たらいいかをまとめる（90分程度）

第26回

食物アレルギーについて

事前学習：食物アレルギーのアレルゲンとどのような事故があったかを調べる（60分程度）

事後学習：食物アレルギーの食事提供時のポイントをヒヤリハットを見ながらまとめる（90分程度）

第27回

保育所における食物アレルギーのガイドライン

事前学習：どのようなことからいつガイドラインが出来たのか調べる（60分程度）

事後学習：エピペンについてまとめる（どのような時に打つのかも含む）（90分程度）

第28回

筆記試験第29回

試験のまとめと振り返り第30回

【教科書・参考書】

テキスト： 『改定２版　新 保育士養成講座 第8巻 子どもの食と栄養』 新 保育士養成講座編纂委員会（全国社会福祉協　　　　　

　議会） 2017年　

参 考 書： 『子どもの栄養・食教育ガイド』 坂本元子著（ 医歯薬出版） 2017年 、『発育期の子どもの食生活と栄養』菅原　園

他著（学建書院）

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

現代社会において､ 子どもの心と身体を育てる食事のあり方を実態を踏まえて考えていきたい。

初回に学生自身の食べるマナーや、幼児期の食事について振り返り語ってもらう。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05532] 障がい児保育

期　間 前期 （30回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 古屋　義博 フルヤ　ヨシヒロ furuya yoshihiro

【授業のねらい及び到達目標】

１．障害児保育を支える理念や歴史的変遷について学び、障害児及びその保育について理解する。

２．個々の特性や心身の発達等に応じた援助や配慮について理解する。

３．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育における計画の作成や援助の具体的な方法について理解する。

４．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの家庭への支援や関係機関との連携・協働について理解する。

５．障害児その他の特別な配慮を要する子どもの保育に関する現状と課題について理解する。

【授業方法】

各単元（題材）についての次に示す手順によって授業のねらいへの接近を図ります。第一段階：各単元（題材）に関する基礎的な事

項の説明 (講義形式)。第二段階：事例研究や役割演技、模擬保育 (演習形式)。第三段階：自己の保育・生活経験の省察とそれを踏

まえた自己の課題への気づき (振り返りのためのレポート作成)。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習と復習の総時間数は、授業ごと二時間以上とします。予習については、シラバスに記されたキーワードの意味を調べ、ノート

に書きましょう。復習については各授業で配付されたワークシートを読み返し、理解が不足している部分についての調べ学習を

してみましょう。

【評価の方法及び基準】

レポートだけで評価します。全八件のレポートを課し，その合算とします。なお、レポート提出のための条件は､ その単元（題

材）を扱った授業に出席して，演習（事例研究や役割演技など）に参加したこととします。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

障害児保育の動向－障害を含む「特別な配慮」の概念やインクルーシブ保育など第1回

障害児保育を支える理念（１）「障害の概念」としての「ＩＣＦ」の理解とその利用第2回

障害児保育を支える理念（２）医学モデルと社会モデル的視点の応用第3回

障害児保育を支える理念（３）合理的配慮の意味と役割演技第4回

各障害種別の理解（１）肢体不自由や視覚障害，聴覚障害を例にして第5回

各障害種別の理解（２）知的障害を例にして第6回

各障害種別の理解（３）発達障害（ASD，LD，ADHD）を例にして第7回

各障害種別の理解（４）その他の特別な配慮を要する子どもを例にして第8回

障害のある子どもの発達の援助（１）「学習」という用語の概念第9回

障害のある子どもの発達の援助（２）さまざまな「学習」第10回

障害のある子どもの発達の援助（３）基本的な技法の理解第11回

障害のある子どもの発達の援助（４）事例研究と役割演技第12回

発達の障害と遊びの環境との関係（１）「発達の障害」の概念の再考第13回

発達の障害と遊びの環境との関係（２）感覚－運動機能を促す遊びの環境第14回

発達の障害と遊びの環境との関係（３）認知機能を促す遊びの環境第15回

障害または特別な配慮に応じた保育計画（１）個別の指導計画を含む保育計画の意義第16回

障害または特別な配慮に応じた保育計画（２）個別の指導計画を含む保育計画の実際第17回

障害または特別な配慮に応じた保育計画（３）指導計画の模擬的な作成とPDCA第18回

障害または特別な配慮に応じた保育計画（４）健康と安全を保障する環境第19回

インク－シブ保育の実現（１）「育ちあい」という用語の概念第20回

インク－シブ保育の実現（２）「育ちあい」を促す保育士の役割第21回

インク－シブ保育の実現（３）「育ちあい」を促すコミュニケーション技法の理解第22回

インク－シブ保育の実現（４）事例研究と役割演技第23回

家庭や関係機関との連携（１）個別の支援計画などの現行制度の理解第24回

家庭や関係機関との連携（２）保護者間の交流や支え合い第25回

家庭や関係機関との連携（３）児童発達支援センターや関係専門職の役割第26回

家庭や関係機関との連携（４）小学校との接続と就学相談の原則第27回



障害児保育の現状と課題（１）医療的ケア児や重症心身障害児の保育第28回

障害児保育の現状と課題（２）その他の特別な配慮や見えにくい障害の存在第29回

障害児保育の現状と課題（３）障害児支援の制度の理解とその活用第30回

【教科書・参考書】

(参考書) 

山口勝弘・古屋義博編 (2002) 子どもの発達支援－障害児教育のフィールドワーク－. 啓明出版.

小畑文也ら編著（2013）Ｑ＆Ａで学ぶ障害児支援のベーシック．コレ-ル社．

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「講義」を通して専門的な知識を身につけるとともに，「演習（事例研究や役割演技など）」を通して障害種別を超えた子どもの

行動の理解の仕方や発達援助のしなやかな技法を身につけ、すてきな保育者になってください。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05533] 社会的養護内容

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 小田切　則雄 オタギリ　ノリオ otagiri norio

【授業のねらい及び到達目標】

施設に居住する児童の処遇は､ 一般家庭の児童に劣らないような援助を目指す｡ 児童養護の援助は､ 保育士や指導員の中心的役割遂行

によって進められていく｡ 養護内容は養護原理で学習したことを､ 具体的にどのように展開するかを明らかにするものである

｡�

【授業方法】

児童福祉施設における養護・援助プログラム､ 処遇の実際を児童の立場に立って理解することを試みる｡その上で養護児童の心身の成

長や発達を援助するために必要な知識や技術を習得､ 職員と児童の関わり方､ 福祉職員の専門性について学ぶ｡ 

受講前に前回受講時の内容を必ず復習すること、受講後は内容の習得が得られるよう反復すること。事前事後学習時間についてはそれ

ぞれ90分を目安とする。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

授業態度(25％)､ 試験結果(75％)などを総合的に評価する｡�受講前に前回受講時の内容を必ず復習すること、受講後は内容の習得が

得られるよう反復すること 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

養護に関する基本的理解 親権の基本的理解第1回

児童養護における歴史的理解・家庭的養護と社会的養護の基本的枠組第2回

自立という言葉の意味・自立支援に関する歴史的理解第3回

児童福祉施設で生活するということ第4回

児童福祉施設の目的と機能の理解第5回

実習で学生は何を学ぶか　一時保護所：居場所がほしい第6回

乳児院：新しい出会いのために第7回

児童養護施設：出会いと戸惑い第8回

児童自立支援施設・母子生活支援施設第9回

知的障害児施設・肢体不自由児施設第10回

地域におけるそだち①：児童館､ グループホーム､ 児童家庭支援センター第11回

地域におけるそだち②：地域子育て支援センター､ 自立援助ホーム第12回

児童福祉援助者論①援助者の種類・役割と倫理第13回

児童福祉援助者論②援助者とエンパワメント第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『よくわかる養護内容・自立支援』ミネルヴァ書房 2,200円 2007年 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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 [05534] 図画工作Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

自らが絵画造形に親しみ、知識を身につけ、技能を向上させていくことによって、子どもとともに楽しんで活動できるような資質を

養う。

【授業方法】

図画工作に関するさまざまな技法を講義と実技を通して学べるようにしていきます。学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）】

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。

ノート、作品を整理する。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。

事前事後学習を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％）　作品内容（40％）　ノート・レポート（30％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

子どもの発達と生活、図画工作の関係について第1回

絵画造形に関するさまざまな技法その１第2回

絵画造形に関するさまざまな技法その２第3回

絵画造形に関するさまざまな技法その３第4回

絵画造形に関するさまざまな技法その４第5回

絵画造形に関するさまざまな技法その５第6回

手作りおもちゃその１第7回

手作りおもちゃその２第8回

手作りおもちゃその３第9回

手作りおもちゃその４第10回

自然物を使った造形遊びその１第11回

自然物を使った造形遊びその２第12回

自然物を使った造形遊びその３第13回

自然物を使った造形遊びその４第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実技講習なので、授業に必要な道具、材料をしっかり用意すること。

創意工夫をもって楽しんで作品作りに取り組むこと。
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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 [05535] 保育内容　健康

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 若杉　純子 ワカスギ　ジュンコ wakasugi jyunko

【授業のねらい及び到達目標】

子どもが心身ともに健康で調和のとれた生活を営むために、保育者にとって必要な基礎的知識や理論を学び、現代的課題にも対応

していけるような資質を身につける。

【授業方法】

義と演習を交えながら行う。講義は、子どもたちの健康に関する現状と課題について、調べて発表したり、討議したりする。子

どもと保育者の心身の健康を考え、学ぶための校外での学習も予定している。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

授業前には、子どもの健康問題に関する新聞記事や雑誌記事など情報収集をする。

授業後には、授業で学んだことを振り返りながら、内容を整理し、さらに情報収集を行い、授業で発表したり皆で検討したりでき

るようにする。事前・事後学習は、各120分以上行う。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み姿勢（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】

授業概要提示　健康とは？第1回

子どもについて考えるその１　子どもを取り巻く現代的課題第2回

子どもについて考えるその２　子どもの発育・発達第3回

子どもについて考えるその３　子どもの遊び第4回

子どもについて考えるその４　子どもの生活と健康第5回

子どもについて考えるその５　子どもの生活と健康第6回

子どもについて調べるその１　各自のテーマを決める第7回

子どもについて調べるその２　各自のテーマに沿った学習第8回

子どもについて調べるその３　各自のテーマに沿った学習第9回

子どもについて調べるその４　各自のテーマに沿った学習第10回

子どもの活動に参加するその１第11回

子どもの活動に参加するその２第12回

子どもの活動に参加するその３第13回

研究発表その１　第14回

研究発表その２第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

子どもの健康について関心を持ち、子どもを取り巻くさまざまな課題に対して主体的に考え、取り組んでいく姿勢を持ってほしい。ま

た保育者となる自らの健康についても捉え直す機会にしてもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05536] 保育内容　総論

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

この授業では、保育行政の最新の動向を紹介し、保育現場で行われている保育内容各領域とそれら相互の関連性を理解すること

を目的としている。この授業を受講することで、保育内容の歴史的変遷を踏まえたうえで、保育の全体的な構造や、養護と教育が

一体的に展開することを具体的な保育実践につなげて理解することができる。また、保育の多様な展開について具体的に知ると

ともに、子どもや子ども集団の発達の特性や発達過程を踏まえた観察や記録の観点を習得し、保育内容と子ども理解とのかかわり

について学ぶことができる。

【授業方法】

この授業では、教科書をもとに基本的な用語についての解説ののち、受講生が毎回演習課題に取り組むことで、内容理解を深めて

いく。また、話し合いの時間もとり、必要に応じてグループワークも取り入れる予定である｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ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、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育所保育指針に基づく保育の基本および保育内容の理解第1回

保育の全体構造と保育内容第2回

保育内容の歴史的変遷第3回

子どもの発達の特性と保育内容第4回

個と集団の発達と保育内容第5回

保育における観察と記録第6回

養護と教育が一体的に展開する保育第7回

環境を通して行う保育第8回

遊びによる総合的な保育第9回

生活や発達の連続性に考慮した保育第10回

家庭、地域、小学校等との連携をふまえた保育第11回

乳児保育および長時間の保育第12回

特別な支援を必要とする子どもの保育第13回

多文化共生の保育第14回

総括：授業全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『保育内容総論』石川昭義・松川恵子編（中央法規）2015年、参考書：『保育内容総論』新保育士養成講座編纂委員会（

全国社会福祉協議会）2015年、そのほか、適宜授業中に紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

「保育所保育指針」は必ず毎回持ってきてください。指針をただ読んでいるだけでは、各領域の内容とそれら相互の関連性につい

ては理解できません。受講生には、主体的に演習をすすめる姿勢を望みます。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05537] 保育内容　表現Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

子どもの生活に即して、領域「表現」のねらいと内容を理解する。この理解を基に、子どもたちの創造性や表現意欲を養い、感

性豊かな成長へ導くための援助、指導の方法を学ぶ。また、学生自ら表現することの楽しさを味わうことを目標とする。

【授業方法】

 保育実践例を具体的に示しながら、保育における表現活動の援助・指導について考える。さらに学生自身が実際に全身を使い、表現

活動を試みる。

予習：授業終了時に次回の予習について指示をします。テキストや参考資料等を読んでください。

復習：授業で扱った箇所についてテキストや配布物を中心に行ってください。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

保育実践例を具体的に示しながら、保育における表現活動の援助・指導について考えます。また、学生自身が実際に全身を使い、表

現活動を試みます。さらに、学外において表現活動の実演から学ぶことも行います。

【評価の方法及び基準】

評価：レポート３０％、平常点(学生自身の表現や制作活動に対する取り組みの意欲)７０％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

領域としての「表現」をどう捉えるか第1回

心の表しであるシグナル表現の理解第2回

保育実践記録から学ぶ表現活動　－実践記録「ヤギと過ごした1年間」－第3回

生活の営みに直結した多様な表現活動を考える(１)第4回

　　　　　〃　　　　　　　　(２)第5回

造形的表現活動の援助・指導について学ぶ(１)－身近な素材と造形活動－第6回

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 （２）－身近な素材と造形活動－第7回

音楽的表現活動の援助・指導について学ぶ（１）－子どもの育ちとわらべうた－第8回

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 　(２)－リズムあそび－第9回

身体的表現活動の援助・指導について学ぶ（１）－劇あそび・役になりきって動きの工夫をする－第10回

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　（２）－発表－第11回

指導の計画について第12回

指導計画案の作成第13回

自己表現力の向上に挑戦する－保育者自身の表現を高めるとは－第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

参考書：花原幹夫編著『保育内容　表現(新保育ライブラリ 保育の内容・方法を知る)』北大路書房　2009年、その他、授業時間

内に適宜紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

制作や身体を使った表現活動、および討議に積極的に臨んで欲しい。 
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05538] 音楽Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 富山　美由紀 トミヤマ　ミユキ tomiyama miyuki

【授業のねらい及び到達目標】

更なる演奏技術向上と､ 実践に即した即興的な伴奏付けの知識､ 技術の習得｡

【授業方法】

実技演習を軸に､随時音楽理論の復習としての講義。ピアノ・歌唱の実技試験と、期末には生徒自身のプログラムによる模擬保育実習

を行う｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

学期末試験 (筆記､ 実技) 50％､ 授業への取り組み姿勢（自宅学習の課題含む）30％、小テスト20％。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)※第1回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第2回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　　第3回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　第4回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　　第5回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第6回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験）　第7回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第8回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　第9回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)　　第10回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第11回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第12回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第13回

ピアノ演奏実技演習 (随時演奏会形式による実技試験)第14回

総まとめ｡ 公開模擬保育実技試験第15回

【教科書・参考書】

チャイルド本社 ｢こどものうた200｣ ｢続こどものうた200｣ （開講までに各々準備すること）その他オリジナル教材等を随時使用

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

毎日練習できるよう、開講までに鍵盤楽器 (ピアノ・電子ピアノ・キーボード) を自宅に用意すること｡ なおキーボードはタッ

チレスポンス (タッチセンス) 機能があり､ 標準鍵盤61鍵以上のものとする｡
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05539] 保育実習指導Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育士の資格を取得するための必修科目である。保育実習指導Ⅰでは、2年次に行われる保育所での実習を積極的に、かつ有益なもの

にするための実習指導を行う。保育実習の目的、内容、方法の理解と、実習生として必要な知識・技術を習得する。それらをとおし

て実習課題を明確化し、実習機会を十分活用できることを目指す。実習後においては、実習の総括や自己評価をもとに、新たな課題

や学習目標を明確にする。

【授業方法】

テキストによる学習と視聴覚教材や実践例等を豊富に扱う。さらに現職保育者のアドバイスを聞いたり、前年度学生による体験報

告に学ぶ。

【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】

保育実習Ⅰの意義と目的の理解第1回

保育実習Ⅰの方法の理解と心構えについて第2回

保育所の社会的役割第3回

保育所保育の実際－子どもの生活と保育ー第4回

保育方法の基本理念第5回

現職保育者のアドバイスや前年度学生による体験報告を聞く第6回

実習の進め方－事務手続き、書類準備－第7回

実習日誌の意義と記録方法(1)第8回

実習日誌の意義と記録方法(2)第9回

保育実技の研究(1)第10回

保育実技の研究(2)第11回

部分実習を想定し、指導案を立てる第12回

実習中における巡回指導第13回

実習の振り返りと自己評価第14回

実習体験の反省会－次回への課題を整理する－第15回

【教科書・参考書】

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

　　　　『幼稚園・保育所実習 実習日誌の書き方』相馬和子・中田カヨ子編　萌文書林　2004年。　

　　　　『保育所保育指針』　フレーベル館 2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に自分自身の実習計画をたてるよう、実習事前学習を活用して欲しい。実習事後学習においては実践から得た学びを確実に整理し

、その後の授業に生かして欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05540] 保育実習指導Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である。保育実習指導Ⅱでは、２年次に行われる施設実習を積極的に、かつ

有益なものにするための実習指導を行う。施設実習の目的、内容、方法の理解と、実習生として必要な知識・技術を習得する。それ

らを通して実習課題を明確化し、実習機会を十分活用できることを目指す。実習後においては、実習の総括や自己評価をもとに、新

たな課題や学習目標を明確にする。

【授業方法】

実習に向けた基本的な内容について教科書に沿って解説を行い、それを深めるための演習課題に取り組む。また、事例について考

える機会を多く設け、ディスカッションも積極的に行う｡さらに前年度学生による体験報告に学ぶ。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

毎回それぞれ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、学んだことを整理し、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

単に実習の準備を行うことに留まらず、保育や養護の実践面の理解もねらいとするため、それら双方の観点から出席、受講状況、

レポートなど総合して評価する。（授業への取り組み70%、レポート20%、課題への取り組み10％）

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

施設実習の意義と目的の理解第1回

施設保育士の役割第2回

施設で暮らす子どもや利用者の理解第3回

児童福祉施設の理解―乳児院―第4回

児童福祉施設の理解―児童養護施設―第5回

児童福祉施設の理解―障害児入所・通所施設―第6回

施設における養護内容第7回

施設内の生活環境、衛生、安全管理第8回

前年度学生による体験報告を聞く第9回

実習目標・実習課題について考える第10回

実習の心構えと準備―事務手続き、書類準備―第11回

実習日誌の意義と記録方法第12回

実習指導案の作成第13回

実習の自己評価と実習による学びのまとめ第14回

実習体験の振り返り―次回への課題を整理する―第15回

【教科書・参考書】

教科書：『保育実習』近喰晴子ら編（中央法規）2016年、参考書：『保育実習』阿部和子ら編（ミネルヴァ書房）2014年、『幼稚園

・保育所・施設実習完全ガイド　第2版: 準備から記録・計画・実践まで』太田光洋著（ミネルヴァ書房）2015年、『実習ガイドブ

ック―その理論と実際 幼稚園・保育所・認定こども園・児童福祉施設等』畠中義久・草間吉夫著（建帛社）2015年、そのほか、参考

書は適宜紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に自分自身の実習計画をたてるよう、実習事前学習を活用してほしい。実習事後学習おいては実践から得た学びを確実に整理し、

その後の授業や実践に生かしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05541] 保育実習Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東　久実 イトウ　クミ ito kumi

【授業のねらい及び到達目標】

保育実習Ⅰは､ 保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である｡ この実習では､ 見学､ 観察実習を経て､ 保育に助手

的な立場で参加する参加実習を行う｡ この体験を通して､ 保育所の機能、役割､ 保育者の子どもへの関わり方を学ぶと共に､ 専門領

域のその後の学習の必要性を理解することを目標とする｡

【授業方法】

実習は各保育所で行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

日々の目標の達成状況を自己評価し、翌日の課題を明確にして実習にのぞむこと。

【評価の方法及び基準】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

(１) 保育所の一日の流れを理解し､ 保育に参加する第1回

(２) 実践の場での体験を通して保育所の機能や役割を学ぶ第2回

(３)子どもの観察や子どもとの関わりを通して､ 乳幼児の発達を理解する

第3回

(４)保育計画､ 指導計画について学ぶ第4回

(５)保育士の役割と､ 職員間のチームワークについて学ぶ
第5回

(６)子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ
第6回

(７)保育士としての倫理を具体的に学ぶ第7回

(８)生活やあそびなどの一部分を担当し､ 保育技術を習得する｡�第8回

(９)記録やコミュニケーションなどを通して家庭・地域社会を理解する｡��
第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

参考書は適宜紹介します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育所における様々な交流が､ 保育や養護に関する理論と実践を有機的に結びつける機会となるようにして欲しい｡
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対象年度 学科・科目 分野

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 [05542] 保育実習Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

児童福祉施設 (保育所を除く) で行う保育実習 は､ 保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である｡ 施設利用者との

人間的交流を通じて､ その生活の理解､ 施設職員の役割､ 保育士としての職務のあり方､ および､ それぞれのレベルに応じて求

められる援助技術の適正な用い方を､ 実践の場で体験を通して学ぶことを目標とする｡

【授業方法】

実習は各施設で行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

実習先に行く前に、その日の目標や課題を見直しておくこと。また、一日の実習終了後には、実習記録の作成と合わせて自己評価

を行い、反省点や課題についてまとめてから、次の日の実習に臨むようにすること。

【評価の方法及び基準】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

(１) 実習施設の機能や役割を理解する第1回

(２) 一日の流れを理解し､ 参加しながら保育者の役割や技術､ 態度について学ぶ第2回

(３) 観察や､ 関わりを通して利用者のニーズを理解する第3回

(４) 援助計画を理解し､ 援助方法や養護技術について学ぶ第4回

(５) 職員の役割分担とチームワークについて学ぶ第5回

(６) 施設利用者の最善の利益についての配慮を理解する第6回

(７) 保育士としての職業倫理を理解する

第7回

(８) 安全及び疾病予防への配慮について理解する第8回

(９) 生活や援助などの一部を担当し､ 養護技術を習得する第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【教科書・参考書】

教科書は､ 開講時に指示します｡参考書は適宜紹介します｡�

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

保育に関する理論と実践を有機的に関連づける機会となり得るよう､ 積極的､ 自発的な姿勢で実習に臨んで欲しい
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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 [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。
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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 [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。
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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 [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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