
対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [07585] 山梨県と峡南地域

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

解することを到達目標とする。

【授業方法】

峡南地域の中でも、身延町、南部町、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事前学修10時間、事後学修10時間を行なうこと。

【評価の方法及び基準】

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。

【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】

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 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc1] 身延町の福祉文化

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者
池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

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、「超高齢化社会のまちづくり」を基本コンセプト

としてPBL型の授業を行う。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

演習形式：得られた情報加工をするために、事前に120分、事後には120分程度は必要となる。

実践形式：実際の現場に出て情報を収集することに120分、得られた情報を整理加工することに120分までが事前学修、事後はプレゼ

ンテーションの不具合の訂正や修正に150分程度は必要となる。

【評価の方法及び基準】

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

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

組みに10％となる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション、福祉と文化の関係とその範囲第1回

身延町を理解しよう第2回

身延町の福祉実践と民間の活動第3回

資料から見ることができる身延町の福祉（１）第4回

資料から見ることができる身延町の福祉（２）第5回

プレゼンテーション（１）第6回

地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）第7回

地域図書館の活用（情報加工技術）（１）第8回

地域図書館の活用（情報加工技術）（２）第9回

プレゼンテーション（２）第10回

福祉に関する地域課題の検出（PBL型）第11回

地域課題解決に向けての方策検討（PBL型）第12回

地域課題解決具体案の作成①（PBL型）第13回

地域課題解決具体案の作成②（PBL型）第14回

身延町の福祉文化の多様性理解と問題解決案のプレゼンテーション（３）第15回

【教科書・参考書】

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

ikegami＠min.ac.jpまで、メールにて質問するようにしてください。

- 2 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc2] サービスラーニングⅠ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

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

おして、社会的役割や市民としての責任を感じ取ってもらうことを目的とする。

【授業方法】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域の課題を明確にする。

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

加、イベント参加や協働、ボランティア活動等のことをいう。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

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

ーション40％）で評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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】

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

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

2019年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [ccrc3] サービスラーニングⅡ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

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】

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

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

2019年度 仏教学部　共通基礎科目 総合科目

講義名 [cer02] 留学成果による単位認定

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

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 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】

※作成してください。

【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 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08007] 日蓮思想の基礎知識（宗学概論）

期　間 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 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】

教科書：『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】

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 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08012] 現代の人類的諸問題

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

て総合的に追求する力を育みたい｡

【授業方法】

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

�ﾌ的なテーマと授業方法については、参加者と相談して決めたい。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

事前学習は、あらかじめ指示された資料や文献を読んでおく。

事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業中の発表を含む取り組む姿勢30％ 

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション なぜ今､ 現代の人類的諸問題を学ぶのか第1回

子どもの学力低下､ 学校知識離れの意味するもの第2回

多文化共生時代の学力とは何か第3回

日本における総合学習・課題学習の系譜論第4回

青年期教育の実践から……宮原誠一 『青年期の教育』第5回

参加者の問題意識の報告第6回

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

高知・幡多高校生ゼミナールの平和教育研究 (２) 『渡り川』第8回

参加者の中間研究発表 (１)第9回

参加者の中間研究発表 (２)第10回

参加者の中間研究発表 (３)第11回

長野・松商学園高校 『僕たちの見たチェルノブイリ』第12回

松本サリン事件……テレビは何を伝えたか第13回

総合学習の実践動向第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

高知・幡多高校生ゼミナール 『ビキニの海は忘れない』平和文化

高知・幡多高校生ゼミナール 『渡り川』平和文化

深山正光 『国際教育の研究』 桐書房

山下正寿『核の海の証言』　新日本出版社

松商学園高校放送部『僕たちの見たチェルノブイリ』　オフィス・エム 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08036]  仏教思想の基礎知識（「仏教学概論」）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月　海慧 モチヅキ　カイエ mochizuki kaie

【授業のねらい及び到達目標】

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

知識を習得できるようになるであろう。

【授業方法】

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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：『倶舎論』桜部建（大蔵出版）1981年、『存在の分析』桜部建（角川文庫）1996年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

でもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08058] デス・エデュケーション

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 村瀬　正光 ムラセ　マサミツ murase masamitsu

【授業のねらい及び到達目標】

〔授業の目的・ねらい〕

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

〔授業全体の内容の概要〕

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

医療現場における宗教・宗教家の意義を、実際の活動などを通して解説する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

生老病死の諸問題を、自分の言葉で説明できるようになること。

【授業方法】

授業前半は、スライド等を使用し授業を進める。

授業後半は、受講生と一緒に議論し、理解を深める。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

講義毎のレポート100％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション（授業の進め方、自己紹介など）第1回

宗教とは（岸本英夫著『宗教学』を中心に）第2回

倫理学（自由主義の原則）第3回

生殖医療の現状１第4回

生殖医療の現状２第5回

終末期医療の現状１第6回

終末期医療の現状２第7回

臨死体験のワーク第8回

日蓮聖人の終末期第9回

精神疾患について（自死、自殺）第10回

グリーフワーク第11回

傾聴第12回

終活、事前指示第13回

医療現場における宗教者第14回

ビハーラについて（長岡西病院ビハーラ病棟）第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜、資料を配付する。

参考図書：

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

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

積極的に授業に参加することを望む。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08063] 仏教と司法福祉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 池上　要靖 イケガミ　ヨウセイ ikegami yosei

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

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

【授業方法】

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

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

携である。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

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

業での積極的な発言などの参加)30点。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス(テキストの紹介、講義全体の説明、評価方法の説明)第1回

司法福祉とは何か～その種類と意義第2回

宗教教誨の意義第3回

宗教教誨の歴史～仏教との関わりから（１）第4回

宗教教誨の歴史～仏教との関わりから（２） 第5回

宗教教誨の現状第6回

宗教教誨における仏教者の役割第7回

更生保護の意義第8回

更生保護の歴史～仏教との関わりから（１）第9回

更生保護の歴史～仏教との関わりから②（２）第10回

更生保護の現状第11回

更生保護における仏教者の役割第12回

事例研究（１）第13回

事例（１）のPBLによるアプローチ第14回

総 括第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

しい。積極的な姿勢で授業に臨んでもらいたい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 専門基礎科目

講義名 [08090] 仏教福祉の歴史

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

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

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

である。漢文の史料等も読むので、そのつもりで講義に臨んでもらいたい。

【授業方法】

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

すること。参加するだけでは意味がない、

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。

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

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

【評価の方法及び基準】

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

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

提出してもらう。ただ出席するだけでは単位を与えない。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

ガイダンス第1回

古代の仏教福祉　行基第2回

古代の仏教福祉　最澄第3回

中世の仏教福祉　空海第4回

中世の仏教福祉　空也第5回

中世鎌倉新仏教の仏教福祉　法然　その１第6回

中世鎌倉新仏教の仏教福祉　法然　その２第7回

中世伝統仏教の仏教福祉　明恵　　その１第8回

中世伝統仏教の仏教福祉　明恵　　その２第9回

中世伝統仏教の仏教福祉　叡尊　　その１第10回

中世伝統仏教の仏教福祉　叡尊　　その２第11回

中世伝統仏教の仏教福祉　忍性　　第12回

江戸時代の仏教福祉　その１第13回

江戸時代の仏教福祉　その２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

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

る。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

するので必ず持参すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08128] 生涯学習概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

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

について学びます｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

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

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

備えてください。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

生涯学習とは第1回

ラングランの永久教育論第2回

生涯教育から生涯学習へ第3回

国の審議会答申における生涯学習第4回

生涯学習と家庭教育・学校教育・社会教育との関係第5回

日本社会の ｢三化け｣ ｢七化け｣ ｢新三化け｣第6回

高齢化社会、高齢社会、超高齢社会第7回

少子化第8回

男女共同参画とM型社会第9回

OECDとリカレント教育第10回

生涯学習に関する世論調査第11回

開かれた学校､ 学社連携、学社融合第12回

まなびネットとキャンパスネットワークシステム第13回

放送大学､ 市民大学､ シルバー大学第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08129] 生涯学習概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

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

方法を採用します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

まちづくりと街づくりと町づくり　田村明の実践第2回

生涯学習としての地域活性化、まちづくり第3回

｢ないものねだり｣ から ｢あるものさがし｣ へ第4回

｢コミュニティ｣ の再検討　地縁団体とテーマ別団体第5回

結い、無尽、手間借り第6回

新しい公共、フィールドワーク活動第7回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市　ほか第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市　ほか第9回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町　ほか第10回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村　ほか第11回

事例の検討：静岡県掛川市、熊本県山江村　ほか第12回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市　ほか第13回

イギリス、ドイツの事例第14回

調査事例の発表第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08130] 社会教育計画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

我が国における社会教育の経緯、方法、内容について学びます。

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション (授業の概要説明)第1回

生涯学習推進行政と社会教育行政第2回

社会教育の意義と内容第3回

社会教育の方法・形態第4回

公民館とは第5回

図書館とは第6回

博物館とは第7回

コミュニケーション・スキル第8回

ワークショップの技法第9回

集団思考法､ 組織心理学第10回

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

プランニング第12回

プレゼンテーション第13回

ワークショップの計画第14回

ワークショップの実際第15回

【教科書・参考書】

栗田真司『子どもの心を育てるコミュニケーション』学術研究出版、2017年。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08131] 社会教育計画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田　真司 クリタ　シンジ kurita shinji

【授業のねらい及び到達目標】

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

基本的な考え方や方法論について学びます｡

【授業方法】

随時参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　出題された課題について調査し考えをまとめること。

事後学習120分　前回の講義ノートを読み返し要点をまとめること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

社会教育の方法第1回

社会教育と学校教育の関係第2回

アメリカとヨーロッパと日本の社会教育財政事情第3回

学習成果の活用方法・評価方法第4回

教育普及活動第5回

アドミニストレーター、インタープリター、ファシリテータ第6回

ワークシートの要点第7回

NPOの役割 アソシアシオン法第8回

市民と行政のパートナーシップ､PFI､PPP第9回

アウトリーチの歴史と方法第10回

ハンズ・オンとプリーズタッチ第11回

リピーターへの視点第12回

ボランティアの養成第13回

指定管理者制度第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

社会教育計画１を履修済みであることが望ましい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08132] 社会教育課題研究Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

決めて、学習し発表・討論する力を身につけることを目標とする。

【授業方法】

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

いする｡� 

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習１２０分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習１２０分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

オリエンテーション｡ 社会教育の意義第1回

成人の学習の国際的展開第2回

日本における社会教育活動の展開 (１)第3回

日本における社会教育活動の展開 (２)第4回

生涯教育と生涯学習第5回

地域づくり・まちづくり実践から (１) 東京・谷中第6回

地域づくり・まちづくり実践から (２) 大分・湯布院第7回

地域づくり・まちづくり実践から (３) 沖縄・伊江島第8回

地域づくり・まちづくり実践から (４) 福島・三春第9回

地域づくり・まちづくり実践から (５) 新潟・聖篭第10回

地域づくり・まちづくり実践から (６) 東京・国立第11回

地域づくり・まちづくり実践から (７) 合併しない町・村サミット第12回

地域づくり・まちづくり実践から (８) 沖縄・名護第13回

地域づくり・まちづくり実践から (９) 森は海の恋人第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは使用しないが参考文献を挙げておく。佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふ

きのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白い』(ふきのとう書房) 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08133] 社会教育課題研究Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼　朗 タヌマ　アキラ tanuma akira

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

テーマを決めて学習し、発表・討論する力を身につけることを目標とする。 

【授業方法】

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

いする｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。

事後学習120分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめる。

【評価の方法及び基準】

レポートを含む期末試験70％､ 授業への取組の姿勢30％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代青年の文化活動 (１)第1回

現代青年の文化活動 (２)第2回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (１)第3回

平和・軍縮学習と平和文化の創造 (２)第4回

子育て・文化協同 (１)第5回

子育て・文化協同 (２)第6回

環境問題に取り組む市民 (１)第7回

環境問題に取り組む市民 (２)第8回

人権学習 (１)第9回

人権学習 (２)第10回

ボランティア活動 (１)第11回

ボランティア活動 (２)第12回

青年の自立支援 (１)第13回

青年の自立支援 (２)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

テキストは使用しないが参考文献を挙げておく。佐藤一子 『生涯学習と社会参加』(東京大学出版会)､ 太田政男 『人を結う』(ふ

きのとう書房)､ 太田政男 『まちづくりは面白い』(ふきのとう書房)､ 金子郁容 『ボランティア』(岩波新書)､ 井上ひさし・

樋口陽一 『｢日本国憲法｣ を読み直す』(講談社)､ 深山正光 『国際教育の研究』桐書房 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08159] 青少年問題と社会教育

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】

少年犯罪からニート､いじめ、 不登校､ 学力低下等､ 現代社会の青少年の諸問題について､ 学校教育､家庭教育､ そして社会教育

という観点から分析してみる｡ また､ 社会教育サークルの活動を通して新しい時代にあった社会教育のあり方について考えてみた

い｡さらにはこれらの諸問題について仏教的に分析対応していきたい。

【授業方法】

人間の歴史､ 発達というところから“社会”とは何かを考え､ 学校教育や家庭教育､ 社会教育を分析して､ 人間の人格形成に大き

な影響を与える“人間にとって社会とは何か”について講義を進めるとともに、受講生それぞれが問題を考え､ ともに意見を出

し合う｡�

【学修の方法（事前・事後の学修）】

事前学習120分　配布資料をあらかじめ読んでおくこと。

事後学習120分　授業の振り返りを行い、ノートをまとめること。

【評価の方法及び基準】

授業の感想レポート40％、出席30％、中間レポート30％により総合評価。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

現代社会の青少年が起こす諸問題　ⅰ少年犯罪第1回

現代社会の青少年が起こす諸問題　ⅱ自殺　　　　　　　　　第2回

現代社会の青少年が起こす諸問題　ⅲ不登校　　　　　　　　第3回

青少年とメディア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4回

１８才成人社会　“一人前”とは　　　　　　　　　　　第5回

東日本大震災後を生きる子どもたち　　　　　　　　　　　第6回

学校教育の矛盾とその呪縛　　　　　　　　　　　　　　　第7回

学校の管理主義と競争原理～そのおちこぼれ～第8回

人間の歴史ⅰ～３５０万年昔の猿人の時代から「社会」について考える第9回

人間の歴史ⅱ～教育の歴史は人間の歴史　　　　　　　　　　第10回

近代の家族と社会について～高度成長以前の時代　　　　　第11回

現代の家族と社会について～高度成長からバブル期そして現代　　　　　第12回

社会教育サークルの実態ⅰ～学校や家庭では体験できない新しい社会第13回

社会教育サークルの実態ⅱ～青少年育成第14回

新しい時代の社会教育をめざして第15回

【教科書・参考書】

資料はその都度配布。参考書はその都度提示。

「子ども白書2016」日本子どもを守る会

「取り残される日本の教育」

「原発・放射能　子どもが危ない」

「少年Ａたちの犯罪」

【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､ 自分で考え､ 自分の意見をも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 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08393] 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 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08394] 福祉実践論

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
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

福祉実践に必要な能力とは第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（多職種協働）第5回

事例をとおして考える（地域への働きかけ）第6回

プレゼンテーション能力を身につける①第7回

プレゼンテーション能力を身につける②第8回

プレゼンテーション能力を身につける③第9回

福祉実践における記録①第10回

福祉実践における記録②第11回

福祉実践における記録③第12回

福祉実践演習①第13回

福祉実践演習②第14回

全体の総括第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 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08407] 家庭教育

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚　知子 テヅカ　トモコ tezuka tomoko

【授業のねらい及び到達目標】

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

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

ャレンジできる知識や技術を習得できる。

【授業方法】

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

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

る。さらに、毎回学んだ内容をまとめることで定着を図る。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

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

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

家庭教育とは？／現代の家庭教育における課題第1回

子どもの発達と家庭教育（その１）第2回

子どもの発達と家庭教育（その２）第3回

遊ぶこととしつけ第4回

しつけをバッドサイクルからグッドサイクルへ／家庭教育のポイント第5回

家庭教育がうまくいかなくなるとき第6回

子どもの発達を促す日常生活の工夫第7回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方（その１）第8回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方（その２）第9回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方（その１）第10回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方（その２）第11回

子どもがかかえる要因別運動スキルの身につけ方第12回

子どもがかかえる要因別認知／学習スキルの身につけ方第13回

子どもの問題行動への対応第14回

まとめ：授業全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

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、そのほか適宜紹介する。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [08410] 教職実践演習（中・高）

期　間 後期 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- -- -- 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

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】

※

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※

- 22 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [09905] 教育制度

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 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構想す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……人的迫ﾍ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 福祉学科　開設科目 理論系科目

講義名 [to002] 地域福祉実践

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （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

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

福祉実践に必要な能力とは第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（精神障がい者との関わり）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

福祉実践における評価とは第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 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07149] 社会活動の単位認定

期　間 通年 （2回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

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

【授業方法】

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

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

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

１級 その他

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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

しを提出すること｡

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

事前学習（オリエンテーション）第1回

事後学習（活動報告）第2回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

に問い合わせること｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07175] インターンシップの単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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】

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】

インターンシップ先は、担当教員と受講生の話し合いにより決定する。一般企業等への就職希望者は、一定期間一般企業へ、僧

道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計２週間のインターンシップを行うことに

より、２単位を修得できる。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

について纏めること。

【評価の方法及び基準】

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

学インターンシップ細則』に準じる。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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

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

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

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

プは非常に価値ある体験と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

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

学生。

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

目的を持って授業に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07176] インターンシップⅠ

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福祉機関等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

職先について考えていけるようにする。

【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、福祉分野への就職希望者は福祉機関等への就業体験を行う。

【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】

目的を持って授業に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07177] 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 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】

目的を持って授業に取り組むこと。

- 28 -



対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07178] 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】

目的を持って授業に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [07179] 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】

目的を持って授業に取り組むこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08238] キャリア教育Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。 

【評価の方法及び基準】

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

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

Pronunciation第1回

Greetings第2回

You　and　Your　Family第3回

Everyday　Life　in　Minobu第4回

Future　Dreams第5回

High　School　Days第6回

中間テスト第7回

Reading　Comprehension第8回

Telephoning第9回

Fixing　an　Appointment第10回

Complaints第11回

Requests　and　Offers第12回

Specific　Career　Terminology１第13回

Specific　Career　Terminology２第14回

まとめと前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08239] キャリア教育Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

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

【授業のねらい及び到達目標】

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

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法】

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

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

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。 

【評価の方法及び基準】

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

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

教科書選びと作戦決め第1回

単語テストと文法学習第2回

Listening　Exerciseの学習第3回

単語テストと文法学習第4回

Reading　Exerciseの学習第5回

単語テストと文法学習第6回

Listening　Exerciseの学習第7回

単語テストと文法学習第8回

Reading　Exerciseの学習第9回

単語テストと文法学習第10回

Listening　Exerciseの学習第11回

単語テストと文法学習第12回

Reading　Exerciseの学習第13回

単語テストと文法学習第14回

まとめと後期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます｡�参考書：英和・和英辞典　など 

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08341] キャリア教育Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

自分の夢や人生の目標を持って豊かなキャリアを築くための基礎をつくること、学生と社会人の違いを考えつつ、社会人として必

要な知識や心構えを習得することを主な課題として、４年生の春から本格的にスタートする就職活動に向けて一足早く準備を始め

ます。また、ビジネス電話検定の受験（知識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 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08342] キャリア教育Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路　実春 アワジ　ミハル awaji miharu

【授業のねらい及び到達目標】

全員が希望就職先で内定をもらうことを目的とします。就職面接試験は、あなたの人生を大きく左右するほどのとても大切な分

岐点です。自己分析や企業研究のしかた、目的、効果を学ぶことで、あなたに合った就職先を見つけられるようになり、志望動

機の書き方や自己アピールの作り方、履歴書の書き方などのコツを学ぶことで、自分の魅力をしっかり伝えられるようになりま

す。また、面接やディスカッションのポイントやコツもお伝えしますので、面接で何を表現し、何を語ればよいのかが分かる

ようになります。

【授業方法】

配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションを行います。実際に自己分析・企業研究をして、これに基づいた志望動機・自

己アピールを考えて履歴書を作成します。講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単なゲームを通して「考える」

「感じる」時間を作っています。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日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 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [08418] ボランティア活動の単位認定

期　間 通年 （2回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村　中一 キムラ　チュウイチ kimura chuichi

【授業のねらい及び到達目標】

ボランティア活動に通算５日以上参加した場合に、単位を認定する｡

【授業方法】

各学生がボランティア活動として通算５日以上参加した場合に、単位を認定する。なお、ボランティアの日程・内容及び感想を

まとめたレポートを提出すること。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【評価の方法及び基準】

提出されたレポートと面接により評価する｡�

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

事前学習（オリエンテーション）第1回

事後学習（ボランティア活動報告）第2回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ボランティアとは､ ｢助ける｣ ことと ｢助けられる｣ ことが融合した､ 魅力にあふれた活動である｡ ボランティア活動に､ 参加

することは自分の成長にとっても得るものが多い｡ 積極的に活動することを期待する｡�単位の換算上､ ５日以上参加しなければ単

位を認定できません｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 技術・実技系科目

講義名 [to001] 地域福祉演習

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （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

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】

※地域社会と社会福祉の関係を理解して、地域における福祉環境の向上に寄与できる視点と、具体的な問題解決能力を培うことを目

標にする。そのため、本講義では地域社会の福祉ニーズを掘り起こし、ニーズの満足を得ることができるように、解決策を模索

し、提案して実践することで、さらに改善を図ることで、問題解決能力を涵養できようにする。

【授業方法】

※これまでの学修により培われてきた社会福祉の知識を、講義形式ではなく、地域社会の中で活かして行く授業形式をとるため、

学外における活動が中心となる。具体的には、身延町や身延町社会福祉協議会、社会福祉施設、社会的弱者と呼ばれる方々との

面談や、訪問を通じて、ニーズを探り、社会福祉施設との橋渡しを行うことや、事業者の抱える問題点の解決に向けた方策の策定に

関わり、実行してPDCAサイクルの方法論を身につける。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

※授業の活動内容により、事前学習の内容も異なるため、その都度、事前学習の内容を指示する。概ね、2時間は要する。事後学習は

、活動の記録を正確に残し、活動に対する所見を意識して作成することになる。概ね、1時間30分を必要とする。

【評価の方法及び基準】

※活動内容により評価する。活動記録（20%）と、活動受け入れ先の担当者の所見（30%）、活動により作成された成果物の出来

栄え（20%）、 全体を通した活動の総合的な判断（30%、学修目標の達成度）による。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

※活動に関する説明と、留意点の提示、活動主体となる事業者に関する情報提供第1回

活動に関する事業者側からの説明と質疑応答、具体的な活動計画の作成第2回

活動計画の点検と質疑応答、活動場所の下見第3回

具体的活動①第4回

具合役活動②第5回

具体的活動③第6回

具体的活動④第7回

具体的活動⑤第8回

活動内容のチェックと地域課題の掘り起こし第9回

地域課題や社会福祉上の課題に対する改善策の検討第10回

地域課題や社会福祉上の課題に対する改善策の作成第11回

事業主体者に対する改善策の提示と説明、質疑応答第12回

改善策の実行と検証、修正第13回

修正後改善策の実行とさらなる修正第14回

調査の分析とまとめの作成、事業主体者への報告と評価第15回

【教科書・参考書】

※活動内容により評価する。活動記録（20%）と、活動受け入れ先の担当者の所見（30%）、活動により作成された成果物の出来

栄え（20%）、 全体を通した活動の総合的な判断（30%、学修目標の達成度）による。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

※講義形式では得られない、実際の生活問題を扱うので、中途半端な姿勢で望むことは厳に慎んでください。個人情報に触れる内

容もあるので、充分に注意して行動すること。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [07601] 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】

各自が興味関心をもつ児童福祉の分野を学修します。ゼミナールをとおして、子どもの理解や子どもが育つ環境について探究する方

法を身につけることができます。

【授業方法】

文献収集の方法､ 文献講読､ 観察､ レポート作成等､ 順に担当を決めて取り組み、定期的に発表します。また、各自の課題に応じ

て、地域の施設を利用し実地での学修を行います。

【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。事前の学習では、授業終了時に指示された内容を次回まで

に行うこと。 事後の学習では、専門用語の復習を行うと共に、関連の資料を利用して授業で扱った内容理解を深めること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み（70％）､ レポート（30％）により総合的に評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

授業の進め方に関する導入第1回

研究方法・資料・参考収集法の実際第2回

参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その１第3回

参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その２第4回

参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その３第5回

参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その４第6回

保育現場の観察 その１第7回

フィードバック第8回

参考文献の研究及びレポート発表　その１第9回

参考文献の研究及びレポート発表　その２第10回

参考文献の研究及びレポート発表　その３第11回

参考文献の研究及びレポート発表　その４第12回

保育現場の観察 　その２第13回

フィードバック第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業時に随時指示します｡

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ゼミ員各自の関心を共有し､ 相互に触発し合いながら多くのことを学びましょう｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [07701] 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】

各自のテーマに基づき､ 現場での観察研究をどう進めていくか具体的に学びます｡ ゼミナールをとおして卒論準備のための文献

を読みこなす力と､ レポートにまとめる文章力をつけることができます｡

【授業方法】

観察計画と記録､ 分析等と､ 文献研究を同時進行で進めていきます｡ 担当を決めて､ 定期的に発表します｡また、各自の課題に応

じて、地域の施設を利用し実地での学修を行います。

【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。事前の学習では、授業終了時に明確になった各自の課題

を内容を調べること。 事後の学習では、専門用語の復習を行うと共に、関連の資料を利用して授業で扱った内容理解を深めるこ

と。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み（70％）､ レポート（30％）により総合的に評価します。

【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

観察研究と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その１第2回

観察研究と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その２第3回

観察研究と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その３第4回

観察研究と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その４第5回

観察研究と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その５第6回

保育現場の観察　その１第7回

フィードバック第8回

観察研究の方法と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その１第9回

観察研究の方法と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その２第10回

観察研究の方法と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その３第11回

観察研究の方法と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その４第12回

観察研究の方法と参考文献の読み合わせ及びレポート発表　その５第13回

保育現場の観察　その２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業時に随時指示します。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

ゼミ員各自の関心を共有し､ 相互に触発し合いながら多くのことを学んでいくと同時に、各自の問題意識を明確化して4年次に臨ん

でほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [07801] 卒業論文（伊東久実）

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （8） 種　類 演習

対象学年 -- -- -- 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】

研究課題を設定する力、研究を推進する力と論理的な文章表現力を養います。このことにより学生は、自らの考えを論じていけ

る力と社会貢献のための問題解決能力を身につけます。

【授業方法】

各自の関心に基づき研究テーマを設定します。次に研究構想を練り、リサーチ・クエスチョンを設定し、調査を実施します。そし

て得られたデータを解釈し、考察します。卒論作成の指導は、全体指導と個別指導の両方によって行います。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

各自の卒論にテーマに合わせて、定期的に論文の報告・作成の準備を行う。

【評価の方法及び基準】

論文（90％）、発表（10％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

卒論テーマの決定第1回

研究方法について第2回

文献、雑誌論文の検索など資料収集の復習第3回

参考文献目録の提出第4回

章立て第5回

序論の提出第6回

データ収集上の注意　その１第7回

データ収集上の注意　その２第8回

初稿の提出とフィードバック　その１第9回

初稿の提出とフィードバック　その２第10回

初稿の提出とフィードバック　その３第11回

調査第12回

調査第13回

データ解釈と考察　　その１第14回

データ解釈と考察　　その２第15回

中間発表会第16回

中間発表会の振り返り第17回

初稿の提出とフィードバック　その３第18回

初稿の提出とフィードバック　その４第19回

初稿の提出とフィードバック　その５第20回

初稿の提出とフィードバック　その６第21回

初稿の提出とフィードバック　その７第22回

初稿の提出とフィードバック　その８第23回

初稿の提出とフィードバック　その９第24回

初稿の提出とフィードバック　その10第25回

初稿の提出とフィードバック　その11第26回

注と参考文献第27回

完成稿の提出第28回

レジュメ作成第29回

卒論発表会第30回

【教科書・参考書】

授業時に随時指示します｡



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

４年間の学びの集大成です。努力を惜しまずに、問いへの考察を行って欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [07807] 卒業論文（田沼朗）

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （8） 種　類 演習

対象学年 -- -- -- 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】

指導教員と相談の上で決めた論題に従い、卒業論文を仕上げていくことになる。論題の決定、参考文献や資料の収集、それらの読み

込み、章立ての策定、実際の執筆、最終的な仕上げ、に至るまで、指導教員とコミュニケーションを取りながら、取り組んでいくこと

。

【授業方法】

論題の決定、参考文献や資料の収集、それらの読み込み、章立ての策定、実際の執筆、最終的な仕上げの各段階において、担当教員

から指導を受けることになる。予め決められた日時には、充分な準備をして指導に臨むこと。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

指導を受ける際には、事前に指示された内容を十分にこなしておくこと。それが事前・事後の学修になる。それぞれ120分どころか、

その何十倍もの時間がかかるであろうが、卒業論文の場合、それが当たり前である。

【評価の方法及び基準】

卒論への取組状況20％、卒業論文自体の完成度70％、口頭試問10％

【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

論文指導第2回

論文指導第3回

論文指導第4回

論文指導第5回

論文指導第6回

論文指導第7回

論文指導第8回

論文指導第9回

論文指導第10回

論文指導第11回

論文指導第12回

論文指導第13回

論文指導第14回

論文指導第15回

論文指導第16回

論文指導第17回

論文指導第18回

論文指導第19回

論文指導第20回

論文指導第21回

論文指導第22回

論文指導第23回

論文指導第24回

論文指導第25回

論文指導第26回

論文指導第27回

体裁確認第28回

最終仕上げ第29回

提出第30回



【教科書・参考書】

参考文献、諸資料は、各自が指導教員と相談の上、決めていくことになる。

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

指導を受ける際、担当教員から「事前にここまではやっておくように」と指示された事柄は、しっかり準備しておくこと。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　開設科目 ゼミナール・卒業論文

講義名 [sy001] 総合演習

期　間 通年 （30回） 単 位 数 必修 （8） 種　類 演習

対象学年 -- -- -- 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】

保育の専門的知識や技術の総合的な実践力を養います。学生は、社会貢献のための問題解決能力と技術を身につけます。

【授業方法】

各自の関心に基づき制作テーマを設定します。次に制作の構想を練り、造形活動や音楽活動によって作品を制作します。制作の

途中では、可能な限り子供や親子を対象に作品を実演、実践して作品の課題点を明らかにし、修正を行って完成させます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

各自の制作過程に合わせて、定期的に事前・事後学習を行う。

【評価の方法及び基準】

作品と制作の解説に関するレポート（90％）、発表（10％）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

作品制作のテーマ決定第1回

制作方法について第2回

先行研究など資料収集の復習第3回

参考文献目録の提出第4回

章立て　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5回

序論の提出第6回

作品制作に関わる調査・研究第7回

作品制作に関わる調査・研究第8回

作品制作に関わる調査・研究第9回

作品制作　　　　　　　　　　　　　第10回

作品制作第11回

作品制作第12回

作品制作第13回

作品制作第14回

中間発表第15回

作品制作第16回

作品制作第17回

作品制作第18回

作品制作第19回

作品制作第20回

作品の実演・実践第21回

作品の実演・実践第22回

作品の実演・実践の検証第23回

作品の実演・実践の検証第24回

作品の完成にむけて第25回

作品の完成にむけて第26回

作品の完成にむけて第27回

完成作品およびレポートの提出第28回

レジュメ作成第29回

卒論発表会第30回

【教科書・参考書】

授業時に随時指示します。



【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

４年間の学びの集大成です。努力を惜しまずに、技術の追求を行って欲しい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09120] 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 家庭において介護を必要としている利用者の生活を知り､ 介護実践を通して在宅福祉のあり方を学ぶ ２ 在宅福祉制度の仕組や

体系を理解する ３ 利用者に関わりを持つ家族､ キーパーャ唐ﾉついて理解する ４利用者を取り巻く地域環境及び住環境について

理解する ５ 家庭で生活している利用者の介護過程を理解する ６ 家庭で生活する要介護者に関わる介護職員の役割と保健､ 医

療との連携を学ぶ ７ 在宅における介護者のあり方を理解し自己の介護観を明確にする 

【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）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【評価の方法及び基準】

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 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09234] 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】

あらゆる利用者にたいして、6種類（たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経

管栄養））又は4種類（気管カニューレ内部のたん吸引、経鼻経管栄養を除く4種類）の医療的ケアを実施できる介護福祉士を養成す

ることを目的とする。

【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

【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】

期末試験90％　演習課題・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 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09235] 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】

あらゆる利用者にたいして、6種類（たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経

管栄養））又は4種類（気管カニューレ内部のたん吸引、経鼻経管栄養を除く4種類）の医療的ケアを実施できる介護福祉士を養成す

ることを目的とする。

【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

【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】

期末試験90％　演習課題・レポート10％

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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

技術と留意点）
第1回

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

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

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

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（呼吸のしくみとはたらき）第5回

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

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（人工呼吸器と吸引）第7回

高齢者及び障害児･者の「たんの吸引」概論（子どもの吸引について）第8回

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

と予防（吸引と関連して））
第9回

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

と事前対策）
第10回

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

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

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

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

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

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

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

【教科書・参考書】

テキスト；新・介護福祉士養成講座　別巻「医療的ケア」中央法規

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09236] 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】

あらゆる利用者にたいして、6種類（たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経

管栄養））又は4種類（気管カニューレ内部のたん吸引、経鼻経管栄養を除く4種類）の医療的ケアを実施できる介護福祉士を養成す

ることを目的とする。

【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

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

。

【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】

期末試験50％　演習結果30％　授業態度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 福祉学科　資格取得に関する科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09242] 医療的ケア実習（基本研修試験）

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】

あらゆる利用者にたいして、6種類（たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経

管栄養））又は4種類（気管カニューレ内部のたん吸引、経鼻経管栄養を除く4種類）の医療的ケアを実施できる介護福祉士を養成す

ることを目的とする。

介護実習時見学を通して、学内での基本研修の自己評価をおこなう。

【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120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120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）】

基本研修試験を受けるにあたり事前に120分以上学習し試験に臨むこと。

事後学習は実地研修試験（卒業後）に受かるために120分以上の学習が必要。

【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。

見学時レポート50％　見学時態度50％

【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 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09054] 保育実習指導Ⅳ

期　間 通年 （15回） 単 位 数 必修 （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】

４年次に行われる保育所での実習を積極的に、かつ有益なものにするための実習指導を行います。それらをとおして実習課題を明確

化し、実習機会を十分活用できることを目指します。この授業を受けることにより、保育実習Ⅳの目的、内容、方法の理解と、実習

生として必要な知識・技術を習得することができます。また、指導計画の立案のための方法を学ぶことができます。実習後におい

ては、実習の総括や自己評価をもとに、新たな課題や学習目標を明確にします。

【授業方法】

保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ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びます。

【学修の方法（事前・事後の学修）】

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

確にしておくこと。また、保育実技の練習を行うこと。事後の学習では、ノート(実習日誌も含む)や配布資料を整理して授業内容の

理解に努めること。さらに、保育実技の修正点を繰り返し練習し改善すること。

【評価の方法及び基準】

授業への取り組み（70％）､レポート（30%）により総合評価します。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育所実習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 その１第5回

部分・責任実習の指導案の立案 その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】

教科書：『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。

参考書：『幼稚園・保育所実習 実習日誌の書き方』相馬和子・中田カヨ子編（萌文書林）2004年、『保育所保育指針』（フレーベル

館）2017年。　

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09129] 保育実習Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- -- -- 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】

児童福祉施設においてこれまで行った実習の経験を整理し､ 保育士の業務の実際について具体的な理解を深め､ 保育士として必要な資質

・能力・技術を習得させる｡ さらに､ 家庭と地域の生活実態にふれて､ 子ども家庭福祉ニーズに対する理解力､ 判断力を養うとと

もに､ 子育てを支援するために必要とされる力量を養うことを目標とする｡

【授業方法】

実習は各保育園で行う｡

【学修の方法（事前・事後の学修）】

日々の目標の達成状況を自己評価し、翌日の課題を明確にして実習にのぞむこと。

【評価の方法及び基準】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価する。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育全般に参加し､ 保育技術を習得する｡第1回

子どもの個人差について理解し､ 対応方法を習得する｡ 特に発達の遅れや生活環境にともなう子どものニーズを理解

し､ その対応について学ぶ｡
第2回

指導計画を立案し､ 実際に実践する｡第3回

地域社会に対する理解を深め､ 連携の方法について具体的に学ぶ｡第4回

子どもの最善の利益への配慮を学ぶ｡第5回

保育士としての職業倫理を理解する。第6回

保育所の保育士に求められる資質・能力・技術に照らし合わせて､ 自己の課題を明確化する｡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】

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】

最終の保育実習となるため､ これまでの実習の経験を生かし､ より実践的な見地に立った積極的な実習となることを望む｡
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 保育士資格取得科目

講義名 [09405] 保育相談支援

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 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120分以上の事前・事後の学修を行うこと。課題は毎回課すものとする。事前学習では、教科書を読み、内容

や用語について予習を行うこと。事後学習では、毎回課題を課すため、学んだことを整理し、必ず課題を行ってくること。

【評価の方法及び基準】

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

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

保育相談支援とは？／傾聴・共感を知る第1回

保育相談支援の方法第2回

保護者との関係づくり第3回

保育の環境構成を生かした保護者支援第4回

ワーク：連絡帳の返事を書いてみよう第5回

地域の資源の活用と関係諸機関との連携第6回

地域子育て支援における保育相談支援の実際第7回

養育力向上を目指した支援第8回

保護者同士の関係を支援する第9回

苦情対応から始まる支援第10回

障がいのある子どもの保護者支援第11回

要保護児童の家庭に対する支援第12回

乳児院等における支援第13回

家族関係支援の考え方第14回

まとめ―振り返りロールプレイ―第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

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

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

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

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

ものですので、意欲的に学んでください。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09107] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅲ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09112] 社会福祉援助技術現場実習Ⅰ

期　間 前期 （0回） 単 位 数 必修 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 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。

事後学習～実習報告書をまとめる。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

【教科書・参考書】

『社会福祉士　相談援助実習（第2版）』 監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会（中央法規出版）2015年

【学生諸君に望むこと／その他必要と思われる事項】

実習をとおして対人援助における自らの課題を明らかにし、向きあってほしい。

実習前にボランティアを必ず行い、福祉機関の利用者と触れ合う機会を作るようにしてほしい。
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対象年度 学科・科目 分野

2019年度 福祉学科　資格取得に関する科目 社会福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [09114] 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。

事後学習～実習報告書をまとめる。

【評価の方法及び基準】

自己評価・実習記録・実習指導者評価と実習後スーパービジョン・実習報告を総合して評価を行う。

【授業の日程と各回のテーマ・内容】

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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