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人
間
総
合
科
目
（
2
0
1
8
年
度
入
学
生
シ
ラ
バ
ス
）

学
び
の
技
法

エッセンシャルスタディⅠ 10 2 ●
エッセンシャルスタディⅡ 11 2 ●
キャリアデザインⅠ 12 2 ●
キャリアデザインⅡ 13 2 ●

文
化
・
社
会

キリスト教と社会福祉 15 2 ○ ○ ○ ○
ボランティア・NPO論 16 2 ○ ○ ○ ○
社会学 17 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本文化論 18 2 ○ ○ ○ ○
国際文化論 19 2 ○ ○ ○ ○
法学 20 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国際政治と日本 21 2 ○ ○ ○ ○
経済学 22 2 ○ ○ ○ ○

生
命
・
自
然

生活の科学 24 2 ○ ○ ○ ○
生活と環境 25 2 ○ ○ ○ ○
生命の倫理 26 2 ○ ○ ○ ○
心理学 27 2 ○ ○ ○ ○

ス
ポ
ー
ツ

スポーツ実技 29 1 ○
スキー実習 30 1 ○
キャンプ実習 31 1 ○ ○

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

情報リテラシーⅠ 33 2 ●
情報リテラシーⅡ 34 2 ●
情報処理概論 35 2 ○ ○
英語コミュニケーションⅠ 36 1 ●
英語コミュニケーションⅡ 37 2 ○
中国語コミュニケーション 38 2 ○
手話入門 39 1 ○
ディベート 40 1 ○
キャリア開発 41 2 ○
キャリアインターンシップ 42 2 ○ ○

人
間
総
合
科
目
（
2
0
1
7
年
度
以
前
入
学
生
シ
ラ
バ
ス
）

エッセンシャ
ルスタディ

エッセンシャルスタディⅠ 44 2 ●
エッセンシャルスタディⅡ 45 2 ●

文

化

と

社

会

生命倫理 47 2 ○ ○ ○ ○
キリスト教と社会福祉 48 2 ○ ○ ○ ○
ボランティア活動 49 2 ○ ○ ○ ○
社会福祉史 50 2 ○ ○ ○ ○
ジェンダーと社会福祉 51 2 ○ ○ ○ ○
心理学 52 2 ○ ○ ○ ○
社会学 53 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
現代家族論 54 2 ○ ○ ○ ○
福祉文化論 55 2 ○ ○ ○ ○
日本文化論 56 2 ○ ○ ○ ○
国際文化論 57 2 ○ ○ ○ ○
法学 58 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国際政治と日本 59 2 ○ ○ ○ ○
経済学入門 60 2 ○ ○ ○ ○

科
学
と
環
境

生活の科学 62 2 ○ ○ ○ ○
宇宙と生命 63 2 ○ ○ ○ ○
バリアフリー論 64 2 ○ ○ ○ ○
生活環境論 65 2 ○ ○ ○ ○
現代居住環境論 66 2 ○ ○ ○ ○
統計処理入門 67 2 ○ ○ ○

健康と
スポーツ

スポーツ実技Ａ 69 1 ○
スポーツ実技Ｂ（スキー） 70 1 ○
キャンプ実習 71 1 ○ ○

情
報

情報基礎論Ⅰ 73 2 ●
情報基礎論Ⅱ 74 2 ●
情報処理概論 75 2 ○ ○
情報システム論 76 2 ○ ○

レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン

レクリエーション実技 78 1 ○
スポーツ・レクリエーション論 79 2 ○ ○
レクリエーション活動援助法 80 1 ○ ○
レクリエーション現場実習 81 1 ○ ○

授業科目開講一覧表
●＝必修科目

区 分 科目群 授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科） 掲載頁 単位数

開 講 学 期
1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次
前 後 前 後 前 後 前 後
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●＝必修科目

区 分 科目群 授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科） 掲載頁 単位数

開 講 学 期
1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次
前 後 前 後 前 後 前 後

人
間
総
合
科
目

（
2
0
1
7
年
度
以
前
入
学
生
シ
ラ
バ
ス
）

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン

英語コミュニケーションⅠ 83 1 ●
英語コミュニケーションⅡ 84 2 ○
実用日本語Ⅰ 85 1 ○
実用日本語Ⅱ 86 1 ○
中国語 87 2 ○
手話入門 88 1 ○
ディベート 89 1 ○

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

キャリアデザインⅠ 91 2 ●
キャリアデザインⅠ 92 2 ●
キャリアデザインⅠ 93 2 ●
キャリアデザインⅡ 94 2 ●
キャリアデザインⅡ 95 2 ●
キャリアデザインⅡ 96 2 ●
キャリア開発 97 2 ○

総

合

福

祉

科

目

（

共

通

シ

ラ

バ

ス

）

総

合

福

祉

基

礎

科

目

基
礎
1
群

総合福祉入門 99 2 ●
福祉と保健・医療 100 2 ○
福祉と心理 101 2 ○
福祉と経済 102 2 ○

基
礎
2
群

社会福祉概論Ⅰ 104 2 ●
社会福祉概論Ⅱ 105 2 ●
相談援助の基盤と専門職Ⅰ 106 2 ●
相談援助の基盤と専門職Ⅱ 107 2 ○

基

礎

3

群

高齢者福祉論Ⅰ 109 2 ○
医学一般 110 2 ○
社会保障論Ⅰ 111 2 ○
地域福祉論Ⅰ 112 2 ○ ○
障害者福祉論 113 2 ○ ○
児童福祉論 114 2 ○ ○
福祉現場における理念と実践 115 2 ○
相談援助の理論と方法Ⅰ 116 2 ○
相談援助演習Ⅰ 117 1 ○
相談援助演習Ⅰ 118 1 ○
相談援助演習Ⅱ 119 1 ○
総合福祉基礎実習 120 1 ○

社

会

福

祉

科

目

専

門

科

目

高齢者福祉論Ⅱ 122 2 ○
公的扶助論 123 2 ○ ○
社会保障論Ⅱ 124 2 ○
地域福祉論Ⅱ 125 2 ○
地域福祉論Ⅱ 126 2 ○ ○
ジェンダーと社会福祉 127 2 ○ ○ ○
医療福祉論 128 2 ○
福祉行財政と福祉計画 129 2 ○ ○
福祉行財政と福祉計画 130 2 ○ ○
障害児療育論 131 2 ○ ○
社会福祉史 132 2 ○ ○
就労支援サービス 133 1 ○ ○
就労支援サービス 134 1 ○
権利擁護と成年後見制度 135 2 ○ ○
権利擁護と成年後見制度 136 2 ○
社会調査の基礎 137 2 ○ ○
更生保護制度 138 1 ○ ○
更生保護制度 139 1 ○
福祉サービスの組織と経営 140 2 ○ ○
福祉経営 141 2 ○ ○
相談援助の理論と方法Ⅱ 142 2 ○
相談援助の理論と方法Ⅱ 143 2 ○
相談援助の理論と方法Ⅲ 144 2 ○
相談援助の理論と方法Ⅳ 145 2 ○
相談援助演習Ⅱ 146 1 ○
相談援助演習Ⅲ 147 1 ○
相談援助演習Ⅲ 148 1 ○
相談援助演習Ⅳ 149 1 ○
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●＝必修科目

区 分 科目群 授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科） 掲載頁 単位数

開 講 学 期
1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次
前 後 前 後 前 後 前 後

総

合

福

祉

科

目

（

共

通

シ

ラ

バ

ス

）

社
会
福
祉
科
目

専
門
科
目

相談援助演習Ⅳ 150 1 ○
相談援助演習Ⅴ 151 1 ○
相談援助演習Ⅴ 152 1 ○
相談援助実習指導Ⅰ 153 1 ○
相談援助実習指導Ⅱ 154 2 ○
相談援助実習 155 4 ○
相談援助専門実習指導 156 1 ○
相談援助専門実習 157 2 ○

社

会

福

祉

関

連

科

目

健
康
・
運
動
分
野
／
介
護
・
保
健
・
医
療
分
野

機能的解剖 159 2 ○ ○ ○
機能的解剖学 160 2 ○ ○ ○
水泳・水中運動 161 1 ○ ○ ○
ストレッチング・レジスタンス 162 1 ○ ○ ○
ストレッチング 163 1 ○ ○ ○
エアロビックダンス 164 1 ○ ○ ○
エアロビクスダンス 165 1 ○ ○ ○
ジョギング・ウォーキング 166 1 ○ ○ ○
運動生理学 167 2 ○ ○ ○
健康づくり施策概論 168 2 ○ ○
健康づくりと運動プログラム 169 2 ○ ○
運動障害と予防・救急処置 170 2 ○ ○
運動障害と予防・救急処置Ⅰ 171 2 ○ ○
栄養摂取と運動 172 2 ○ ○
レジスタンスエクササイズ 173 1 ○ ○
体力測定と評価 174 2 ○ ○
体力測定と評価の理論 175 2 ○ ○
体力測定と評価の実技 176 1 ○ ○
運動指導の心理学的基礎 177 2 ○ ○
運動障害と予防・救急処置Ⅱ 178 1 ○ ○
健康運動指導演習Ａ 179 1 ○
健康運動指導演習Ｂ 180 1 ○
野外活動演習 181 1 ○
健康運動指導演習Ｃ 182 1 ○
障がい者スポーツ演習 183 1 ○
健康運動指導演習Ｄ 184 1 ○
健康運動指導演習Ⅰ 185 1 ○
健康運動指導演習Ｅ 186 1 ○
健康運動指導演習Ⅱ 187 1 ○
健康運動指導演習Ｆ 188 1 ○
ヘルスプロモーション 189 2 ○ ○
子ども体育指導論 190 2 ○ ○
障害者・高齢者スポーツ 191 2 ○ ○
運動処方論 192 2 ○ ○
スポーツマネジメント 193 2 ○ ○
介護実務基礎 194 2 ○
介護予防 195 2 ○ ○
精神保健学 196 2 ○ ○ ○
レクリエーション実技 197 1 ○
スポーツ・レクリエーション論 198 2 ○ ○
レクリエーション現場実習 199 1 ○ ○

心
理
分
野

教育心理学 201 2 ○ ○
臨床心理学 202 2 ○ ○ ○
心理学研究法 203 2 ○ ○
心理学研究法 204 2 ○
心理学基礎実験 205 2 ○ ○
心理学基礎実験 206 2 ○
心理検査法 207 2 ○ ○ ○
発達心理学 208 2 ○ ○ ○
高齢者心理学 209 2 ○ ○ ○
青年心理学 210 2 ○ ○
障害者心理学 211 2 ○ ○ ○
カウンセリング 212 2 ○ ○
心理療法 213 2 ○ ○
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●＝必修科目

区 分 科目群 授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科） 掲載頁 単位数

開 講 学 期
1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次
前 後 前 後 前 後 前 後

総

合

福

祉

科

目

（

共

通

シ

ラ

バ

ス

）

社

会

福

祉

関

連

科

目

心
理
分
野

犯罪・非行心理学 214 2 ○ ○
発達臨床心理学 215 2 ○ ○
臨床心理学実習 216 2 ○ ○
家族心理学 217 2 ○ ○
グループダイナミクス 218 2 ○ ○
心理検査法実習 219 1 ○ ○
社会心理学 220 2 ○ ○ ○

経
営
情
報
分
野

経営管理論 222 2 ○ ○
マーケティング 223 2 ○ ○
経営事情 224 2 ○ ○ ○
ネットビジネス論 225 2 ○ ○ ○
情報ネットワーク 226 2 ○ ○ ○
ビジネスソフトウェアⅠ 227 2 ○ ○ ○
ビジネスソフトウェアⅡ 228 2 ○ ○ ○
プレゼンテーションスキル 229 2 ○ ○ ○
会計実務 230 2 ○ ○ ○
ビジネス実務総論 231 2 ○ ○ ○
ビジネス実務演習Ⅰ 232 1 ○ ○ ○
ビジネス実務演習Ⅱ 233 1 ○ ○ ○
ビジネス・インターンシップ 234 2 ○ ○
企業経営論 235 2 ○ ○ ○
金融事情 236 2 ○ ○ ○
簿記原理Ａ 237 2 ○ ○ ○
簿記原理Ｂ 238 2 ○ ○ ○
商業簿記（中級） 239 2 ○ ○ ○
工業簿記 240 2 ○ ○ ○
人事管理実務 241 2 ○ ○ ○
経営組織論 242 2 ○ ○ ○

海
外
セ

ミ
ナ
ー

海外福祉交流ハワイセミナー 244 1 ○ ○ ○ ○

卒業研究 卒業研究Ⅰ 246 4 ●
卒業研究Ⅱ 254 4 ●

付 録 社会福祉士国家試験受験対策講座 262
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人

間

総

合

科

目

学
び
の

技

法

エッセンシャルスタディⅠ W H SL 1 01
エッセンシャルスタディⅡ W H SL 1 02
キャリアデザインⅠ W H SL 2 03
キャリアデザインⅡ W H SL 2 04

文
化
・
社
会

キリスト教と社会福祉 W H CS 2 02
ボランティア・NPO論 W H CS 2 03
社会学 W H CS 2 07
日本文化論 W H CS 2 10
国際文化論 W H CS 2 11
法学 W H CS 2 12
国際政治と日本 W H CS 2 13
経済学 W H CS 2 14

生

命
・

自

然

生活の科学 W H LS 2 01
生活と環境 W H LS 2 04
生命の倫理 W H LS 2 07
心理学 W H LS 2 08

ス
ポ
ー
ツ

スポーツ実技 W H SP 1 01
スキー実習 W H SP 1 02
キャンプ実習 W H SP 2 03

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

情報リテラシーⅠ W H SC 1 08
情報リテラシーⅡ W H SC 1 09
情報処理概論 W H SC 2 03
英語コミュニケーションⅠ W H SC 1 01
英語コミュニケーションⅡ W H SC 2 02
中国語コミュニケーション W H SC 2 05
手話入門 W H SC 2 06
ディベート W H SC 2 07
キャリア開発 W H SC 3 10
キャリアインターンシップ W H SC 3 11

総

合

福

祉

科

目

総
合
福
祉
基
礎
科
目

基
礎
1
群
総合福祉入門 W M WⅠ 2 01

基
礎
2
群

社会福祉概論Ⅰ W M WⅡ 2 01
社会福祉概論Ⅱ W M WⅡ 2 02
相談援助の基盤と専門職Ⅰ W M WⅡ 2 03
相談援助の基盤と専門職Ⅱ W M WⅡ 2 04

基
礎
3
群

高齢者福祉論Ⅰ W M WⅢ 3 01
医学一般 W M WⅢ 2 02
社会保障論Ⅰ W M WⅢ 3 03
地域福祉論Ⅰ W M WⅢ 3 04
障害者福祉論 W M WⅢ 3 05
児童福祉論 W M WⅢ 3 06
相談援助の理論と方法Ⅰ W M WⅢ 3 08
相談援助演習Ⅰ W M WⅢ 3 09
相談援助演習Ⅱ W M WⅢ 3 10
総合福祉基礎実習 W M WⅢ 3 11

社

会

福

祉

科

目

専
門
科
目

高齢者福祉論Ⅱ W M SW 3 01
公的扶助論 W M SW 3 02
社会保障論Ⅱ W M SW 3 03
地域福祉論Ⅱ W M SW 3 04
医療福祉論 W M SW 4 05
福祉行財政と福祉計画 W M SW 3 06
就労支援サービス W M SW 3 08
権利擁護と成年後見制度 W M SW 4 09
社会調査の基礎 W M SW 3 10
更生保護制度 W M SW 4 11
福祉サービスの制度と経営 W M SW 3 12
相談援助の理論と方法Ⅱ W M SW 3 13
相談援助の理論と方法Ⅲ W M SW 3 14
相談援助の理論と方法Ⅳ W M SW 3 15
相談援助演習Ⅲ W M SW 3 16
相談援助演習Ⅳ W M SW 3 17
相談援助演習Ⅴ W M SW 4 18

区

分

科
目
群

授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科）

学

科

区

分

科
目
群

レ
ベ
ル

分
類
番
号

ナンバリング一覧表（2018年度入学者用）

区

分

科
目
群

授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科）

学

科

区

分

科
目
群

レ
ベ
ル

分
類
番
号

総

合

福

祉

科

目

社
会
福
祉
科
目

専
門
科
目

相談援助実習指導Ⅰ W M SW 4 19
相談援助実習指導Ⅱ W M SW 4 20
相談援助実習 W M SW 4 21

社

会

福

祉

関

連

科

目

健
康
・
運
動
分
野
／
介
護
・
保
健
・
医
療
分
野

機能的解剖 W M HE 2 01
水泳・水中運動 W M HE 2 02
ストレッチング・レジスタンス W M HE 2 03
エアロビックダンス W M HE 2 04
ジョギング・ウォーキング W M HE 2 05
運動生理学 W M HE 2 06
健康づくり施策概論 W M HE 3 07
健康づくりと運動プログラム W M HE 3 08
運動障害と予防・救急処置 W M HE 3 09
栄養摂取と運動 W M HE 3 10
体力測定と評価 W M HE 3 12
運動指導の心理学的基礎 W M HE 3 14
野外活動演習 W M HE 3 18
障害者スポーツ演習 W M HE 3 19
健康運動指導演習Ⅰ W M HE 4 20
健康運動指導演習Ⅱ W M HE 4 21
障害者・高齢者スポーツ W M HE 3 24
介護実務基礎 W M HE 2 27
介護予防 W M HE 3 28
レクリエーション実技 W M HE 2 30
スポーツ・レクリエーション論 W M HE 2 31
レクリエーション現場実習 W M HE 3 32

心

理

分

野

教育心理学 W M PS 2 01
臨床心理学 W M PS 2 02
心理学研究法 W M PS 2 03
心理学基礎実験 W M PS 2 04
心理検査法 W M PS 3 05
発達心理学 W M PS 2 06
青年心理学 W M PS 3 08
障害者心理学 W M PS 3 09
カウンセリング W M PS 3 10
犯罪・非行心理学 W M PS 3 12
臨床心理学実習 W M PS 4 14
家族心理学 W M PS 3 15
心理検査法実習 W M PS 4 16

経
営
情
報
分
野

経営管理論 W M MI 2 01
マーケティング W M MI 3 02
経営事情 W M MI 2 03
ネットビジネス論 W M MI 3 04
ビジネス実務総論 W M MI 2 09
ビジネス実務演習Ⅰ W M MI 2 10
ビジネス実務演習Ⅱ W M MI 3 11
企業経営論 W M MI 3 13
簿記原理Ａ W M MI 2 15
簿記原理Ｂ W M MI 2 16
経営組織論 W M MI 3 20

海
外
セ

ミ
ナ
ー
海外福祉交流ハワイセミナー W M AS 2 01

卒業
研究

卒業研究Ⅰ W M GS 3 01
卒業研究Ⅱ W M GS 4 02
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人

間

総

合

科

目

エッセン
シャルス
タディ

エッセンシャルスタディⅠ W H ES 1 01
エッセンシャルスタディⅡ W H ES 1 02

文

化

と

社

会

生命倫理 W H CS 2 01
キリスト教と社会福祉 W H CS 2 02
ボランティア活動 W H CS 2 03
社会福祉史 W H CS 2 04
ジェンダーと社会福祉 W H CS 2 05
心理学 W H CS 2 06
社会学 W H CS 2 07
現代家族論 W H CS 2 08
福祉文化論 W H CS 2 09
日本文化論 W H CS 2 10
国際文化論 W H CS 2 11
法学 W H CS 2 12
国際政治と日本 W H CS 2 13
経済学入門 W H CS 2 14

科
学
と
環
境

生活の科学 W H SE 2 01
宇宙と生命 W H SE 2 02
バリアフリー論 W H SE 2 03
生活環境論 W H SE 2 04
現代居住環境論 W H SE 2 05
統計処理入門 W H SE 2 06

情
報

情報基礎論Ⅰ W H IT 1 01
情報基礎論Ⅱ W H IT 1 02
情報処理概論 W H IT 2 03
情報システム論 W H IT 2 04

健
康
と

ス
ポ
ー
ツ

スポーツ実技Ａ W H HS 1 01
スポーツ実技Ｂ（スキー） W H HS 1 02
キャンプ実習 W H HS 2 03

レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン

レクリエーション実技 W H RE 2 01
スポーツ・レクリエーション論 W H RE 2 02
レクリエーション活動援助法 W H RE 2 03
レクリエーション現場実習 W H RE 2 04

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英語コミュニケーションⅠ W H CO 1 01
英語コミュニケーションⅡ W H CO 2 02
実用日本語Ⅰ W H CO 1 03
実用日本語Ⅱ W H CO 1 04
中国語 W H CO 2 05
手話入門 W H CO 2 06
ディベート W H CO 2 07

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

キャリアデザインⅠ W H SC 2 01
キャリアデザインⅠ W H SC 2 01
キャリアデザインⅠ W H SC 2 01
キャリアデザインⅡ W H SC 2 02
キャリアデザインⅡ W H SC 2 02
キャリアデザインⅡ W H SC 2 02
キャリア開発 W H SC 3 03

総
合
福
祉
科
目

総
合
福
祉
基
礎
科
目

基
礎
1
群

総合福祉入門 W M WⅠ 2 01
福祉と保健・医療 W M WⅠ 2 02
福祉と心理 W M WⅠ 2 03
福祉と経済 W M WⅠ 3 04

基
礎
2
群

社会福祉概論Ⅰ W M WⅡ 2 01
社会福祉概論Ⅱ W M WⅡ 2 02
相談援助の基盤と専門職Ⅰ W M WⅡ 2 03
相談援助の基盤と専門職Ⅱ W M WⅡ 2 04

基
礎
3
群

高齢者福祉論Ⅰ W M WⅢ 3 01
医学一般 W M WⅢ 2 02
社会保障論Ⅰ W M WⅢ 3 03
地域福祉論Ⅰ W M WⅢ 3 04
障害者福祉論 W M WⅢ 3 05
児童福祉論 W M WⅢ 3 06
福祉現場における理念と実践 W M WⅢ 2 07

区

分

科
目
群

授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科）

学

科

区

分

科
目
群

レ
ベ
ル

分
類
番
号

ナンバリング一覧表（2017年度以前入学者用）

区

分

科
目
群

授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科）

学

科

区

分

科
目
群

レ
ベ
ル

分
類
番
号

総

合

福

祉

科

目

総

合

福

祉

基

礎

科

目

基

礎

3

群

相談援助の理論と方法Ⅰ W M WⅢ 3 08
相談援助演習Ⅰ W M WⅢ 3 09
相談援助演習Ⅱ W M WⅢ 3 10
総合福祉基礎実習 W M WⅢ 3 11
高齢者福祉論Ⅱ W M SW 3 01
公的扶助論 W M SW 3 02
社会保障論Ⅱ W M SW 3 03
地域福祉論Ⅱ W M SW 3 04
医療福祉論 W M SW 4 05
福祉行財政と福祉計画 W M SW 3 06
障害児療育論 W M SW 3 07
就労支援サービス W M SW 3 08
権利擁護と成年後見制度 W M SW 3 09
社会調査の基礎 W M SW 4 10
更生保護制度 W M SW 3 11
福祉経営 W M SW 3 12
相談援助の理論と方法Ⅱ W M SW 3 13
相談援助の理論と方法Ⅲ W M SW 3 14
相談援助の理論と方法Ⅳ W M SW 3 15
相談援助演習Ⅲ W M SW 3 16
相談援助演習Ⅳ W M SW 3 17
相談援助演習Ⅴ W M SW 4 18
相談援助実習指導Ⅰ W M SW 4 19
相談援助実習指導Ⅱ W M SW 4 20
相談援助実習 W M SW 4 21
相談援助専門実習指導 W M SW 4 22
相談援助専門実習 W M SW 4 23

社
会
福
祉
関
連
科
目

健
康
・
運
動
分
野
／
介
護
・
保
健
・
医
療
分
野

機能的解剖学 W M HE 2 01
水泳・水中運動 W M HE 2 02
ストレッチング W M HE 2 03
エアロビクスダンス W M HE 2 04
ジョギング・ウォーキング W M HE 2 05
運動生理学 W M HE 2 06
健康づくり施策概論 W M HE 3 07
健康づくりと運動プログラム W M HE 3 08
運動障害と予防・救急処置Ⅰ W M HE 3 09
栄養摂取と運動 W M HE 3 10
レジスタンスエクササイズ W M HE 2 11
体力測定と評価の理論 W M HE 3 12
体力測定と評価の実技 W M HE 3 13
運動指導の心理学的基礎 W M HE 3 14
運動障害と予防・救急処置Ⅱ W M HE 3 15
健康運動指導演習Ａ W M HE 2 16
健康運動指導演習Ｂ W M HE 2 17
健康運動指導演習Ｃ W M HE 3 18
健康運動指導演習Ｄ W M HE 3 19
健康運動指導演習Ｅ W M HE 4 20
健康運動指導演習Ｆ W M HE 4 21
ヘルスプロモーション W M HE 4 22
子ども体育指導論 W M HE 3 23
障害者・高齢者スポーツ W M HE 3 24
運動処方論 W M HE 4 25
スポーツマネジメント W M HE 4 26
介護実務基礎 W M HE 2 27
介護予防 W M HE 3 28
精神保健学 W M HE 3 29

心
理
分
野

教育心理学 W M PS 2 01
臨床心理学 W M PS 2 02
心理学研究法 W M PS 2 03
心理学基礎実験 W M PS 2 04
心理検査法 W M PS 3 05
発達心理学 W M PS 2 06
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区

分

科
目
群

授 業 科 目
（総合福祉学部総合福祉学科）

学

科

区

分

科
目
群

レ
ベ
ル

分
類
番
号

総

合

福

祉

科

目

社

会

福

祉

関

連

科

目

心

理

分

野

高齢者心理学 W M PS 3 07
青年心理学 W M PS 3 08
障害者心理学 W M PS 3 09
カウンセリング W M PS 3 10
心理療法 W M PS 3 11
犯罪・非行心理学 W M PS 3 12
発達臨床心理学 W M PS 3 13
臨床心理学実習 W M PS 4 14
家族心理学 W M PS 3 15
心理検査法実習 W M PS 4 16
社会心理学 W M PS 2 17

経

営

情

報

分

野

経営管理論 W M MI 2 01
マーケティング W M MI 3 02
経営事情 W M MI 2 03
情報ネットワーク W M MI 3 04
ビジネスソフトウェアⅠ W M MI 2 05
ビジネスソフトウェアⅡ W M MI 3 06
プレゼンテーションスキル W M MI 3 07
会計実務 W M MI 3 08
ビジネス実務総論 W M MI 2 09
ビジネス実務演習Ⅰ W M MI 2 10
ビジネス実務演習Ⅱ W M MI 3 11
ビジネス・インターンシップ W M MI 3 12
企業経営論 W M MI 3 13
金融事情 W M MI 2 14
簿記原理Ａ W M MI 2 15
簿記原理Ｂ W M MI 2 16
商業簿記（中級） W M MI 3 17
工業簿記 W M MI 3 18
人事管理実務 W M MI 3 19
経営組織論 W M MI 3 20

海
外
セ
ミ
ナ
ー

海外福祉交流ハワイセミナー W M AS 2 01

卒業
研究

卒業研究Ⅰ W M GS 3 01
卒業研究Ⅱ W M GS 4 02
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人間総合科目
（学びの技法）

2018年度以降入学者用
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授業科目名 WHSL101 授業の種類 授業担当者

エッセンシャルスタディⅠ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・矢野知彦・中島悠介・益子行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
1．大学生として必要な学修技能と学修態度を身につけること。
2．2年次以降の学修に必要な基礎的な知識と能力を身につけること。
3．将来に向け福祉社会の人材として必要な基礎力を身につけること。

［授業全体の内容の概要］
1年生として豊かな人間性と基礎的な能力を身につけるために、初年次用の教材を使い学生一人ひとり

と双方向性をもった授業を行う。

［授業終了時の到達目標］
大学で学んでいくために、また将来有為な社会人として活躍して行くために、もっとも基礎的な力を身

につけ2年次以降そして就職後に発生する諸課題に対応できるように準備を整えること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．前期のガイダンス
2．大学で何を学ぶのか⑴
3．大学で何を学ぶのか⑵
4．ノートの取り方⑴
5．ノートの取り方⑵
6．ノートの取り方⑶
7．テキストの読み方⑴
8．テキストの読み方⑵
9．要約の仕方⑴
10．要約の仕方⑵
11．きちんと考える方法⑴
12．きちんと考える方法⑵
13．前期の要点⑴
14．前期の要点⑵
15．まとめ
試験・レポート 【合同企画授業などに変更する回がある】

［準備学習］
テキストは最重視するので、授業の前に読んでおくこと。また、準備学習用のプリントを配るので、そ

れをきっちり学修すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
藤田哲也『大学基礎講座』（北大路書房）。 受講態度など：20％

試験・レポート・宿題など：80％
レポート・宿題などは返却する。
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授業科目名 WHSL102 授業の種類 授業担当者

エッセンシャルスタディⅡ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・矢野知彦・中島悠介・益子行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
1．大学生として必要な学修技能と学修態度を身につけること。
2．2年次以降の学修に必要な基礎的な知識と能力を身につけること。
3．将来に向け福祉社会の人材として必要な基礎力を身につけること。

［授業全体の内容の概要］
Ⅰと基本的に同じ内容を発展させた形で行っていく。すなわち、1年生として豊かな人間性と基礎的な

能力を身につけるために、初年次用の教材を使い学生一人ひとりと双方向性をもった授業を行う。

［授業終了時の到達目標］
Ⅰの継続として、大学で学んでいくために、また将来有為な社会人として活躍して行くために、もっと

も基礎的な力を身につけ、2年次以降と就職後に発生する諸課題に対応できるように準備を整えること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．後期のガイダンス
2．レポート・論文の書き方⑴
3．レポート・論文の書き方⑵
4．レポート・論文の書き方⑶
5．レジュメの作り方⑴
6．レジュメの作り方⑵
7．図書館の利用⑴
8．図書館の利用⑵
9．ゼミの発表の仕方⑴
10．ゼミの発表の仕方⑵
11．ゼミの発表の仕方⑶
12．後期の要点⑴
13．後期の要点⑵
14．1年のまとめ⑴
15．1年のまとめ⑵
試験・レポート 【合同企画授業などに変更する回がある】

［準備学習］
テキストは最重視するので、授業の前に読んでおくこと。また、準備学習用のプリントを配るので、そ

れをきっちり学修すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
藤田哲也『大学基礎講座』（北大路書房）。 受講態度など：20％

試験・レポート・宿題など：80％
レポート・宿題などは返却する。
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授業科目名 WHSL203 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

キャリアデザインⅠ （ 講義・演習・実習 ） 河東田博・片山昭義・益子行弘・石本裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 必修
［授業の目的・ねらい］
キャリアデザインの意味（職能獲得や就職に関する長期的な将来設計）を理解し、自分自身の将来設計

を見据えた仕事選びやそのための準備について、自発的に行えるようになることを目的とする。
特に「キャリアデザインⅠ」では、広く社会を見わたし、その中で自分がどのように活躍できるのかイ

メージできるようなることを目指す。
［授業全体の内容の概要］
・ニュースや新聞など、社会で起こっていることを題材に、現代社会における自身の生き方や働き方につ
いてグループ討議などを通してイメージを明確にする。

・課題に対して自分自身で調査し、レポートにまとめることを通して主体的な学習態度を養成する。
［授業修了時の達成課題（到達目標）］
・自分自身の進路について真剣に考える態度が身につく。
・進路を考えたときに、どこにどのような情報があり、どこに相談すればよいかがイメージできる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス：履修届の作成と授業の進め方
2．キャリアとは？：①自分の“生き方”とその中にある“働き方” ②大学生活の意義
3．キャリアをデザインする1：生活設計の考え方
4．キャリアをデザインする2：自分の働く姿をイメージする
5．近年の雇用情勢と浦和大学の就職の実態
6．学生就職課の活用スキル
7．社会人としてのスキル1：人間関係
8．社会人としてのスキル2：暮らしと IT
9．社会人としてのスキル3：契約、契約トラブル
10．社会人としてのスキル4：生活習慣（飲酒・喫煙、運動習慣）
11．社会人としてのスキル5：暮らしの事故、災害
12．社会人としてのスキル6：お金
13．社会人としてのスキル7：自己表現（読む、書く、聴く、話す）
14．社会人としてのスキル8：問題解決力と行動力
15．キャリアデザインⅠの振り返りとまとめ
夏期休暇中の課題提示 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
・授業や意見交換の内容を振り返り、自分自身に当てはめた将来像や就職像を描くこと
・配布した演習シートに取り組み、次回授業に持ち寄ること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：くらしの豆知識2017

（浦和大学・浦和大学短期大学部）
藤田哲也編「大学基礎講座」北大路書房

参考文献：適宜資料を配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
発表等 20％
レポート 60％
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授業科目名 WHSL204 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

キャリアデザインⅡ （ 講義・演習・実習 ） 石本裕貴・河東田博・片山昭義・益子行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 必修
［授業の目的・ねらい］
「キャリアデザインⅠ」で獲得した知識やスキルをもとに、更なるキャリアに関する自己認識を深める

とともに、今後のキャリア形成の方向性を探るために必要な知識やスキルの習得を目指す。
特に「キャリアデザインⅡ」では、就職活動に向けた基本的な情報収集、文書作成、接遇技術など具体

的な体験を通して確かな職業観の形成を育成させる。
［授業全体の内容の概要］
・「興味を持つ→体験する→気づく→共有する」という学習プロセスを通して、社会人になるために必要
な知識やスキルを習得する。

・グループ討議で議論し、まとめ、発表するという学習プロセスを通して、主体的な学習態度を養成する。
・夏期休暇の課題レポートについて、各自発表の機会を作る。
［授業修了時の達成課題（到達目標）］
・自分自身の進路について、大きな方向性を見出すことができる。
・自分の決断した進路について、具体的な行動を起こすことができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス：履修届の作成と授業の進め方
2．社会性を育てる1：生活課題に着目する
3．社会性を育てる2：自分自身が地域に貢献する
4．社会性を育てる3：ボランティア活動や社会貢献活動の振り返りとキャリア開発
5．自分自身を知る1：自己の長所や適性などを探る
6．自分自身を知る2：自分自身をアピールする（エントリーシート、自己紹介）
7．自分自身を知る3：模擬面接による自己理解と自己表現の必要性
8．社会人としてのマナー1：心構え、手紙や文書の書き方
9．社会人としてのマナー2：接遇マナー（姿勢、お辞儀、挨拶、電話対応）
10．就職のための情報収集1：福祉、健康、医療、スポーツの関連業種の調査
11．就職のための情報収集2：調査結果の発表と振り返り
12．就職のための情報収集3：その他、健康スポーツコースに関連する業種の調査
13．就職のための情報収集4：調査結果の発表と振り返り
14．キャリアデザインⅡの振り返りとまとめ
15．キャリアデザインの総括
レポート・発表等 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
・授業や意見交換の内容を振り返り、自分自身に当てはめた将来像や就職像を描くこと
・配布した演習シートに取り組み、次回授業に持ち寄ること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：くらしの豆知識2017

（浦和大学・浦和大学短期大学部）
藤田哲也編「大学基礎講座」北大路書房

参考文献：適宜資料を配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
発表等 20％
レポート 60％
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人間総合科目
（文化・社会）

2018年度以降入学者用
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授業科目名 WHCS202 授業の種類 授業担当者

キリスト教と社会福祉 （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
キリスト教の精神は、制度的な社会福祉以前から、さまざまな分野の実践的な奉仕活動の中に息づいて

きた。この授業では、このようなキリスト教精神に根ざした社会福祉をキリスト教社会福祉と呼び、背景
にあるキリスト教精神と社会福祉の関係について理解を深める。
［授業全体の内容の概要］
「聖書」をもとにキリスト教の概要を学び、キリスト教的視点から生・死・障害などに関する倫理的な

課題を考察する。それらを基礎として、歴史的なキリスト教社会福祉の精神的基盤について理解を深め、
キリスト教福祉の可能性を展望する。
［授業終了時の到達目標］
①キリスト教の基本的な内容、特長的な考え方を理解する、②西欧および日本のキリスト教と社会福祉の
接点について歴史的に理解する、③キリスト教社会福祉の現代的課題について考察する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業概要
2．身近なキリスト教
3．旧約聖書⑴
4．旧約聖書⑵
5．旧約聖書⑶
6．新約聖書⑴
7．新約聖書⑵
8．新約聖書⑶
9．キリスト教理解
10．西欧のキリスト教社会福祉の歴史⑴
11．西欧のキリスト教社会福祉の歴史⑵
12．日本のキリスト教社会福祉の歴史⑴
13．日本のキリスト教社会福祉の歴史⑵
14．キリスト教社会福祉の課題⑴
15．キリスト教社会福祉の課題⑵
レポート
［準備学習］
①各回のプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②5回に分けて課題を指示するのでレポートを作成する。（各6時間、5回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：プリント配布
参考文献：『聖書』、『社会福祉と聖書』、石居正巳・

熊澤義宣監修、リトン、1998

受講態度：10％
レポート：90％
レポートは5回に分けて実施し講評を行う。
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授業科目名 WHCS203 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

ボランティア・NPO論 （ 講義・演習・実習 ） 林 大介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
一口に〈ボランティア団体〉や〈NPO/NGO〉と言っても多種多様で、旧来からのボランティア型や市民運動型、市民活動型、市民企業型／
ソーシャルベンチャー型など、形態も取り組み内容も様々である。また、東日本大震災以降の被災地支援活動においては、国内での市民活
動の取り組みのみならず、企業による社会貢献、海外から被災地支援が行われるなど、社会貢献を取り巻く環境も大きく変化しつつある。
この講義では、ボランティア及び NPO/NGOのありかたについて学ぶと共に、分野別の活動内容や各活動が始まった背景について深めて
いく。そして、これから社会に出ていくにあたっての社会との関係と、自分自身がいかにして生きていくべきかについて考えていく。
［授業全体の内容の概要］
ボランティア活動ならびに NPO組織と活動についての基礎知識について理解を深めるとともに、特徴的な企業による社会貢献、CSRも
最新事例を用いて適宜取り上げる。一方的な講義だけではなく、随時、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカー
との対談などといった参加型で実施することを通して、学生時代及び卒業後のフィールドにおいても、ボランティア・NPOに関わってい
くことを目指す。
［授業終了時の到達目標］
①ボランティア活動の歴史と現代的意義を理解するとともに自らが活動することに関心を持てるようになる。
② NPO法を理解し、NPO法人の活動を理解し、その可能性と課題について理解する。
③社会において個人が果たしうる役割と課題、社会と自分の関係について考えを深め、今後のキャリアにつなげる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション～自分の経験を振り返る
2．ボランティアと NPO/NGO、社会貢献
3．社会を変える存在、活動と共感を生み出すボランティア・NPO/NGO
4．組織運営と活動分野、特定非営利活動法（NPO法）
5．海外におけるボランティア・NPO/NGO／海外で活動するボランティア・NPO/NGO
6．活動を支える中間支援団体としてのボランティア・NPO/NGO
7．行政と連携・協働するボランティア・NPO/NGO
8．公共の担い手としてのボランティア・NPO/NGO
9．企業による社会貢献、CSR、メセナ
10．ボランティア・NPO/NGOと企業の連携・協働
11．ボランティア・NPO/NGOの組織運営、資金調達、寄付税制
12．「社会的企業」とは
13．東日本大震災とボランティア・NPO/NGO
14．地域社会、社会福祉の現場におけるボランティア・NPO/NGOの役割
15．まとめ：自分にとってのボランティア・NPO/NGOとは
試験・レポート等
［準備学習］
・予習教材などの指示があった際は事前に読んでくること
・新聞やテレビ、ネットなどを通して、日頃から社会の動向を把握し理解に努めること
・NPO/NGO、ボランティア団体、企業の CSR活動等に関する実践（各団体が主催する講座や研修会、イベント等への参加、
ボランティア活動への参加等）を行ってもらいます（詳しくはオリエンテーション時に説明）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：授業時に資料配布
参考文献：『NPO基礎講座〈新版〉』早瀬昇、田代正美、片山正夫、
久住剛（2005年、ぎょうせい）
『知っておきたい NPOのこと【基本編】』日本 NPOセンター編（2012
年、日本 NPOセンター）
『テキスト市民活動論―ボランティア・NPOの実践から学ぶ―』社
会福祉法人大阪ボランティア協会編（2011年、大阪ボランティア協会）

（成績評価の方法、基準）試験：60％ 課題等：40％
（課題・成績評価のフィードバック）講義やワークショ
ップなどを組み合わせた参加型で実施し、講義内で毎回、
学生同士の意見交換やグループワークなどを実施します。
そのため、主体的に参加する意志がある学生のみ受講を
認めます。
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授業科目名 WHCS207 授業の種類 授業担当者

社会学 （ 講義・演習・実習 ） 金 美珍
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期，後期 選択
［授業の目的］
・社会理論による現代社会の捉え方を理解する。
・生活について理解する。
・人と社会の関係について理解する。
・社会問題について理解する。
［授業全体の内容の概要］
現代社会の特質の理解をもとに、家族・仲間・地域・国家・世界的規模において進行している問題を通

して、人と人とのかかわり、人と社会のかかわりについて考え、社会学的な「ものの見方（考え方・整理
の仕方）」によって社会全般の問題を考える力を養う。授業の展開においては、社会福祉士に必要な内容
について理解できるよう配慮する。
［授業終了時の到達目標］
現代社会の中で一人ひとりに求められている課題について「考える力」及び卒業後のあらゆる局面にお

いて要求される「社会人としての洞察力と判断力」の基礎を養うことを目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会学的なものの見方・考え方と私たち
2．現代社会の理解 社会システム
3．現代社会の理解 戦後の社会変動
4．現代社会の理解 今日の社会変動
5．現代社会の理解 地域社会
6．現代社会の理解 社会集団と組織
7．生活の理解 家族
8．生活の理解 ライフスタイルの変化 その1
9．生活の理解 ライフスタイルの変化 その2
10．人と社会の関係 公共性の変化
11．人と社会の関係 行為と役割
12．人と社会の関係 社会的自我
13．社会問題の理解 貧困と社会的排除
14．社会問題の理解 社会病理
15．社会問題の理解 再生産
期末試験
［準備学習］
講義中に配布した資料は次回の講義までに読み、講義内容の理解を深めた上、予習ペーパーを提出して

ください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：特になし（必要な資料は授業内で配布）

参考文献：一例として、以下のものがある。
社会福祉士養成講座編集委員会編、2014、

『社会理論と社会システム』中央法規出版。

平常点 45％
（予習ペーパーの提出による評価）
受講態度 15％
期末試験 40％
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授業科目名 WHCS210 授業の種類 授業担当者

日本文化論 （ 講義・演習・実習 ） 高野実貴雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
江戸期の都市（京・大阪・江戸）の消費過程で発生し進化した落語という笑いの文化を理解し日本の社

会における人間関係の基層の文化を理解する。その落語がなぜおもしろいのか、歴史的な背景やことばの
面からも解き明かすことで、落語を身近に感じ、よりいっそう深く味わえるようになることを目標とする。
［授業全体の内容の概要］
文化を都市の消費過程で生まれた精神的遺産と定義して江戸期の三都（京・大坂・江戸）で誕生し、進

化している笑いの文化としての落語を取り上げる。落語の歴史や江戸の歴史的背景、話芸としての落語の
言葉（日本語）の特徴、オチの分類、噺の展開のパターン、下座音楽等を総合的に解説し、落語が何故お
もしろいのかを解き明かし、落語をいっそう深く味わうことを目標として講義を進める。また、以上の説
明に際して、ビデオ、CDをふんだんに活用するほか、プロの落語家の実演を交えた授業の展開を行う。
［授業終了時の到達目標］
落語の様々なジャンルの特質を理解し、落語界、寄席の興行の有り方を知ることで日本文化理解の一助

とする能力を養う。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．寄席の興行システムと寄席の符牒
2．落語の構造（マエオキ・マクラ）
3．落語の構造（本題・オチ）
4．滑稽噺 v.s.人情噺
5．落語のマエオキ、マクラ
6．落語の本題のパターン
7．オチの様々Ⅰ
8．オチの様々Ⅱ
9．落語のシグサ（手ぬぐいと扇子の使い方）
10．落語の歴史と亭号
11．正本芝居噺（落語と歌舞伎）
12．上方落語の特質（東京落語との比較を通して）
13．寄席囃子概説（組織と用途）
14．新作落語とは
15．まとめ
試験（もしくはレポート）
［準備学習］
事前にインターネットで鈴本演芸場、末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場に接続し、情報を収集する

こと。毎回、落語を聴くが、授業内で感想文をまとめることは不可能である。ネットの無料動画サイトで
別の演者の同じ落語を聴き、違い等もふまえまとめること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
なし。プリントを配布する。
（参考文献）
『落語の言語学』野村雅昭 大修館書店
『落語の歴史』河出書房新社

試験：60％（レポートにする場合も）
受講態度：40％
試験時にファイル及びノート提出を課す。
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授業科目名 WHCS211 授業の種類 授業担当者

国際文化論 （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
フランス、イタリア、イギリス、ドイツなどを中心に DVD、ビデオなどを使用して説明します。特に旅行スタイルを取り、実際に旅

行する時に参考になるように授業を進めます。同じ西欧でも国によって習慣などが異なりますので、具体的に違いなどを理解できるよう
にします。ホテルの予約の仕方、電車の切符の買い方、劇場での観劇の方法なども覚えていきます。
たとえば、劇場ではコートを預けることによりオペラグラスを無料で貸してくれたりします。こういう日本との習慣の違いも知ること

により、文化や生活の違いも実感していきます。また、買い物でも同じ西欧でも国により価格を下げるのが当たり前な国とそうでない国
があります。こういうところでも、文化、国民性の違いが現れます。もちろん、似た感じの文化、生活もあります。そういうところから、
EUが出来た素地があります。
西欧は日本の近代化の中でかなり多くの事を取り入れて、日本なりに消化、吸収して現在の日本の文化、生活が形成されました。ただ、

ルーツは同じでもカツ丼やアンパンのように、かなり日本の文化、生活に馴染んで変化したものもあります。それらのルーツとされるフ
ランス料理などと比較することで、また、理解度を高めて行きましょう。
他にも、教えて欲しいことがありましたら、なんでも聞いてください。好奇心が豊富で自立心がある学生に向いている授業です。

［授業全体の内容の概要］
国際理解を深めることを中心に内容を構成しています。DVDなどを使用しながら、まずは、世界遺産の理解を進めてから、欧米を中

心に日常の生活の理解を進めます。その中で日本との文化の異同を具体的に指摘します。
［授業終了時の到達目標］
国際化の進展と共に日本の生活と文化に多大な影響を与えた西欧を理解することにより、国際感覚のレンジを広げます。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．イギリスの生活と文化①
2．イギリスの生活と文化②
3．イギリスの生活と文化③
4．フランスの生活と文化①
5．フランスの生活と文化②
6．フランスの生活と文化③
7．ドイツの生活と文化①
8．ドイツの生活と文化②
9．ドイツの生活と文化③
10．イタリアの生活と文化①
11．イタリアの生活と文化②
12．イタリアの生活と文化③
13．西欧の生活と文化・解説①
14．西欧の生活と文化・解説②
15．総復習
試験
［準備学習］
通学の電車やバスの中で事前に教科書を読むとより理解しやすくなります。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『地球の歩き方・ヨーロッパ』ダイヤモンド社 受講態度：40％

提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCS212 授業の種類 授業担当者

法学 （ 講義・演習・実習 ） 横手 逸男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期，後期 選択
［授業の目的］
憲法、民法及び行政法の基礎的知識を学ばせるとともに、私たちの生活のどのような場面で法との密接

なかかわりがあるのかを、具体的な事例を取り上げながら講義し、法の役割や作用を理解させる。
［授業全体の内容の概要］
憲法の基本原理と基本的人権を理解させることを基礎とし、社会の様々なきまり、法の目的・法の種類、

裁判制度等を概観したうえで家庭生活と法、生活被害や事故と法、犯罪と法、社会保障・社会福祉と法等
について具体的事例をまじえながら考察していく。
授業展開においては、社会福祉士に必要な内容についてふれることに配慮する。

［授業終了時の到達目標］
社会の一市民として、日常生活を送るに際し必要な憲法及び法律の基礎知識を、具体的な事件・判例、

論争の検討により、正しく認識させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．講義の概要、法の概念と特色（民法・行政法の基本）
2．憲法の基本原理と基本的人権
3．裁判制度、民事事件・刑事事件（法と強制力、法源、民事事件・刑事事件の進行）
4．法の下の平等⑴不合理な差別 法の下の平等、尊属殺人重罰規定違憲判決
5．家族生活と法（結婚・離婚に関する民法の規定・親権）
6．人身の自由（犯罪と法、罪刑法定主義、犯罪・刑罰、受刑者の処遇）
7．死刑の存続・廃止をめぐる論議
8．生存権保障（社会権規定、生活保護法、人間らしい生活とは）
9．社会保障と法（高齢化社会と社会保障、介護保険法）
10．権利擁護の制度（権利擁護の考え方、成年後見制度の知識）
11．社会生活と法①交通事故を事例に（交通事故と損害賠償、加害者の責任）
12．社会生活と法②麻薬・覚醒剤（麻薬・覚醒剤、薬害、薬事犯の処罰規定）
13．社会生活と法③ネズミ講・マルチ商法

（悪徳商法の種類、訪問販売等に関する法律、クーリング・オフ制度）
14．環境破壊をめぐる裁判（環境権、被害者の救済、公害・環境裁判）
15．わが国の政治制度（三権分立、国会と内閣、議員内閣制）
授業到達目標達成度判定の筆記試験
［準備学習］
毎回の授業の終りには、次回の授業予定とテキストの範囲を述べます。テキストの該当ページはあらか

じめ一読して授業に臨んで下さい。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『私たちと法』法律文化社

［参考文献］
『新六法』三省堂 2018年度版

（試験やレポートの評価基準など）
小テスト 30％
期末テスト 70％
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授業科目名 WHCS213 授業の種類 授業担当者

国際政治と日本 （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
国際社会の進行とともに日本人も国際理解を深める必要性が高まっている。ここでは単に教科書の内容

を教えるのではなく、国際関係の中で存在する具体的な問題の解決方法も考えさせる。そして、国際人と
しての教養と理念を確立するためにも、国際社会の様々な問題を学生自身で自分で物事を考えることがで
きるようにする。最終的には、マナーを備え、教養があり、理念を持ち、自立した国際社会に通用する真
の国際人になることを目指す。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方向的な授業ではなく、授業への学生の積極的参加をさせる。その参加の割合を評価に加

える。また、理解を深めるために、ビデオなどを使用し、ビジアル面でも理解を確認させる。また、国際
関係の理論だけではなく、ディベートを取り入れる。自分の考えを多様な視点で冷静に、かつユーモアを
持って話せるようにする。授業は、アメリカの大学のように学生の自主的参加を歓迎している。これは授
業に変化を持たせ、モティベーションを持続させるためである。その結果、学生の満足度の高い、実践的
な授業ができるようにする。
［授業終了時の到達目標］
日本だけではなく、国際社会で通用するような国際人になることを目標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．国際社会とは何か
2．日本と国際社会
3．国際政治の理論1
4．国際政治の理論2
5．ナショナリズム
6．地域紛争と民族紛争
7．国際連合の歴史
8．国連の平和維持活動
9．冷戦の歴史
10．軍縮
11．日本外交
12．国際政治の理論3
13．国際政治の理論4
14．国際政治の理論5
15．後期の総復習
試験
［準備学習］
事前に教科書を読むようにすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『外交青書』外務省編など

（参考書）
理解の度合により、プリントを配布する。

受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCS214 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

経済学 （ 講義・演習・実習 ） 中村 泰治
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
1．社会生活の基礎をなす経済と経済学の歴史を知ること。
2．社会生活の基礎をなす経済の基本原理を理解すること。
3．政府の社会的・経済的役割を理解すること。

［授業全体の内容の概要］
私たちの生活している社会の経済システム（市場経済）を歴史と理論の両面から論じるとともに、現代

においてますます重要性を増している政府の役割について説明する。

［授業終了時の到達目標］
基本的な経済の仕組みと政府の役割を知ることによって、将来の福祉社会における自分や政府の行う経

済活動の意味や意義を理解できるようにする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．経済と経済システム
2．市場経済の特徴
3．世界市場の成立
4．産業革命と企業活動
5．企業の目標と形態
6．政府の基本的役割
7．市場と価格
8．企業と生産
9．労働市場と家計
10．競争の意義
11．金融の原理
12．財政の仕組み
13．経済政策
14．社会政策
15．まとめ
試験
［準備学習］
テキストは使用しないが、授業の前に参考文献の関連箇所は読んでおくこと。また、毎日の社会や経済

に関するニュースを1時間程度関心をもって見聞きすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは使用しない。参考文献として伊藤元重『は
じめての経済学』（日経新聞出版社）をあげておく。

受講態度など：20％
試験・レポートなど：80％
小テストを実施し返却する。
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人間総合科目
（生命・自然）

2018年度以降入学者用
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授業科目名 WHLS201 授業の種類 授業担当者

生活の科学 （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
17世紀から始まった物理学は、20世紀に入り飛躍的な発展を遂げ、原子から宇宙に広がる壮大な自然を
解明しつつある。これらの成果が、身近な自然現象や生活に不可欠な科学技術にどのように応用されてい
るか概観する。

［授業全体の内容の概要］
身近に見られる自然現象や電気通信技術等、生活に密接に関係する題材について、図や映像等を活用し

て原理を分かり易く説明し、自然科学の考え方を学習する。

［授業終了時の到達目標］
①身近な自然現象と科学技術の基本的な原理を理解する。
②原子から宇宙に広がる自然に関する基本知識を身に着ける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業内容の説明
2．自然の広がり
3．力学現象⑴
4．力学現象⑵
5．力学現象⑶
6．熱の科学
7．波の現象⑴
8．波の現象⑵
9．波の現象⑶
10．電磁気現象⑴
11．電磁気現象⑵
12．電磁気現象⑶
13．微視的世界の現象⑴
14．微視的世界の現象⑵
15．微視的世界の現象⑶
レポート
［準備学習］
①テキストの単元ごとに要約をまとめたプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②「現代物理学の発展」「身近な自然現象のふしぎ」「現代の科学技術」についてレポートをまとめる。（各
10時間、3回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『生活の中の物理』藤城敏幸著、

東京教学社
受講態度：10％
レポート：90％
レポートの講評を行う。
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授業科目名 WHLS204 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

生活と環境 （ 講義・演習・実習 ） 石川 寿樹
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
私たちの生活は地球環境のうえに成り立ち、また逆に環境へも大きく影響を与えている。私たち自身が

安全に生活するために、また無駄に自然環境を壊さないために、現代社会が直面している様々な環境問題
を科学的に理解し、自らの問題として考えられるようにする。

［授業全体の内容の概要］
環境問題の基礎的な知識を習得し、その認識を深めるとともに、各問題について考察する。

［授業終了時の到達目標］
環境問題の基礎的な認識を理解したうえで、生活との関わりの上での解決方法について自分なりの意見

を述べることができることを期待する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業の目的と準備
2．環境とは
3．水と生活環境
4．環境破壊と生物多様性
5．地球温暖化①
6．地球温暖化②
7．エネルギー問題①
8．エネルギー問題②
9．公害と環境汚染
10．新たな都市環境問題
11．暮らしの中の化学物質
12．放射線とその利用
13．環境問題解決のための新たなアプローチ
14．循環型社会の構築を目指して⑴
15．循環型社会の構築を目指して⑵
試験
［準備学習］
近年様々な環境問題が注目され、エコへの意識が高まってきている。各自日常生活の中で見聞きする身

近な環境問題・エコについて注目し、事前に考えをまとめておく。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
毎回プリントを配布する。
（参考文献）
鈴木孝弘著「新しい環境科学」
「平成23年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（環境省編）

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度：40％
期末試験：60％
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授業科目名 WHLS207 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

生命の倫理 （ 講義・演習・実習 ） 福島 猛行
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
我々は他者との関わりの中ではじめて生きていくことが可能となる社会的・関係的存在である。しかしその関わり方如何
によっては、かえって互いに傷つけあうことにもなりうる。特に現代社会においては、他者との関わり方の難しさが、様々
なレベルで指摘されている。しかし、そのような時代にあってこそ、最も根本的なレベルで、他者との関わり方について考
えていく必要があるのではないだろうか。このような問題意識に基づき、自己も他者も共に「いのち」を生かしあう関わり
方がどのようなものであるかを深く考えることが、この授業の根本的なねらいであり、従って、「いのち」を生かすことに
ついて自分なりに考える姿勢を身につけることが、この授業の到達目標となる。
［授業全体の内容の概要］
人間の生命の取り扱いをめぐって生起している現代社会の諸問題をとりあげ、「いのち」への向き合い方を模索していく。
特に、介護問題、人工生殖など、こどもの誕生から老後まで、「いのちのはじまりとおわり」を取り巻く社会的課題に重点
を置く。各人が自分なりの「いのち」への向き合い方を模索していくとともに、現代社会に生きる人々、特にこどもの「い
のち」を支える「ケア」の姿勢を身につけることを目指す。
［授業終了時の到達目標］
1．対人支援者にとって必要となる生命倫理と、それに関連する領域の倫理学に対する理解を深める。
2．命に対する諸問題を身近のものとしてとらえ、自分なりの考えを述べられる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．イントロダクション：生活支援と『命』の問題
2．背景説明：日本人の死生観：―死生観の変化と多死社会―
3．命はどのように考えられてきたか⑴：―生命倫理の歴史的変遷1―
4．命はどのように考えられてきたか⑵：―生命倫理の歴史的変遷2―
5．命はどのように考えられてきたか⑶：―生命の倫理原則―
6．人権について
7．古典的規範倫理
8．安楽死をめぐる倫理的課題：―問題提起―
9．安楽死をめぐる倫理的課題：―グループワーク―
10．臓器移植をめぐる倫理的課題：―臓器移植の是非と倫理的問題―
11．終末期医療における倫理的課題⑴：―告知の問題―
12．終末期医療における倫理的課題⑵：―自己決定とインフォームド・コンセント―
13．終末期医療における倫理的課題⑶：―問題提起とグループワーク―
14．デス・エデュケーション：―死の準備学の今日的意味―
15．生命倫理とスピリチュアルケア―生命倫理の今日的課題―
最終課題レポート
［準備学習］
各授業終了時に、次回のテーマについての問題提起を行うため、事前にそのテーマに沿った自分の考え

をまとめておくこと。各授業終了時に、リアクションペーパーにて自分の考えを述べていただく。また、
授業で学習した事柄について自らに置き換えて、十分に復習しておくように。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：授業中に配布します
参考文献：日本人の死生観を読む明治武士道から

「おくりびと」へ 朝日選書
死生学1～5 東京大学出版会
その他、授業中に参考文献を紹介します

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
リアクションペーパー 20％
レポート 60％
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授業科目名 WHLS208 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

心理学 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
心理学の概要と心理学的なものの見方を知り、社会福祉士として必要な、人間の心理学的理解、成長・

発達の心理学的理解、日常生活と心の健康との関係などについて学び、さらに心理支援について学ぶなか
で援助的資質を養う。本科目は、ディプロマ・ポリシーにある「福祉の知識および援助技術」に関連する
心理分野の1つである。
［授業全体の内容の概要］
基礎的知識として、人間の心理諸機能とその総合としての人格、発達の視点、乳幼児期から高齢期まで

の各発達段階の特徴などを学ぶ。そして、応用的知識として、日常生活と健康の心理学、心理学理論によ
る人の理解、心理アセスメントと心理的支援の方法などについて学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
心理学における基礎的な概念を理解し、援助職として必要な心理学的知識を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．心理学の概観（社会福祉と心理学、心理学の歴史と方法）
2．人間の心理学的理解⑴ 心と脳、知覚・認知（感覚、知覚、認知機能）
3．人間の心理学的理解⑵ 記憶（長期記憶・短期記憶、意味記憶・エピソード記憶、忘却と変容）

学習（学習理論、学習の基本形式）
4．人間の心理学的理解⑶ 思考・言語（思考、言語の機能、言語獲得）、知能・創造性（知能

の構造）
5．人間の心理学的理解⑷ 感情・動機づけ（感情の種類、動機づけ）、性格（性格の理論、性

格の形成）
6．人間の心理学的理解⑸ 人と環境・集団（個人と集団、リーダーシップ理論）、適応（適応

と適応障害）
7．人間の成長・発達の心理⑴ （発達理論、発達段階、発達課題、高齢者の心理、発達上の諸問題）
8．人間の成長・発達の心理⑵ （発達障害、障害児者への支援）
9．日常生活と心の健康⑴（ストレッサー、ストレス症状）
10．日常生活と心の健康⑵（コーピング、ストレスマネージメント）
11．人間理解のための心理学的理論と技法（精神分析理論、行動分析、家族・コミュニティの理解）
12．心理アセスメントの方法（心理検査の考え方、知能検査、人格検査、発達検査、適性検査）
13．心理的支援の方法⑴ カウンセリング（カウンセリングの目的・対象・方法、ピアカウンセ

リング）
14．心理的支援の方法⑵ カウンセリングとソーシャルワークとの関係
15．心理的支援の方法⑶ 心理療法の概要（精神分析、行動療法、家族療法、社会福祉現場の心

理的支援）
授業到達目標達成度判定の筆記試験

［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章・節に関して要点をつかみながら読んでおくこと。授業後

は分かりにくい重要語句は心理学辞典等で確認したりノート記録を整理しておくこと。時間はそれぞれ1
時間分。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
社会福祉士養成講座編集委員会編（2015）『心理学
理論と心理的支援――心理学：第3版』中央法規

（参考文献）
長谷川寿一他（2008）『はじめて出会う心理学：改
訂版』有斐閣

受講態度 30％
期末試験 70％
なお、試験についての解説は掲示にて行います。
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人間総合科目
（スポーツ）

2018年度以降入学者用
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授業科目名 WHSP101 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

スポーツ実技 （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
スポーツ実技は、健康教育に基づく身体づくりの実践という立場で授業を展開し、学生自身にとっては

手軽に出来るスポーツ種目の中から得られる喜び、指導法を体得し、他方では、福祉従事者として実践的
な観点から障がい者や高齢者の親しんでいるスポーツ種目も体験させる。
※［この講義は、日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクター資格、日本障害者
スポーツ協会公認初級スポーツ指導員資格の取得講座科目でもある］

［授業全体の内容の概要］
青年期に学ぶべき健康教育について理解を深めるとともに、それを実践するための活動も合わせて体験

する。体験する種目には、個人競技、集団競技を用い、これら競技の持つ様々な特性を重視しながら指導
を展開する。
［授業終了時の到達目標］
福祉従事者として習得すべき実用的な観点から、障がい者や高齢者が親しんでいるスポーツの多くを学

び、スポーツ活動から得られる喜びや楽しさが体得できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション、文化としてのスポーツ① ―スポーツの価値―
2．文化としてのスポーツ② ―スポーツの効果―
3．障がい者スポーツ種目の実際⑴ ―バドミントン①（体験）―
4．障がい者スポーツ種目の実際⑴ ―バドミントン②（展開）―
5．障がい者スポーツ種目の実際⑵ ―卓球①（体験）―
6．障がい者スポーツ種目の実際⑵ ―卓球①（展開）―
7．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール①（体験）―
8．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール②（技術）―
9．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール③（展開）―
10．高齢者スポーツ種目の実際⑴ ―ティーボール①（体験）―
11．高齢者スポーツ種目の実際⑴ ―ティーボール②（展開）―
12．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング①（体験）―
13．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング②（技術）―
14．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング③（展開）―
15．まとめ、スポーツにおける安全管理
課題レポートを提示

［準備学習］
・実技を行う場合、運動できる服装と、体育館等で行う場合には体育館シューズを準備すること
・配布した資料については、必ず確認し直すこと
・体験した実技種目については、youtube等で映像資料を確認すること
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：レクリエーション支援の基礎（日本レク

リエーション協会）、障害者スポーツ指
導教本（日本障害者スポーツ協会）

その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
課題提出 20％ コメントを付して返却
課題レポート 60％
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授業科目名 WHSP102 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

スキー実習 （ 講義・演習・実習 ）片山 昭義・中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
スキー・スノーボードは子どもから高齢者まで生涯を通して楽しむ事が出来るスポーツである。他方で、障がい者に対して

も障がい者が利用可能な用具が開発されており、スキーが生活の質を高める活動の一つとなるなど、スキーは福祉とも深い関
わりが見られる。この授業では、先ず自らがスキー・スノーボードの魅力を感じ、技術の向上などの経験を通して、指導者と
して子どもから高齢者・障がい者まで幅広い対象に対し、スノースポーツの指導や支援が出来るよう体験させる。
［授業全体の内容の概要］
大自然の中でスキーやスノーボードの楽しさを味わい、指導者としての知識や技術を習得する為に安全面や技術面などを理

論と実践から学ばせる。また、個々の技術レベルに合わせて授業を展開することで、滑降技術レベルを高めさせる。さらに、
集団生活を通して相互の人間関係をより高めさせる。
［授業終了時の到達目標］
安全にスキー・スノーボードを楽しむ方法を知り、滑降技術の上達方法ならびにスキーを通した福祉の関わりについて理解

できる。併せて、指導者としての基本的知識や技術が習得でき、スキーが健康や体力、仲間づくりに及ぼす影響についても理
解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．スノースポーツとは
2．スノースポーツの魅力
3．用具・装備について
4．野外活動環境について
5．スキー、スノーボードの安全知識（理論）
6．スキー、スノーボードの安全知識（実践）
7．障がい児（者）スキーの現状と理解（理論）
8．スキー、スノーボード技術（理論）
9．スキー、スノーボード技術（実技①）
10．スキー、スノーボード技術（実技②）
11．スキー、スノーボード技術（実技③）
12．指導方法論 指導者のあり方
13．指導方法論 指導技術
14．福祉とスノースポーツの関わり
15．スノースポーツを通したコミュニケーション（雪国文化の体験）
課題レポートを提出
［準備学習］
スノースポーツは安全に楽しむ事が重要なスポーツである。そのため、事前に配布した資料やスキー関

連の教本を熟読し活動現場の環境やルール、基本的滑降技術などを事前に調べておくこと。また、youtube
等の映像資料で滑走イメージをつかんでおくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：適宜資料を配布 受講態度 20％

課題レポート 80％

※スキー実習は、左記
1～15の内容をスキ
ー場での実習にて集
中講義を行なう。

※3月上旬に実施予定
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授業科目名 WHSP203 授業の種類 授業担当者

キャンプ実習 （ 講義・演習・実習 ） 片山昭義・中島悠介・池田雅彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉系の大学で本格的な福祉教育キャンプを実施している大学は少ない。友達がいない、友達がつくれない、人間関係がで

きない、引きこもりがちであるなどの原因は、子どもの頃からの自然での生活体験の不足が挙げられている。学生生活を充実
させるためには自分の心と身体を逞しくすることが大切である。先ず、自分が自然での生活体験を学びながら、他方で、障が
い児（者）や高齢者に対する野外での生活援助技術技法を学ばせる。
※［この講義は、（公社）日本キャンプ協会公認の指導者キャンプ・インストラクターの資格取得講座でもある］
［授業全体の内容の概要］
キャンプの基礎知識、キャンプ生活技術、野外クラフト、野外でのロープの使い方、野外料理、キャンプ・ファイヤー指導

法、障がい児（者）や高齢者に対するキャンプ指導技術、ロールプレイ、カウンセリング技法など、野外活動（キャンプ）指
導者としての知識、技術を習得させる。
［授業終了時の到達目標］
大自然の中での多様な生活体験は、現代社会の人間にとって極めて大切である。テント設営法、野外料理、野外での生活体

験学習などの指導技術を学び、福祉教育キャンプの指導者として児童施設、障害児（者）施設、高齢者施設などにおいて、野
外活動、及びキャンプの指導計画ができるようになる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．キャンプの基礎知識（理論）
2．キャンプ生活技術論（理論）
3．キャンプ指導者論（理論）：指導者のあり方
4．キャンプ指導者論（理論）：指導者の役割、安全指導
5．野外での調理と炊飯（実技）
6．野外での調理と炊飯（実技）
7．野外クラフト（実技）：身体を飾るクラフト・壁飾り
8．ロープ・ワーク（実技）：野外でのロープ・ワークの使い方
9．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
10．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
11．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
12．キャンプ・ファイヤーの準備（実技）
13．キャンプ・ファイヤーの実際（実技）
14．キャンプ・プログラムの計画法
15．キャンプカウンセリング、ロールプレイ技法
レポート課題
［準備学習］
キャンプ実習は、福祉従事者としての人材育成を目的として野外での生活体験を行う。その為、事前に配布する資料や

キャンプ関連の文献を熟読し、野外活動の知識を習得するとともに、自然の中での行動の仕方を身につけて実習に臨むこ
と。また、集団生活を行う為、参加に当たっては、なるべく多くの人とのコミュニケーション能力を高めておくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：「キャンプ専門科目テキスト」

日本キャンプ協会編
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
レポート課題 80％

※キャンプ実習は、
左記1～15の内容
を3泊4日の集中
講義で、野外キャ
ンプ場で行う。

※開催時期は9月4
日㈫～7日㈮
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人間総合科目
（コミュニケーション）

2018年度以降入学者用
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授業科目名 WHSC108 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

情報リテラシーⅠ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
コンピュータについて理解し、キーボードやマウスに慣れることを第一の目標とする。インターネット

の利用、ワープロソフトの活用、ホームページの作成について、現代社会における情報技術の必要性をふ
まえながら習得する。
［授業全体の内容の概要］
コンピュータの基礎知識と基本操作を身につけるための授業となっており、前半では情報モラルと情報

セキュリティについて正しく理解し、インターネットを利用した情報の収集と発信の学習をする。後半で
はワープロソフトを利用して体裁の整った文書の作成方法について学ぶ。またホームページの仕組みにつ
いて考える。
［授業終了時の到達目標］
コンピュータの操作、主にキーボード入力が円滑に行えること。文書作成、ホームページ作成能力を高

めること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．Windowsの起動、操作とタッチタイピング
3．情報モラルと情報セキュリティについての理解、インターネットの利用とメールの送受信
4．ワープロソフト1―Wordの特徴と画面構成、操作
5．ワープロソフト2―基本機能を利用した文字入力
6．ワープロソフト3―オブジェクト（画像や図形、SmartArtグラフィックなど）の挿入
7．ワープロソフト4―表の作成と印刷の実行
8．ワープロソフト5―表現力をアップするための効果的機能の活用
9．ワープロソフト6―長文レポートの編集
10．ワープロソフト7―文書の校閲とファイルの共有
11．ホームページ1―HTML文書の基本
12．ホームページ2―ページの装飾と画像処理
13．ホームページ3―リンクの設定とリスト形式の表示
14．ホームページ4―テーブルとフォームによる全体レイアウト
15．前期のまとめ
課題レポート

［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報リテラシー 入門編 Office2016

対応」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

参考文献：「HTMLタグ辞典＋CSS」
株式会社翔泳社出版 株式会社アンク 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
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授業科目名 WHSC109 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

情報リテラシーⅡ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
前半は表計算ソフトを利用したデータ処理、後半はプレゼンテーションソフトによる資料作成と発表手

法について習得する。

［授業全体の内容の概要］
コンピュータの操作における実践的な能力を身につけるための授業となっており、前半では表計算ソフ

トを利用してデータの集計や分析を行う。後半ではプレゼンテーションソフトを用いて、表現力のある発
表について考える。

［授業終了時の到達目標］
基本的な表やグラフの作成、簡単な数式と関数が利用できること。プレゼンテーションの資料作成から

発表までの流れを把握すること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．表計算ソフト1―Excelの特徴、画面構成と操作
3．表計算ソフト2―表の作成と印刷の実行
4．表計算ソフト3―グラフの作成
5．表計算ソフト4―データベースの操作（機能、並べ替え、抽出、集計）
6．表計算ソフト5―複数シートの操作
7．表計算ソフト6―数式と関数の活用
8．表計算ソフト7―配置の設定、セルの幅と高さの変更、表示形式の設定
9．表計算ソフト8―条件付き書式の設定
10．プレゼンテーションソフト1―PowerPointの特徴、画面構成と操作
11．プレゼンテーションソフト2―スライド作成の基本とプレゼンテーションの流れ
12．プレゼンテーションソフト3―オブジェクトの挿入とアニメーションの設定
13．プレゼンテーションソフト4―Word文書と Excelブックの PowerPoint内での利用
14．プレゼンテーションソフト5―スライドショーの作成と発表、配布資料の印刷レイアウト
15．後期のまとめ
課題レポート

［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報リテラシー 入門編 Office2016

対応」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

参考文献：「よくわかる Microsoft PowerPoint
2016 基礎」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
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授業科目名 WHSC203 授業の種類 授業担当者

情報処理概論 （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2年次・前期 選択
［授業の目的］
現代は情報社会であり、その中で生きる私達がより快適な暮らしができるように PC（パーソナルコン

ピュータ）や ICT（情報通信技術）のハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基本技術や知
識を修得する。そして「情報活用検定（J検）2級」程度の資格取得を目指す。
［授業全体の内容の概要］
授業全体では、前半は主に PCや ICTの技術面を学ぶ。後半はその技術の社会における運用面を学ぶ。

これらより、情報社会の光と影の部分を理解し、健全に情報を取り扱い、情報活用するにはどのようにす
れば良いかを学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
PCや ICTの基本技術や知識を身につけ、私達が情報社会をより良く生きるための情報活用能力を身に

つける。そして、J検2級や「ITパスポート試験」の資格取得もできるよう指導する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．パソコンの基礎⑴ コンピュータの種類と機能
3．パソコンの基礎⑵ 周辺装置の種類と役割
4．パソコンの基礎⑶ オペレーティングシステム
5．パソコンの基礎⑷ パソコンの利用と環境設定
6．パソコンの基礎⑸ マルチメディア
7．情報の基礎⑴ 情報とは
8．情報の基礎⑵ コンピュータにおける情報の表現
9．情報の基礎⑶ 基数表現と数値の変換
10．情報の基礎⑷ 論理演算
11．インターネット⑴ インターネットとプロトコル
12．インターネット⑵ インターネットへの接続
13．インターネット⑶ IPアドレスとサーバーの種類
14．インターネット⑷ WWWの仕組みと利用
15．インターネット⑸ 電子メールの仕組みと利用
期末試験

［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報検定 情報活用試験2級テキス

ト」職業教育・キャリア教育財団 監修
実教出版

参考文献：「情報検定 情報活用試験2級問題集」
職業教育・キャリア教育財団 監修
実教出版

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
期末試験 50％
課題レポートの講評を行います。
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授業科目名 WHSC101 授業の種類 授業担当者

英語コミュニケーションⅠ（ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
国際化社会に対応するための英語力の強化を目的にする。その上で、福祉を専攻している学生に適した

英語の運用能力を高めることにする。従って、単に語学力の強化だけではなく英語文を構成するレトリッ
クや文化的背景も理解させる。また、その過程の中で英語の理論を具体的事例と共に確実に自分のものに
させることにする。特に、今後、福祉の現場で必要な英語でのコミュニケーションスキルも行う。また、
これらの達成度を高めるために先進的な教育を行っている米国大学の教材も参考にする。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方向的な授業ではなく、授業への学生の積極的参加をさせる。特に、日本人はリスニング

が弱いので、それを克服するために理論に基づき授業を進める。具体的な会話文を示して実際に会話をさ
せる。教師は教室を回りながら学生全員の発音、文章構成などを確認する。さらに、英語の歌を歌いイン
トネーション、リズムの学習をしたり、映画などの台詞を使い、学生をそれぞれの役に当てはめて会話さ
せ、会話の進め方を学ばせる。これらは、学生の自主的参加を基本にし、授業に変化を持たせモティベー
ションを持続させるためである。その結果、学生の満足度の高い、実践的な授業ができるようにする。
［授業終了時の到達目標］
国際社会で通用する総合的英語能力の強化を目指す。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．リスニング（Rhythm）強音節と弱音節の違い
後半 口語理論（接頭辞を持つ相似形）

2．リスニング（Intonation）下降型、上昇型、混合型
後半 口語理論（品詞のトラップ）

3．リスニング（Vowels）短母音、長母音、二重母音
後半 口語理論（文章のロジック）

4．リスニング（Consonants）破裂音、摩擦音、破擦音、鼻音、側音、半母音
5．リスニング（ending of words）単語の最終子音音節、活用語尾、動詞・助動詞の否定形
6．会話実践（海外滞在1）入国審査、税関、両替、銀行口座開設、電気・水道・ガス・電話開設
7．会話実践（海外滞在2）電話による会話〈オフィス、学校、友人〉
8．会話実践（海外滞在3）街での会話〈ショッピング、行き先を尋ねる、友人宅〉
9．会話実践（海外滞在4）オフィスでの会話〈訪問、説明、質問、提案、帰宅〉
10．会話実践（海外滞在5）学校での会話〈自己紹介、友人との会話、日本紹介〉
11．会話実践（海外滞在6）レクレーション〈スポーツ、キャンプ〉
12．会話実践（海外滞在7）社交〈パーティ、オープンハウス、バザー〉
13．会話実践（海外滞在8）免税店、帰国手続、帰国審査
14．会話実践（海外滞在9）ホテル
15．前期の総復習
前期試験

［準備学習］
できるかぎり、洋画を観る時にサブタイトルで英文が書いてあるのを日ごろから選んで観ると望ましい。

その中で英文と発音に慣れるようにすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業を進める中で理解度に違いがでるので、必要部分を
自著から抜粋して独自にプリントを作成して学生に配布
する。授業を進める中で理解度に違いがでるので、必要
部分を米国大学の教材、新聞、マガジンなどから作成し
て学生に配布する。具体的には『ローマの休日』、『カサ
ブランカ』コスミック出版、など

受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHSC202 授業の種類 授業担当者

英語コミュニケーションⅡ（ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
英語コミュニケーションⅠをより充実した内容になります。内容としては、実践的な英会話、TOEIC、

英検、就職英語試験対策、などを考えております。
これらの比率や優先順位では学生の希望をできるだけ取り入れて行きたいので、学生の希望も取り入れ

て、初回の授業で方向性を決めます。
授業の目的としては、学生それぞれの英語に対する目標を達成できるようにすることです。また、就職に於

いて英語の試験を行う会社も増えておりますので、それにも対応できるように進めたいと考えております。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方的な授業ではなく、学生の授業参加を重視します。その中で学生自身に英語の理解度を

深めるようにします。そして、単に理論だけではなく英語の構造を理解して自由に英語を扱えるようにし
ます。そして、自然に英語を扱えて、理解できる実力が持てる内容にするようにします。
［授業終了時の到達目標］
学生自身が授業開始時にたてた目標を超えて英語の運用能力を高めることです。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．知識理解① 前半・基本5文型・第1文型 後半・映画での理解
2．知識理解② 前半・基本5文型・第2文型 後半・映画での理解
3．知識理解③ 前半・基本5文型・第3文型 後半・映画での理解
4．知識理解④ 前半・基本5文型・第4文型 後半・映画での理解
5．知識理解⑤ 前半・基本5文型・第5文型 後半・映画での理解
6．知識理解応用① 前半・基本会話Ⅰ 後半・映画での応用
7．知識理解応用② 前半・基本会話Ⅱ 後半・映画での応用
8．知識理解応用③ 前半・基本会話Ⅲ 後半・映画での応用
9．知識理解応用④ 前半・基本会話Ⅳ 後半・映画での応用
10．実践編① 前半・実践的英語の知識Ⅰ 後半・映像での理解
11．実践編② 前半・実践的英語の知識Ⅱ 後半・映像での理解
12．実践編③ 前半・実践的英語の知識Ⅲ 後半・映像での理解
13．実践編④ 前半・実践的英語の知識Ⅳ 後半・映像での理解
14．実践編⑤ 前半・実践的英語の知識Ⅴ 後半・映像での理解
15．実践編⑥ 総まとめ
試験
［準備学習］
中学高校で習ったグラマーの教科書をもう一度、確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『名作映画で英会話（ローマの休日）』

コスミック出版など
受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％

37



授業科目名 WHSC205 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

中国語コミュニケーション（ 講義・演習・実習 ） 金 佳
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
中国語で簡単なコミュニケーションができるようになること。
中国語の勉強方法を教授すること。

［授業全体の内容の概要］
日本語、英語と比較しつつ、中国語に関する基礎知識を取り上げる。4技能（聞く・話す・読む・書く）

の中で、特に聞くことと話すことに重点を置く。また、独学で中国語を勉強できる方法等も教授する。

［授業終了時の到達目標］
中国語で簡単なコミュニケーションができるようになること。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．講義内容の紹介と中国語の発音（その1）
2．中国語の発音（その2）
3．中国語の発音（その3）
4．ウォーミングアップ（あいさつ、自己紹介、数字）
5．友達を紹介する。
6．家族のことを話す。
7．復習とロールプレイ（その1）
8．どこに何があるかを伝える。
9．どこに住んでいるかを伝える。
10．復習とロールプレイ（その2）
11．趣味について話す。
12．何ができるかを伝える。
13．相手をほめる。
14．復習とロールプレイ（その3）
15．まとめ
定期試験
［準備学習］
①授業の後に、宿題とテスト準備を完成すること。
②授業の前に、この授業で習った全ての知識をきちんと復習しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：石田友美・桑野弘美・島田亜実・鈴木ひ

ろみ著『しっかり初級中国語』
2015年 白水社

参考文献：オンライン中国語学習
http : //www.ch-texts.org/index.html

宿題・小テスト：40％
期末試験：60％
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授業科目名 WHSC206 授業の種類 授業担当者

手話入門 （ 講義・演習・実習 ） 森本 行雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉の分野で手話に関する関心は高く、いくつかの場面では聴覚障害者と交流する機会がある。そのた

め、聴覚障害者と手話への関心を持つ学生も多いことから、手話の基礎的な知識を具体的に学ぶことを目
的とする。
［授業全体の内容の概要］
聴覚障害、聴覚障害者についての基礎知識
身体表現の基礎練習、手話による表現の基礎練習
聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法

［授業終了時の到達目標］
簡単な自己紹介ができる基本的な挨拶、数字等の手話のスキルを習得する。
福祉の現場で活用できる手話表現を身につける。
言語としての手話の位置づけを理解し、手話を使用するマイノリティ集団について理解する。
聴覚障害者にとってのバリアフリー、ユニバーサルデザインについて理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．実技／表現基礎練習 その1
【目標】手話習得に必要な基礎表現能力を習得する。1 物の形や動作の模倣

2．実技／表現基礎練習 その2
【目標】コミュニケーション意欲を高める。2 身振り表現での伝達（表情）

3．講義／手話の基礎知識 その1
【目標】日本の手話の歴史及び特徴を理解する。1 身振りと手話の違い

4．実技／表現基礎練習 その3
【目標】コミュニケーション意欲を高める。3 身振り表現での伝達（強弱等）

5．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その1
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。1 挨拶 数字 など

6．講義／手話の基礎知識 その2
【目標】日本の手話の歴史及び特徴を理解する。2 日本の手話の歴史 3 手話の地域性、個人性等日本の手話の特徴

7．実技／手話による表現⑴ 歌の手話表現の基礎
【目標】歌の手話表現を知る

8．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その2
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。3 自己紹介（名前の表現、趣味の表現）

9．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その3
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。4 自己紹介（年齢・誕生日の表現） 5 指文字表現

10．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その1
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。1 曜日の表現

11．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その2
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。2 年・月・日と時間の表現

12．講義／聴覚障害者の生活 聴覚障害当事者であるゲストスピーカーによる講話
【目標】聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法を理解する。1 家族・地域の人々とのコミュニケーション

2 職場・学校・病院で困ること
13．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その3
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。2 疑問詞表現

14．実技／手話による表現⑶ 歌の手話表現
【目標】歌を楽しく表現できる リズムに合わせての手話表現を覚える

15．講義／まとめ 今後の学習方法とその機会、教材等の紹介
【目標】今後の継続学習についての意欲を持たせる。聴覚障害当事者であるゲストスピーカーによる講話。

レポート等

［準備学習］
授業の前にテキストの関連部分を読んでくること。また、授業で配布する資料で表現の練習をしておく。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『音のない世界と音のある世界をつなぐ―ユ

ニバーサルデザインで世界をかえたい！―』
松森果林著 岩波ジュニア新書

参考文献：『手話の歌は心の歌』
河合洋祐・森本行雄共著 教育芸術社刊

レポート：60％ 毎回の授業でレポート提出を義務付ける。授業内
容の理解の状態を確認するためで、正しく記述さ
れているかどうか、そして、自分の意見を論理的
に記述しているかを評価する。

表現課題：20％ 身体・手話表現等の課題を毎回課す。それを、正
確に表現できるかどうかを評価する。

受講態度：20％ 実技学習は継続と積み重ねが重要。出席を含めた
授業への取り組みを重視する。
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授業科目名 WHSC207 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

ディベート （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
日本人は主要国の中で、一番、ディベート能力が低いです。ある面では問題外と言われるほど低いです。そのた
めに、あらゆる面で不利な扱いを受けています。例えば、日本がオリンピックで金メダルを取ると日本が金メダル
を取れなくなるようにルール改正が行われます。日本にディベート能力が無いのでこの様な不当な事が繰り返され
るのです。
［授業全体の内容の概要］
日本人はディベートができません。なぜなら、欧米などと異なり、学校で本当のディベート教育が行われていな
いからです。日本で、いわゆる「ディベート」と称するのは、調べたことをただ、発表するだけで、欧米のように
ディベートの理論や技術を全く教えていません。本来は、ただの討論なのに、かっこつけて英語に直し、「ディベ
ート」と言っているだけなのです。ここではアメリカの大学で教えている本当の理論に基づいたディベートを教え
ます。
［授業終了時の到達目標］
自分で考えたことを自分で的確に論じることができ、相手に正しく分かりやすく伝達できるようにします。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ディベートの基本理論①
2．ディベートの基本理論②
3．ディベートの基本理論③
4．ディベートの基本理論④
5．ディベートの応用理論①
6．ディベートの応用理論②
7．ディベートの応用理論③
8．ディベートの応用理論④
9．ディベート理論まとめ①
10．ディベート理論まとめ②
11．ディベート理論まとめ③
12．ディベート実践①
13．ディベート実践②
14．ディベート実践③
15．ディベート実践④
試験・レポート等
［準備学習］
ディベートに関する書物を読むようにしてください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業の中で指示します。 受講態度：40％

提出物（レポートなど）、授業参加：60％
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授業科目名 WHSC310 授業の種類 授業担当者

キャリア開発 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
1．将来の職場となる企業（ないし法人）について種々の面から知ること。
2．社会人となるための基礎力を高めること。
［授業全体の内容の概要］
目的に対応して授業内容にも2つの内容がある。一つは企業について多面的に知るために、企業形態や

業種別企業などについて説明するところ。もう一つは、基礎的な言語的能力や非言語的能力および外国語
能力などを高めるところである。
［授業終了時の到達目標］
相手の分析・研究と自分の意欲・能力アップをはかり、希望するキャリアを獲得する力を身につけるこ

と。そのさい双方向性をもった授業をするので、コミュニケーション能力の向上もこの授業の重要な達成
課題である。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．基本的な職業観について
2．企業の目的と形態
3．企業の仕組みと責任
4．規模別企業と業種別企業
5．企業と採用活動
6．企業活動と雇用動向
7．言語的能力の向上⑴
8．言語的能力の向上⑵
9．言語的能力の向上⑶
10．非言語的能力の向上⑴
11．非言語的能力の向上⑵
12．非言語的能力の向上⑶
13．一般常識⑴
14．一般常識⑵
15．まとめ
試験
［準備学習］
テキストを利用しながら、基本的な就活本なら何でも参考文献になり得るので、いくつか読んでみると

よい。また、企業や雇用に関するニュースに関心をもって見聞きすることも有益な事前学習となる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは山崎好裕『キャリア・プランニング』（中
央経済社）をあげておく。さらにプリントテキスト
を配布する。

受講態度：40％
レポート：40％��

�
60％小テスト：20％

（小テストは3回実施予定）
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授業科目名 WHSC311 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

キャリアインターンシップ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・石本裕貴・片山昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 60時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
福祉系企業における就業体験を通して、職場の現状と職業人としてのマナー、職業意識、職務遂行能力、

職場のチームワーク、ルール等を修得し、将来のキャリア選択に生かすことを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
福祉系企業の現状・職業の基本マナー・就業態度と習慣・職業倫理・研修ノートの作成要領等について

講義をする。次に各企業に1～2名を配属し、8日間程度の研修を行う。その際担当教員が企業を巡回し
て研修効果があがるようにする。研修終了後に各人に自分の就業体験・反省点・就業上の成果などをレポ
ートにまとめてもらう。
［授業終了時の到達目標］
以上の指導を通して、望ましいキャリア選択等について理解が得られることを目標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．事前指導
事前に講義を実施し、配属先企業の研究やチームワーク作りを行う。

2．企業研修
各企業に1～2名を配属し、研修期間は8日間程度とする。なお、研修方法は通常

の勤務体系をとる。
3．研修先企業
インターンシップに関する研修承諾書を交わしてある福祉系企業等を研修先とする。

4．巡回指導
研修中は、企業側担当者と大学側担当者の協力のもとで研修の効果があがるように

配慮する。研修の巡回はおおむね1週間あたり1回程度とし、巡回は授業担当教員が
行う。
5．事後指導
研修終了後、学内で研修した体験・反省・成果をまとめ、就業等に関しても幅広い

理解を図る。
6．研修先との連携体制
担当教員は、研修前に研修内容、条件等の打合せを実施し、研修中は、巡回指導時

必要に応じて学生の研修の様子を中心に打合せをする。研修終了後は、企業担当者と
学生の研修期間中の総括をし、研修先との連携の維持に務める。
［準備学習］
配布するプリントやインターンシップ先の企業の事業内容について十分に勉強しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
プリントを配布する。参考文献としては、
『キャリア形成と就職成功へのステップ』

（実教出版）
『就職ハンドブック』（中央法規）

大学での成績評価と研修先企業による成績評価と
の総合評価とする。
受講態度など 40％
日誌記録、レポートなど 60％
事後指導を行う。
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人間総合科目
（エッセンシャルスタディ）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHES101 授業の種類 授業担当者

エッセンシャルスタディⅠ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・矢野知彦・中島悠介・益子行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
1．大学生として必要な学修技能と学修態度を身につけること。
2．2年次以降の学修に必要な基礎的な知識と能力を身につけること。
3．将来に向け福祉社会の人材として必要な基礎力を身につけること。

［授業全体の内容の概要］
1年生として豊かな人間性と基礎的な能力を身につけるために、初年次用の教材を使い学生一人ひとり

と双方向性をもった授業を行う。

［授業終了時の到達目標］
大学で学んでいくために、また将来有為な社会人として活躍して行くために、もっとも基礎的な力を身

につけ2年次以降そして就職後に発生する諸課題に対応できるように準備を整えること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．前期のガイダンス
2．大学で何を学ぶのか⑴
3．大学で何を学ぶのか⑵
4．ノートの取り方⑴
5．ノートの取り方⑵
6．ノートの取り方⑶
7．テキストの読み方⑴
8．テキストの読み方⑵
9．要約の仕方⑴
10．要約の仕方⑵
11．きちんと考える方法⑴
12．きちんと考える方法⑵
13．前期の要点⑴
14．前期の要点⑵
15．まとめ
試験・レポート 【合同企画授業などに変更する回がある】

［準備学習］
テキストは最重視するので、授業の前に読んでおくこと。また、準備学習用のプリントを配るので、そ

れをきっちり学修すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
藤田哲也『大学基礎講座』（北大路書房）。 受講態度など：20％

試験・レポート・宿題など：80％
レポート・宿題などは返却する。
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授業科目名 WHES102 授業の種類 授業担当者

エッセンシャルスタディⅡ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・矢野知彦・中島悠介・益子行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
1．大学生として必要な学修技能と学修態度を身につけること。
2．2年次以降の学修に必要な基礎的な知識と能力を身につけること。
3．将来に向け福祉社会の人材として必要な基礎力を身につけること。

［授業全体の内容の概要］
Ⅰと基本的に同じ内容を発展させた形で行っていく。すなわち、1年生として豊かな人間性と基礎的な

能力を身につけるために、初年次用の教材を使い学生一人ひとりと双方向性をもった授業を行う。

［授業終了時の到達目標］
Ⅰの継続として、大学で学んでいくために、また将来有為な社会人として活躍して行くために、もっと

も基礎的な力を身につけ、2年次以降と就職後に発生する諸課題に対応できるように準備を整えること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．後期のガイダンス
2．レポート・論文の書き方⑴
3．レポート・論文の書き方⑵
4．レポート・論文の書き方⑶
5．レジュメの作り方⑴
6．レジュメの作り方⑵
7．図書館の利用⑴
8．図書館の利用⑵
9．ゼミの発表の仕方⑴
10．ゼミの発表の仕方⑵
11．ゼミの発表の仕方⑶
12．後期の要点⑴
13．後期の要点⑵
14．1年のまとめ⑴
15．1年のまとめ⑵
試験・レポート 【合同企画授業などに変更する回がある】

［準備学習］
テキストは最重視するので、授業の前に読んでおくこと。また、準備学習用のプリントを配るので、そ

れをきっちり学修すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
藤田哲也『大学基礎講座』（北大路書房）。 受講態度など：20％

試験・レポート・宿題など：80％
レポート・宿題などは返却する。
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人間総合科目
（文化と社会）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHCS201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

生命倫理 （ 講義・演習・実習 ） 福島 猛行
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
我々は他者との関わりの中ではじめて生きていくことが可能となる社会的・関係的存在である。しかしその関わり方如何
によっては、かえって互いに傷つけあうことにもなりうる。特に現代社会においては、他者との関わり方の難しさが、様々
なレベルで指摘されている。しかし、そのような時代にあってこそ、最も根本的なレベルで、他者との関わり方について考
えていく必要があるのではないだろうか。このような問題意識に基づき、自己も他者も共に「いのち」を生かしあう関わり
方がどのようなものであるかを深く考えることが、この授業の根本的なねらいであり、従って、「いのち」を生かすことに
ついて自分なりに考える姿勢を身につけることが、この授業の到達目標となる。
［授業全体の内容の概要］
人間の生命の取り扱いをめぐって生起している現代社会の諸問題をとりあげ、「いのち」への向き合い方を模索していく。
特に、介護問題、人工生殖など、こどもの誕生から老後まで、「いのちのはじまりとおわり」を取り巻く社会的課題に重点
を置く。各人が自分なりの「いのち」への向き合い方を模索していくとともに、現代社会に生きる人々、特にこどもの「い
のち」を支える「ケア」の姿勢を身につけることを目指す。
［授業終了時の到達目標］
1．対人支援者にとって必要となる生命倫理と、それに関連する領域の倫理学に対する理解を深める。
2．命に対する諸問題を身近のものとしてとらえ、自分なりの考えを述べられる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．イントロダクション：生活支援と『命』の問題
2．背景説明：日本人の死生観：―死生観の変化と多死社会―
3．命はどのように考えられてきたか⑴：―生命倫理の歴史的変遷1―
4．命はどのように考えられてきたか⑵：―生命倫理の歴史的変遷2―
5．命はどのように考えられてきたか⑶：―生命の倫理原則―
6．人権について
7．古典的規範倫理
8．安楽死をめぐる倫理的課題：―問題提起―
9．安楽死をめぐる倫理的課題：―グループワーク―
10．臓器移植をめぐる倫理的課題：―臓器移植の是非と倫理的問題―
11．終末期医療における倫理的課題⑴：―告知の問題―
12．終末期医療における倫理的課題⑵：―自己決定とインフォームド・コンセント―
13．終末期医療における倫理的課題⑶：―問題提起とグループワーク―
14．デス・エデュケーション：―死の準備学の今日的意味―
15．生命倫理とスピリチュアルケア―生命倫理の今日的課題―
最終課題レポート
［準備学習］
各授業終了時に、次回のテーマについての問題提起を行うため、事前にそのテーマに沿った自分の考え

をまとめておくこと。各授業終了時に、リアクションペーパーにて自分の考えを述べていただく。また、
授業で学習した事柄について自らに置き換えて、十分に復習しておくように。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：授業中に配布します
参考文献：日本人の死生観を読む明治武士道から

「おくりびと」へ 朝日選書
死生学1～5 東京大学出版会
その他、授業中に参考文献を紹介します

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
リアクションペーパー 20％
レポート 60％
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授業科目名 WHCS202 授業の種類 授業担当者

キリスト教と社会福祉 （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
キリスト教の精神は、制度的な社会福祉以前から、さまざまな分野の実践的な奉仕活動の中に息づいて

きた。この授業では、このようなキリスト教精神に根ざした社会福祉をキリスト教社会福祉と呼び、背景
にあるキリスト教精神と社会福祉の関係について理解を深める。
［授業全体の内容の概要］
「聖書」をもとにキリスト教の概要を学び、キリスト教的視点から生・死・障害などに関する倫理的な

課題を考察する。それらを基礎として、歴史的なキリスト教社会福祉の精神的基盤について理解を深め、
キリスト教福祉の可能性を展望する。
［授業終了時の到達目標］
①キリスト教の基本的な内容、特長的な考え方を理解する、②西欧および日本のキリスト教と社会福祉の
接点について歴史的に理解する、③キリスト教社会福祉の現代的課題について考察する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業概要
2．身近なキリスト教
3．旧約聖書⑴
4．旧約聖書⑵
5．旧約聖書⑶
6．新約聖書⑴
7．新約聖書⑵
8．新約聖書⑶
9．キリスト教理解
10．西欧のキリスト教社会福祉の歴史⑴
11．西欧のキリスト教社会福祉の歴史⑵
12．日本のキリスト教社会福祉の歴史⑴
13．日本のキリスト教社会福祉の歴史⑵
14．キリスト教社会福祉の課題⑴
15．キリスト教社会福祉の課題⑵
レポート
［準備学習］
①各回のプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②5回に分けて課題を指示するのでレポートを作成する。（各6時間、5回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：プリント配布
参考文献：『聖書』、『社会福祉と聖書』、石居正巳・

熊澤義宣監修、リトン、1998

受講態度：10％
レポート：90％
レポートは5回に分けて実施し講評を行う。
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授業科目名 WHCS203 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

ボランティア活動 （ 講義・演習・実習 ） 林 大介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
一口に〈ボランティア団体〉や〈NPO/NGO〉と言っても多種多様で、旧来からのボランティア型や市民運動型、市民活動型、市民企業型／
ソーシャルベンチャー型など、形態も取り組み内容も様々である。また、東日本大震災以降の被災地支援活動においては、国内での市民活
動の取り組みのみならず、企業による社会貢献、海外から被災地支援が行われるなど、社会貢献を取り巻く環境も大きく変化しつつある。
この講義では、ボランティア及び NPO/NGOのありかたについて学ぶと共に、分野別の活動内容や各活動が始まった背景について深めて
いく。そして、これから社会に出ていくにあたっての社会との関係と、自分自身がいかにして生きていくべきかについて考えていく。
［授業全体の内容の概要］
ボランティア活動ならびに NPO組織と活動についての基礎知識について理解を深めるとともに、特徴的な企業による社会貢献、CSRも
最新事例を用いて適宜取り上げる。一方的な講義だけではなく、随時、学生同士のディスカッションやワークショップ、ゲストスピーカー
との対談などといった参加型で実施することを通して、学生時代及び卒業後のフィールドにおいても、ボランティア・NPOに関わってい
くことを目指す。
［授業終了時の到達目標］
①ボランティア活動の歴史と現代的意義を理解するとともに自らが活動することに関心を持てるようになる。
② NPO法を理解し、NPO法人の活動を理解し、その可能性と課題について理解する。
③社会において個人が果たしうる役割と課題、社会と自分の関係について考えを深め、今後のキャリアにつなげる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション～自分の経験を振り返る
2．ボランティアと NPO/NGO、社会貢献
3．社会を変える存在、活動と共感を生み出すボランティア・NPO/NGO
4．組織運営と活動分野、特定非営利活動法（NPO法）
5．海外におけるボランティア・NPO/NGO／海外で活動するボランティア・NPO/NGO
6．活動を支える中間支援団体としてのボランティア・NPO/NGO
7．行政と連携・協働するボランティア・NPO/NGO
8．公共の担い手としてのボランティア・NPO/NGO
9．企業による社会貢献、CSR、メセナ
10．ボランティア・NPO/NGOと企業の連携・協働
11．ボランティア・NPO/NGOの組織運営、資金調達、寄付税制
12．「社会的企業」とは
13．東日本大震災とボランティア・NPO/NGO
14．地域社会、社会福祉の現場におけるボランティア・NPO/NGOの役割
15．まとめ：自分にとってのボランティア・NPO/NGOとは
試験・レポート等
［準備学習］
・予習教材などの指示があった際は事前に読んでくること
・新聞やテレビ、ネットなどを通して、日頃から社会の動向を把握し理解に努めること
・NPO/NGO、ボランティア団体、企業の CSR活動等に関する実践（各団体が主催する講座や研修会、イベント等への参加、
ボランティア活動への参加等）を行ってもらいます（詳しくはオリエンテーション時に説明）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：授業時に資料配布
参考文献：『NPO基礎講座〈新版〉』早瀬昇、田代正美、片山正夫、
久住剛（2005年、ぎょうせい）
『知っておきたい NPOのこと【基本編】』日本 NPOセンター編（2012
年、日本 NPOセンター）
『テキスト市民活動論―ボランティア・NPOの実践から学ぶ―』社
会福祉法人大阪ボランティア協会編（2011年、大阪ボランティア協会）

（成績評価の方法、基準）試験：60％ 課題等：40％
（課題・成績評価のフィードバック）講義やワークショ
ップなどを組み合わせた参加型で実施し、講義内で毎回、
学生同士の意見交換やグループワークなどを実施します。
そのため、主体的に参加する意志がある学生のみ受講を
認めます。
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2017年度以前入学者用
授業科目名 WHCS204 授業の種類

社会福祉史 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
社会福祉の歴史を学ぶことにより、総合的に社会福祉を理解することを目的とする。
本講義を通して、社会福祉の発達過程を把握することは、現在の社会福祉政策の課題への理解にもつな

がると考えている。

［授業全体の内容の概要］
社会福祉の歴史を理解するためには、その時の社会を知ることが重要であると考える。
映像教材を活用し、その時代を把握することによって、社会福祉を歴史的に理解することの楽しさを学

んでほしい。

［授業終了時の到達目標］
社会福祉の歴史に関する基礎知識を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会福祉の歴史を学ぶ意義と方法
2．イギリスの救貧法
3．イギリスのソーシャルワーク実践
4．イギリスの社会保障政策
5．アメリカのソーシャルワーク実践
6．アメリカのワークフェア政策
7．ドイツの社会政策
8．近代以前の日本の慈善事業
9．明治・大正時代を理解する
10．日本における救貧政策と防貧政策
11．日本における民間篤志家の活躍
12．日本における社会事業の発展
13．日本における障害者福祉の発達
14．日本における自立運動
15．福祉国家の発展
レポート
［準備学習］
社会福祉の歴史を理解するために、時代のエピソードを学習しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない。
参考文献：『よくわかる社会福祉の歴史』

ミネルヴァ書房

受講態度 40％
レポート 60％
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授業科目名 WHCS205 授業の種類

2017年度以前入学者用

ジェンダーと社会福祉 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
ジェンダーの視点から現代日本の社会福祉制度を考える。社会福祉制度に関する法に基づき、社会にお

ける実態と問題点を理解し、公的支援制度および民間の支援策を学習する。
［授業全体の内容の概要］
社会福祉制度の根拠となる法制度および社会における公的支援制度および民間の支援策について具体的

に学習する。ジェンダーの視点から現代社会の実態と制度の問題点を議論する。具体的な事例について、
新聞記事やビデオで学習する。
各回、授業終了時に感想文を提出する。次の授業で、各自の意見、感想についてフィードバックする。
［授業終了時の到達目標］
現代社会における社会福祉について、ジェンダーの視点を持つことで柔軟に考えることができるように

なる。社会福祉制度の根拠となる法制度および社会における公的制度と民間の支援策を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ジェンダーと社会福祉 売春防止法から男女共同参画社会へ
2．ジェンダーの定義 多様な性 差別を見抜くジェンダーの視点の重要性
3．男女共同参画社会基本法成立まで
4．男女共同参画社会基本法の意義
5．男女共同参画社会の現在
6．ジェンダーで考えるひとり親家庭 母子家庭・父子家庭それぞれの問題
7．母と子の権利 母子寡婦福祉法 多様な支援策
8．問題のある家族 家族支援策 専門員のいる相談所 支援を受ける側と援助者
9．諸外国における家族支援政策
10．ジェンダーで考える児童虐待 実態・問題点・支援策
11．生まれる命 生殖医療とコウノトリのゆりかご・特別養子縁組
12．児童福祉法に基づく母子生活支援施設 支援を受ける側と援助者
13．雇用機会均等法の成立と改正・ワークライフバランス
14．働く母親支援政策 育児・介護休業法 保育政策
15．ジェンダーと基本的人権 個人を大切にする視点
試験
［準備学習］
現代社会における問題に関心を持ち、ニュースや新聞を読みましょう。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
使用テキストは定めないが、各回必要に応じてプリントを配布す

る。参考文献は以下に示す。
『ジェンダーで読む21世紀の福祉政策』杉本貴代栄（有斐閣）
『はじめて学ぶジェンダー論』伊田広行（大月書店）
『男女共同参画社会が問いかけるもの』伊藤公雄（インパクト出版会）
『新しいソーシャルワーク入門』河野貴代美・杉本貴代栄（学陽書
房）／『福祉国家とジェンダー』大沢真理（明石書店）

各回授業の感想文提出 30％
試験 70％
合計 100％で評価する。
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授業科目名 WHCS206 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

心理学 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
心理学の概要と心理学的なものの見方を知り、社会福祉士として必要な、人間の心理学的理解、成長・

発達の心理学的理解、日常生活と心の健康との関係などについて学び、さらに心理支援について学ぶなか
で援助的資質を養う。本科目は、ディプロマ・ポリシーにある「福祉の知識および援助技術」に関連する
心理分野の1つである。
［授業全体の内容の概要］
基礎的知識として、人間の心理諸機能とその総合としての人格、発達の視点、乳幼児期から高齢期まで

の各発達段階の特徴などを学ぶ。そして、応用的知識として、日常生活と健康の心理学、心理学理論によ
る人の理解、心理アセスメントと心理的支援の方法などについて学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
心理学における基礎的な概念を理解し、援助職として必要な心理学的知識を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．心理学の概観（社会福祉と心理学、心理学の歴史と方法）
2．人間の心理学的理解⑴ 心と脳、知覚・認知（感覚、知覚、認知機能）
3．人間の心理学的理解⑵ 記憶（長期記憶・短期記憶、意味記憶・エピソード記憶、忘却と変容）

学習（学習理論、学習の基本形式）
4．人間の心理学的理解⑶ 思考・言語（思考、言語の機能、言語獲得）、知能・創造性（知能

の構造）
5．人間の心理学的理解⑷ 感情・動機づけ（感情の種類、動機づけ）、性格（性格の理論、性

格の形成）
6．人間の心理学的理解⑸ 人と環境・集団（個人と集団、リーダーシップ理論）、適応（適応

と適応障害）
7．人間の成長・発達の心理⑴ （発達理論、発達段階、発達課題、高齢者の心理、発達上の諸問題）
8．人間の成長・発達の心理⑵ （発達障害、障害児者への支援）
9．日常生活と心の健康⑴（ストレッサー、ストレス症状）
10．日常生活と心の健康⑵（コーピング、ストレスマネージメント）
11．人間理解のための心理学的理論と技法（精神分析理論、行動分析、家族・コミュニティの理解）
12．心理アセスメントの方法（心理検査の考え方、知能検査、人格検査、発達検査、適性検査）
13．心理的支援の方法⑴ カウンセリング（カウンセリングの目的・対象・方法、ピアカウンセ

リング）
14．心理的支援の方法⑵ カウンセリングとソーシャルワークとの関係
15．心理的支援の方法⑶ 心理療法の概要（精神分析、行動療法、家族療法、社会福祉現場の心

理的支援）
授業到達目標達成度判定の筆記試験

［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章・節に関して要点をつかみながら読んでおくこと。授業後

は分かりにくい重要語句は心理学辞典等で確認したりノート記録を整理しておくこと。時間はそれぞれ1
時間分。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
社会福祉士養成講座編集委員会編（2015）『心理学
理論と心理的支援――心理学：第3版』中央法規

（参考文献）
長谷川寿一他（2008）『はじめて出会う心理学：改
訂版』有斐閣

受講態度 30％
期末試験 70％
なお、試験についての解説は掲示にて行います。
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授業科目名 WHCS207 授業の種類 授業担当者

社会学 （ 講義・演習・実習 ） 金 美珍
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期，後期 選択
［授業の目的］
・社会理論による現代社会の捉え方を理解する。
・生活について理解する。
・人と社会の関係について理解する。
・社会問題について理解する。
［授業全体の内容の概要］
現代社会の特質の理解をもとに、家族・仲間・地域・国家・世界的規模において進行している問題を通

して、人と人とのかかわり、人と社会のかかわりについて考え、社会学的な「ものの見方（考え方・整理
の仕方）」によって社会全般の問題を考える力を養う。授業の展開においては、社会福祉士に必要な内容
について理解できるよう配慮する。
［授業終了時の到達目標］
現代社会の中で一人ひとりに求められている課題について「考える力」及び卒業後のあらゆる局面にお

いて要求される「社会人としての洞察力と判断力」の基礎を養うことを目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会学的なものの見方・考え方と私たち
2．現代社会の理解 社会システム
3．現代社会の理解 戦後の社会変動
4．現代社会の理解 今日の社会変動
5．現代社会の理解 地域社会
6．現代社会の理解 社会集団と組織
7．生活の理解 家族
8．生活の理解 ライフスタイルの変化 その1
9．生活の理解 ライフスタイルの変化 その2
10．人と社会の関係 公共性の変化
11．人と社会の関係 行為と役割
12．人と社会の関係 社会的自我
13．社会問題の理解 貧困と社会的排除
14．社会問題の理解 社会病理
15．社会問題の理解 再生産
期末試験
［準備学習］
講義中に配布した資料は次回の講義までに読み、講義内容の理解を深めた上、予習ペーパーを提出して

ください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：特になし（必要な資料は授業内で配布）

参考文献：一例として、以下のものがある。
社会福祉士養成講座編集委員会編、2014、

『社会理論と社会システム』中央法規出版。

受講態度 45％
（予習ペーパーの提出による評価）
出席 15％
期末試験 40％

53



授業科目名 WHCS208 授業の種類

2017年度以前入学者用

現代家族論 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
家族にかかわる概念や知識を学びながら、身近な存在である家族を新たな視点でとらえ直すとともに、

家族の変容とその社会的意味や影響について考えていきます。

［授業全体の内容の概要］
本講義では、①人口の変動という家族とかかわる社会の大きな動き、②家族とは何か、それがこれまで

どのように変化してきたか、③生活や人生と家族のかかわりについて学んでいきます。受講生の皆さんが
理解したことや考えたことを自分の言葉で文章にまとめる作業を、講義の中に組み込んでいきます。

［授業終了時の到達目標］
家族を新たな視点でとらえ直し、家族の変容とその社会的意味や影響について考察した結果を、講義で

学んだ概念や知識を用いて、自分の言葉で表現できるようになることを目標とします。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション 家族のイメージ
2．人口の変動と家族⑴ 日本の状況と世界の状況
3．人口の変動と家族⑵ 少子化
4．人口の変動と家族⑶ 高齢化
5．人口の変動と家族⑷ 人の移動
6．家族とその変容⑴ 家族の形態と機能の変化
7．家族とその変容⑵ 「家」から「家族」へ
8．家族とその変容⑶ 愛情にもとづく家族
9．家族とその変容⑷ ケアと家族
10．家族とその変容⑸ 多様化する家族①：晩婚化・未婚化
11．家族とその変容⑹ 多様化する家族②：離婚・再婚と脱制度化
12．家族とその変容⑺ 家族について考える
13．生活と人生からみた家族⑴ ライフコース
14．生活と人生からみた家族⑵ ライフスタイル
15．講義全体のまとめとふりかえり
レポートと平常点
［準備学習］
講義中に配布する資料は次回の講義までに読み、講義内容の理解を深めるようにしてください。家族に

関するテレビ番組や新聞記事などを積極的に視聴し目を通すことを通じて、各人が関心を高め問題意識を
深めることを期待します。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない（必要な資料等は、講義中に随時配布します）
参考文献：
湯沢雍彦・宮本みち子（2008）『新版 データで読む家族問題』

日本放送出版協会
沢山美果子・岩上真珠・立山徳子・赤川学・岩本通弥（2007）
『「家族」はどこへいく』青弓社
石川実編（1997）『現代家族の社会学』有斐閣

授業への取り組み：40％
各項目のまとめ：60％
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授業科目名 WHCS209 授業の種類

2017年度以前入学者用

福祉文化論 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉文化とは何かを様々な事象・視点から探求する。
福祉文化の魅力を追究し、創造的福祉文化社会構築に向けた検討を行う。

［授業全体の内容の概要］
「福祉文化」概念を拠り所に、「個が大切にされ、一人ひとりの夢や希望を紡ぐ、創造性豊かな、地域

で続けられている実践的でヒューマンな幸せづくり」とは何かを探求する。
人間の営みが織りなす「創造的な福祉文化」とは何かを考える。

［授業終了時の到達目標］
人間の営みが織りなす「創造的な福祉文化社会」とは、「多元的共生社会」の実現であることが構想で

きるようになる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．「福祉文化」とは何か
2．非人間的非福祉文化社会で生きてきた人たち
3．排他的未成熟福祉文化社会で生きてきた人たち
4．差別的未成熟福祉文化社会で生きてきた人たち
5．創造的福祉文化社会を目指して生きる人たち
6．対等な人間関係を創り出すために
7．福祉文化活動の役割と広がり
8．福祉文化活動の楽しさ
9．現場の力を発見できる福祉文化活動の面白さ
10．福祉文化活動を通して知る経験を共有できる喜び
11．福祉文化活動の中に宿る創造性をかきたてる高揚感
12．福祉文化活動と芸術文化
13．人として生きる
14．創造的福祉文化と多元的共生社会
15．まとめ
試験
［準備学習］
①新聞記事の中から、福祉・文化・社会に関するものを見つけて、概要を整理する。
②社会的に弱い立場にある人たちが記した書籍を読み、感想をまとめる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：河東田博『創造的福祉文化と多元的共生』

2017年（初回授業時に配布）
参考文献：河東田博編『福祉文化とは何か』

明石書店 2010年

授業への取り組み（受講態度） 40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％
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授業科目名 WHCS210 授業の種類 授業担当者

日本文化論 （ 講義・演習・実習 ） 高野実貴雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
江戸期の都市（京・大阪・江戸）の消費過程で発生し進化した落語という笑いの文化を理解し日本の社

会における人間関係の基層の文化を理解する。その落語がなぜおもしろいのか、歴史的な背景やことばの
面からも解き明かすことで、落語を身近に感じ、よりいっそう深く味わえるようになることを目標とする。
［授業全体の内容の概要］
文化を都市の消費過程で生まれた精神的遺産と定義して江戸期の三都（京・大坂・江戸）で誕生し、進

化している笑いの文化としての落語を取り上げる。落語の歴史や江戸の歴史的背景、話芸としての落語の
言葉（日本語）の特徴、オチの分類、噺の展開のパターン、下座音楽等を総合的に解説し、落語が何故お
もしろいのかを解き明かし、落語をいっそう深く味わうことを目標として講義を進める。また、以上の説
明に際して、ビデオ、CDをふんだんに活用するほか、プロの落語家の実演を交えた授業の展開を行う。
［授業終了時の到達目標］
落語の様々なジャンルの特質を理解し、落語界、寄席の興行の有り方を知ることで日本文化理解の一助

とする能力を養う。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．寄席の興行システムと寄席の符牒
2．落語の構造（マエオキ・マクラ）
3．落語の構造（本題・オチ）
4．滑稽噺 v.s.人情噺
5．落語のマエオキ、マクラ
6．落語の本題のパターン
7．オチの様々Ⅰ
8．オチの様々Ⅱ
9．落語のシグサ（手ぬぐいと扇子の使い方）
10．落語の歴史と亭号
11．正本芝居噺（落語と歌舞伎）
12．上方落語の特質（東京落語との比較を通して）
13．寄席囃子概説（組織と用途）
14．新作落語とは
15．まとめ
試験（もしくはレポート）
［準備学習］
事前にインターネットで鈴本演芸場、末広亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場に接続し、情報を収集する

こと。毎回、落語を聴くが、授業内で感想文をまとめることは不可能である。ネットの無料動画サイトで
別の演者の同じ落語を聴き、違い等もふまえまとめること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
なし。プリントを配布する。
（参考文献）
『落語の言語学』野村雅昭 大修館書店
『落語の歴史』河出書房新社

試験：60％（レポートにする場合も）
受講態度：40％
試験時にファイル及びノート提出を課す。
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授業科目名 WHCS211 授業の種類 授業担当者

国際文化論 （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
フランス、イタリア、イギリス、ドイツなどを中心に DVD、ビデオなどを使用して説明します。特に旅行スタイルを取り、実際に旅

行する時に参考になるように授業を進めます。同じ西欧でも国によって習慣などが異なりますので、具体的に違いなどを理解できるよう
にします。ホテルの予約の仕方、電車の切符の買い方、劇場での観劇の方法なども覚えていきます。
たとえば、劇場ではコートを預けることによりオペラグラスを無料で貸してくれたりします。こういう日本との習慣の違いも知ること

により、文化や生活の違いも実感していきます。また、買い物でも同じ西欧でも国により価格を下げるのが当たり前な国とそうでない国
があります。こういうところでも、文化、国民性の違いが現れます。もちろん、似た感じの文化、生活もあります。そういうところから、
EUが出来た素地があります。
西欧は日本の近代化の中でかなり多くの事を取り入れて、日本なりに消化、吸収して現在の日本の文化、生活が形成されました。ただ、

ルーツは同じでもカツ丼やアンパンのように、かなり日本の文化、生活に馴染んで変化したものもあります。それらのルーツとされるフ
ランス料理などと比較することで、また、理解度を高めて行きましょう。
他にも、教えて欲しいことがありましたら、なんでも聞いてください。好奇心が豊富で自立心がある学生に向いている授業です。

［授業全体の内容の概要］
国際理解を深めることを中心に内容を構成しています。DVDなどを使用しながら、まずは、世界遺産の理解を進めてから、欧米を中

心に日常の生活の理解を進めます。その中で日本との文化の異同を具体的に指摘します。
［授業終了時の到達目標］
国際化の進展と共に日本の生活と文化に多大な影響を与えた西欧を理解することにより、国際感覚のレンジを広げます。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．イギリスの生活と文化①
2．イギリスの生活と文化②
3．イギリスの生活と文化③
4．フランスの生活と文化①
5．フランスの生活と文化②
6．フランスの生活と文化③
7．ドイツの生活と文化①
8．ドイツの生活と文化②
9．ドイツの生活と文化③
10．イタリアの生活と文化①
11．イタリアの生活と文化②
12．イタリアの生活と文化③
13．西欧の生活と文化・解説①
14．西欧の生活と文化・解説②
15．総復習
試験
［準備学習］
通学の電車やバスの中で事前に教科書を読むとより理解しやすくなります。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『地球の歩き方・ヨーロッパ』ダイヤモンド社 受講態度：40％

提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCS212 授業の種類 授業担当者

法学 （ 講義・演習・実習 ） 横手 逸男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期，後期 選択
［授業の目的］
憲法、民法及び行政法の基礎的知識を学ばせるとともに、私たちの生活のどのような場面で法との密接

なかかわりがあるのかを、具体的な事例を取り上げながら講義し、法の役割や作用を理解させる。
［授業全体の内容の概要］
憲法の基本原理と基本的人権を理解させることを基礎とし、社会の様々なきまり、法の目的・法の種類、

裁判制度等を概観したうえで家庭生活と法、生活被害や事故と法、犯罪と法、社会保障・社会福祉と法等
について具体的事例をまじえながら考察していく。
授業展開においては、社会福祉士に必要な内容についてふれることに配慮する。

［授業終了時の到達目標］
社会の一市民として、日常生活を送るに際し必要な憲法及び法律の基礎知識を、具体的な事件・判例、

論争の検討により、正しく認識させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．講義の概要、法の概念と特色（民法・行政法の基本）
2．憲法の基本原理と基本的人権
3．裁判制度、民事事件・刑事事件（法と強制力、法源、民事事件・刑事事件の進行）
4．法の下の平等⑴不合理な差別 法の下の平等、尊属殺人重罰規定違憲判決
5．家族生活と法（結婚・離婚に関する民法の規定・親権）
6．人身の自由（犯罪と法、罪刑法定主義、犯罪・刑罰、受刑者の処遇）
7．死刑の存続・廃止をめぐる論議
8．生存権保障（社会権規定、生活保護法、人間らしい生活とは）
9．社会保障と法（高齢化社会と社会保障、介護保険法）
10．権利擁護の制度（権利擁護の考え方、成年後見制度の知識）
11．社会生活と法①交通事故を事例に（交通事故と損害賠償、加害者の責任）
12．社会生活と法②麻薬・覚醒剤（麻薬・覚醒剤、薬害、薬事犯の処罰規定）
13．社会生活と法③ネズミ講・マルチ商法

（悪徳商法の種類、訪問販売等に関する法律、クーリング・オフ制度）
14．環境破壊をめぐる裁判（環境権、被害者の救済、公害・環境裁判）
15．わが国の政治制度（三権分立、国会と内閣、議員内閣制）
授業到達目標達成度判定の筆記試験
［準備学習］
毎回の授業の終りには、次回の授業予定とテキストの範囲を述べます。テキストの該当ページはあらか

じめ一読して授業に臨んで下さい。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『私たちと法』法律文化社

［参考文献］
『新六法』三省堂 2018年度版

（試験やレポートの評価基準など）
小テスト 30％
期末テスト 70％
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授業科目名 WHCS213 授業の種類 授業担当者

国際政治と日本 （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
国際社会の進行とともに日本人も国際理解を深める必要性が高まっている。ここでは単に教科書の内容

を教えるのではなく、国際関係の中で存在する具体的な問題の解決方法も考えさせる。そして、国際人と
しての教養と理念を確立するためにも、国際社会の様々な問題を学生自身で自分で物事を考えることがで
きるようにする。最終的には、マナーを備え、教養があり、理念を持ち、自立した国際社会に通用する真
の国際人になることを目指す。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方向的な授業ではなく、授業への学生の積極的参加をさせる。その参加の割合を評価に加

える。また、理解を深めるために、ビデオなどを使用し、ビジアル面でも理解を確認させる。また、国際
関係の理論だけではなく、ディベートを取り入れる。自分の考えを多様な視点で冷静に、かつユーモアを
持って話せるようにする。授業は、アメリカの大学のように学生の自主的参加を歓迎している。これは授
業に変化を持たせ、モティベーションを持続させるためである。その結果、学生の満足度の高い、実践的
な授業ができるようにする。
［授業終了時の到達目標］
日本だけではなく、国際社会で通用するような国際人になることを目標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．国際社会とは何か
2．日本と国際社会
3．国際政治の理論1
4．国際政治の理論2
5．ナショナリズム
6．地域紛争と民族紛争
7．国際連合の歴史
8．国連の平和維持活動
9．冷戦の歴史
10．軍縮
11．日本外交
12．国際政治の理論3
13．国際政治の理論4
14．国際政治の理論5
15．後期の総復習
試験
［準備学習］
事前に教科書を読むようにすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『外交青書』外務省編など

（参考書）
理解の度合により、プリントを配布する。

受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCS214 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

経済学入門 （ 講義・演習・実習 ） 中村 泰治
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
1．社会生活の基礎をなす経済と経済学の歴史を知ること。
2．社会生活の基礎をなす経済の基本原理を理解すること。
3．政府の社会的・経済的役割を理解すること。

［授業全体の内容の概要］
私たちの生活している社会の経済システム（市場経済）を歴史と理論の両面から論じるとともに、現代

においてますます重要性を増している政府の役割について説明する。

［授業終了時の到達目標］
基本的な経済の仕組みと政府の役割を知ることによって、将来の福祉社会における自分や政府の行う経

済活動の意味や意義を理解できるようにする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．経済と経済システム
2．市場経済の特徴
3．世界市場の成立
4．産業革命と企業活動
5．企業の目標と形態
6．政府の基本的役割
7．市場と価格
8．企業と生産
9．労働市場と家計
10．競争の意義
11．金融の原理
12．財政の仕組み
13．経済政策
14．社会政策
15．まとめ
試験
［準備学習］
テキストは使用しないが、授業の前に参考文献の関連箇所は読んでおくこと。また、毎日の社会や経済

に関するニュースを1時間程度関心をもって見聞きすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは使用しない。参考文献として伊藤元重『は
じめての経済学』（日経新聞出版社）をあげておく。

受講態度など：20％
試験・レポートなど：80％
小テストを実施し返却する。

60



人間総合科目
（科学と環境）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHSE201 授業の種類 授業担当者

生活の科学 （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
17世紀から始まった物理学は、20世紀に入り飛躍的な発展を遂げ、原子から宇宙に広がる壮大な自然を
解明しつつある。これらの成果が、身近な自然現象や生活に不可欠な科学技術にどのように応用されてい
るか概観する。

［授業全体の内容の概要］
身近に見られる自然現象や電気通信技術等、生活に密接に関係する題材について、図や映像等を活用し

て原理を分かり易く説明し、自然科学の考え方を学習する。

［授業終了時の到達目標］
①身近な自然現象と科学技術の基本的な原理を理解する。
②原子から宇宙に広がる自然に関する基本知識を身に着ける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業内容の説明
2．自然の広がり
3．力学現象⑴
4．力学現象⑵
5．力学現象⑶
6．熱の科学
7．波の現象⑴
8．波の現象⑵
9．波の現象⑶
10．電磁気現象⑴
11．電磁気現象⑵
12．電磁気現象⑶
13．微視的世界の現象⑴
14．微視的世界の現象⑵
15．微視的世界の現象⑶
レポート
［準備学習］
①テキストの単元ごとに要約をまとめたプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②「現代物理学の発展」「身近な自然現象のふしぎ」「現代の科学技術」についてレポートをまとめる。（各
10時間、3回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『生活の中の物理』藤城敏幸著、

東京教学社
受講態度：10％
レポート：90％
レポートの講評を行う。
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授業科目名 WHSE202 授業の種類

2017年度以前入学者用

宇宙と生命 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
現代科学の成立過程と成果に基づいて、現代の宇宙観と生命観について概観し、やさしく解説する。広

大な宇宙を理解しようとする人間の営みと、人間存在そのものに思いを巡らし、広大な宇宙に生命を持つ
意義について深く考えてほしい。
［授業全体の内容の概要］
人間が宇宙をどう見ていたのか、観測手段が発達するにつれて宇宙の理解がどう変わってきたのか、20

世紀の物理学の発達によって、宇宙観がどう変化したのか、生命とは何か、人間の生命観はどのように変
遷し、現在どのような生命観となっているのか、などについて学ぶ。各回の授業は、講義の前に各テーマ
に関連した基礎知識問題を演習し、必要に応じて映像により理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
現代の科学の状況を理解すると共に、宇宙の構造、生命の神秘について、現代科学による理解の到達点、

未解決問題までを概略理解できることを到達目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．宇宙への誘い
3．古代の宇宙観とその変化
4．天動説から地動説へ
5．銀河の発見
6．宇宙は膨張している
7．相対性理論と膨張宇宙論
8．星の一生
9．電波天文学の発展
10．宇宙の誕生と進化
11．宇宙の中の生命
12．地球外生命探査
13．生命と遺伝
14．遺伝子・DNAの解明
15．宇宙と生命の神秘
試験
［準備学習］
各回に配布するプリントを熟読し、①要点・疑問点をノートに書き出しておく、②プリント最後にある

復習問題を次回までにやっておくこと。また天体に関する知識については、晴れた夜に夜空を見て、確認
すること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）プリントを配布する予定。
（参考書）
レイザー著『宇宙～人間は宇宙をどう考えてきたか～』

東京科学同人
アーヴィン・ラズロ著『英知の海宇宙』日本教文社
福岡伸一著『生物と無生物の間』講談社現代新書 など

受講態度 40％
ミニテスト＋期末試験 60％（20％＋40％程度）

63



授業科目名 WHSE203 授業の種類

2017年度以前入学者用

バリアフリー論 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
国際障害者年以降、我が国のバリアフリーは、徐々に充実してきており、それにともない、障害者の社

会参加がすすんできた。バリアフリーは、障害者の社会参加にとって非常に重要であり、その概念、制度、
規格、機器など、バリアフリー全体について広く理解することを目的にする。
［授業全体の内容の概要］
バリアフリーについて概念を理解するとともに、障害別の制度、機器、規格、分野別のバリアフリーな

どバリアフリーの理念と実践の両方を学べるように授業を進めていく。
［授業終了時の到達目標］
・障害者にとってのバリアフリーの意味を述べることができる。
・障害別の福祉機器を知っている。
・各領域のバリアフリーの課題を明らかにできる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．バリアフリー概観
2．福祉機器の実際
3．視覚障害者のバリアフリー
4．聴覚障害者のバリアフリー
5．肢体不自由者のバリアフリー
6．内部障害者のバリアフリー
7．知的障害者のバリアフリー
8．バリアフリーの概念
9．バリアフリーの法律・規則⑴
10．バリアフリーの法律・規則⑵
11．公共交通のバリアフリー
12．建築物のバリアフリー
13．住宅のバリアフリー
14．ユニバーサルデザイン・共用品
15．まとめ
試験
［準備学習］
事前学習では、シラバスに即して、関連の情報をホームページ等で調べまとめてくること。事後学習は、

前回の講義内容を十分復習すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
盛山正仁『バリアフリーからユニバーサル社会へ』

創英社

試験 70％
提出課題 20％
受講態度 10％
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授業科目名 WHSE204 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

生活環境論 （ 講義・演習・実習 ） 石川 寿樹
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
私たちの生活は地球環境のうえに成り立ち、また逆に環境へも大きく影響を与えている。私たち自身が

安全に生活するために、また無駄に自然環境を壊さないために、現代社会が直面している様々な環境問題
を科学的に理解し、自らの問題として考えられるようにする。

［授業全体の内容の概要］
環境問題の基礎的な知識を習得し、その認識を深めるとともに、各問題について考察する。

［授業終了時の到達目標］
環境問題の基礎的な認識を理解したうえで、生活との関わりの上での解決方法について自分なりの意見

を述べることができることを期待する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業の目的と準備
2．環境とは
3．水と生活環境
4．環境破壊と生物多様性
5．地球温暖化①
6．地球温暖化②
7．エネルギー問題①
8．エネルギー問題②
9．公害と環境汚染
10．新たな都市環境問題
11．暮らしの中の化学物質
12．放射線とその利用
13．環境問題解決のための新たなアプローチ
14．循環型社会の構築を目指して⑴
15．循環型社会の構築を目指して⑵
試験
［準備学習］
近年様々な環境問題が注目され、エコへの意識が高まってきている。各自日常生活の中で見聞きする身

近な環境問題・エコについて注目し、事前に考えをまとめておく。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
毎回プリントを配布する。
（参考文献）
鈴木孝弘著「新しい環境科学」
「平成23年版環境・循環型社会・生物多様性白書」
（環境省編）

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度：40％
期末試験：60％
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授業科目名 WHSE205 授業の種類

2017年度以前入学者用

現代居住環境論 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
この授業では、私たちの生活を営む上で重要な役割を担う住宅とそれを取り巻く住環境について取り上げる。住生活が担
う役割・機能、快適な住生活を営むための管理・環境整備などについて身近な日々の生活を通して考え、より快適で安全な
住生活に必要な知識を身につけることを目的とする。さらに、福祉の現場でいかせる住生活・福祉住環境整備について専門
的な知識の習得をめざすことをねらいとする。
［授業全体の内容の概要］
私たちの生活を取り巻く住生活に視点を置き、住居の役割と機能、快適で安全な住環境についての基礎知識を学び、ケー
ススタディを通して、自分自身の生活に置き換えながら実際の課題について考える。それらを踏まえて、福祉の現場で必要
とされる福祉住環境整備の具体的な状況について、さらに検討していく。
［授業終了時の到達目標］
1．住居の役割・機能、生活行動と空間、室内環境、住居の管理と安全についての基礎を理解し、自分自身の住生活に置き
換えて考え必要な基礎知識を習得する。

2．高齢者や障がいをもった人たちの住生活の特徴について理解し、個々の利用者に求められる福祉住環境整備について検
討する技術を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス、色々な住まいについて考える
2．住まいの役割と機能
3．住まいの歴史と生活様式
4．住まいの計画1（生活行動と生活空間）
5．住まいの計画2（平面図に関する基礎知識）
6．住まいの計画3（平面図の書き方）
7．快適な室内環境
8．住まいの維持管理（メンテナンスと管理計画）
9．住まいの室内環境・維持管理に関するケーススタディ
10．住まいの安全と家庭内事故
11．高齢者・障がい者の基本動作と生活空間
12．高齢者・障がい者に配慮した住環境整備1（基本的手法）
13．高齢者・障がい者に配慮した住環境整備2（事例検討）
14．住環境整備の手順と関連する制度
15．まとめ
試験・レポート（授業中に取り組むワークシート）等
＊授業の進捗状況や学生の人数、興味関心を基に変更される場合がある。また、事例
研究等のワークシートに取り組む。

［準備学習］
日常生活の中で、身近な住環境に関心を持ち、自分自身や家族、周囲の人にとっての安全で快適な住生

活について考えることを心がけよう。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
必要なプリントを配布する。
参考文献
大野隆司 水村容子（執筆代表）『新版 福祉住環境』

市ヶ谷出版社
東京商工会議所（編）『福祉住環境コーディネーター検
定試験 3級公式テキスト（改訂4版）』

1．受講態度（30％）
2．授業中行うワークシートなどへの取り組み状

況とその提出（30％）
3．期末試験：（40％）
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授業科目名 WHSE206 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

統計処理入門 （ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
数値化されたデータはどのように扱うことができるのか、扱った結果からどのようなことが言えるのか、

統計の手法にはどのようなものがあるのか、など統計処理の基本を、実際のさまざまなデータを扱いなが
ら理解し、統計を正しく活用できる能力を養う。
［授業全体の内容の概要］
授業時間の前半は講義形式で各回のテーマに従って統計の諸概念と運用について学ぶ。後半は表計算ソ

フト（エクセル）を用いて多数の具体的な例を用いて実際の処理を行い、理解を深めるとともに実践力を
付ける。表計算ソフトについては初歩の復習から始め、徐々に高度な扱いにも慣れるよう配慮する。
［授業終了時の到達目標］
一般的な初等統計的手法をほぼ使え、実際の様々なデータに対して適切な処理と判断ができることを目

標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス・統計とは
2．データの分類と整理
3．出現頻度と分布1
4．出現頻度と分布2
5．代表値
6．分布の形と広がり
7．散布図と相関分析
8．相関と回帰分析
9．社会調査
10．母集団とサンプリング
11．サンプリングの実際
12．区間推定
13．演習
14．仮説の検定
15．検定の実際
試験
［準備学習］
〈講義前に〉演習回においては、前講義回で配布した資料を熟読しておくこと（所要時間 30分程度）。
〈講義後に〉配布資料も参考にしながら、ワークシート（講義内で配布する課題）を仕上げること（所要時間 60分

程度）。また、講義の初めに前講義回の振り返りを行うため、講義後には必ず復習を行うこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：無し（各回毎にプリント配布）
参考文献：加藤剛（2012）フリーソフトＲではじめ

る統計処理超入門
鵜沼秀行・長谷川桐（2008）はじめての
心理統計法

小テスト 40％
期末試験 60％ の割合で総合的に評価する。
なお、本講義はルーブリックシステムを採用して
おり、小テストの成績により学習達成度を示した
学習達成度評価シートを全員に配布し、希望者に
は期末試験の結果を開示する。
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人間総合科目
（健康とスポーツ）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHHS101 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

スポーツ実技Ａ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
スポーツ実技は、健康教育に基づく身体づくりの実践という立場で授業を展開し、学生自身にとっては

手軽に出来るスポーツ種目の中から得られる喜び、指導法を体得し、他方では、福祉従事者として実践的
な観点から障がい者や高齢者の親しんでいるスポーツ種目も体験させる。
※［この講義は、日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクター資格、日本障害者
スポーツ協会公認初級スポーツ指導員資格の取得講座科目でもある］

［授業全体の内容の概要］
青年期に学ぶべき健康教育について理解を深めるとともに、それを実践するための活動も合わせて体験

する。体験する種目には、個人競技、集団競技を用い、これら競技の持つ様々な特性を重視しながら指導
を展開する。
［授業終了時の到達目標］
福祉従事者として習得すべき実用的な観点から、障がい者や高齢者が親しんでいるスポーツの多くを学

び、スポーツ活動から得られる喜びや楽しさが体得できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション、文化としてのスポーツ①―スポーツの価値―
2．文化としてのスポーツ②―スポーツの効果―
3．障がい者スポーツ種目の実際⑴ ―バドミントン①（体験）―
4．障がい者スポーツ種目の実際⑴ ―バドミントン②（展開）―
5．障がい者スポーツ種目の実際⑵ ―卓球①（体験）―
6．障がい者スポーツ種目の実際⑵ ―卓球①（展開）―
7．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール①（体験）―
8．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール②（技術）―
9．障がい者スポーツ種目の実際⑶ ―バレーボール③（展開）―
10．高齢者スポーツ種目の実際⑴ ―ティーボール①（体験）―
11．高齢者スポーツ種目の実際⑴ ―ティーボール②（展開）―
12．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング①（体験）―
13．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング②（技術）―
14．高齢者スポーツ種目の実際⑵ ―ノルディック・ウォーキング③（展開）―
15．まとめ、スポーツにおける安全管理
課題レポートを提示

［準備学習］
・実技を行う場合、運動できる服装と、体育館等で行う場合には体育館シューズを準備すること
・配布した資料については、必ず確認し直すこと
・体験した実技種目については、youtube等で映像資料を確認すること
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：レクリエーション支援の基礎（日本レク

リエーション協会）、障害者スポーツ指
導教本（日本障害者スポーツ協会）

その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
課題提出 20％ コメントを付して返却
課題レポート 60％
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授業科目名 WHHS102 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

スポーツ実技Ｂ（スキー）（ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義・中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
スキー・スノーボードは子どもから高齢者まで生涯を通して楽しむ事が出来るスポーツである。他方で、障がい者に対し
ても障がい者が利用可能な用具が開発されており、スキーが生活の質を高める活動の一つとなるなど、スキーは福祉とも
深い関わりが見られる。この授業では、先ず自らがスキー・スノーボードの魅力を感じ、技術の向上などの経験を通して、
指導者として子どもから高齢者・障がい者まで幅広い対象に対し、スノースポーツの指導や支援が出来るよう体験させる。
［授業全体の内容の概要］
大自然の中でスキーやスノーボードの楽しさを味わい、指導者としての知識や技術を習得する為に安全面や技術面など
を理論と実践から学ばせる。また、個々の技術レベルに合わせて授業を展開することで、滑降技術レベルを高めさせる。
さらに、集団生活を通して相互の人間関係をより高めさせる。
［授業終了時の到達目標］
安全にスキー・スノーボードを楽しむ方法を知り、滑降技術の上達方法ならびにスキーを通した福祉の関わりについて
理解できる。併せて、指導者としての基本的知識や技術が習得でき、スキーが健康や体力、仲間づくりに及ぼす影響につ
いても理解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．スノースポーツとは
2．スノースポーツの魅力
3．用具・装備について
4．野外活動環境について
5．スキー、スノーボードの安全知識（理論）
6．スキー、スノーボードの安全知識（実践）
7．障がい児（者）スキーの現状と理解（理論）
8．スキー、スノーボード技術（理論）
9．スキー、スノーボード技術（実技①）
10．スキー、スノーボード技術（実技②）
11．スキー、スノーボード技術（実技③）
12．指導方法論 指導者のあり方
13．指導方法論 指導技術
14．福祉とスノースポーツの関わり
15．スノースポーツを通したコミュニケーション（雪国文化の体験）
課題レポートを提出
［準備学習］
スノースポーツは安全に楽しむ事が重要なスポーツである。そのため、事前に配布した資料やスキー関

連の教本を熟読し活動現場の環境やルール、基本的滑降技術などを事前に調べておくこと。また、youtube
等の映像資料で滑走イメージをつかんでおくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：適宜資料を配布 受講態度 20％

課題レポート 80％

※スキー実習は、左記
1～15の内容をスキ
ー場での実習にて集
中講義を行なう。

※3月上旬に実施予定
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授業科目名 WHHS203 授業の種類 授業担当者

キャンプ実習 （ 講義・演習・実習 ） 片山昭義・中島悠介・池田雅彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉系の大学で本格的な福祉教育キャンプを実施している大学は少ない。友達がいない、友達がつくれない、人間関係
ができない、引きこもりがちであるなどの原因は、子どもの頃からの自然での生活体験の不足が挙げられている。学生生
活を充実させるためには自分の心と身体を逞しくすることが大切である。先ず、自分が自然での生活体験を学びながら、
他方で、障がい児（者）や高齢者に対する野外での生活援助技術技法を学ばせる。
※［この講義は、（公社）日本キャンプ協会公認の指導者キャンプ・インストラクターの資格取得講座でもある］
［授業全体の内容の概要］
キャンプの基礎知識、キャンプ生活技術、野外クラフト、野外でのロープの使い方、野外料理、キャンプ・ファイヤー
指導法、障がい児（者）や高齢者に対するキャンプ指導技術、ロールプレイ、カウンセリング技法など、野外活動（キャ
ンプ）指導者としての知識、技術を習得させる。
［授業終了時の到達目標］
大自然の中での多様な生活体験は、現代社会の人間にとって極めて大切である。テント設営法、野外料理、野外での生
活体験学習などの指導技術を学び、福祉教育キャンプの指導者として児童施設、障害児（者）施設、高齢者施設などにお
いて、野外活動、及びキャンプの指導計画ができるようになる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．キャンプの基礎知識（理論）
2．キャンプ生活技術論（理論）
3．キャンプ指導者論（理論）：指導者のあり方
4．キャンプ指導者論（理論）：指導者の役割、安全指導
5．野外での調理と炊飯（実技）
6．野外での調理と炊飯（実技）
7．野外クラフト（実技）：身体を飾るクラフト・壁飾り
8．ロープ・ワーク（実技）：野外でのロープ・ワークの使い方
9．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
10．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
11．キャンプ・プログラムの体験：野外レクリエーション（実技・理論）
12．キャンプ・ファイヤーの準備（実技）
13．キャンプ・ファイヤーの実際（実技）
14．キャンプ・プログラムの計画法
15．キャンプカウンセリング、ロールプレイ技法
レポート課題
［準備学習］
キャンプ実習は、福祉従事者としての人材育成を目的として野外での生活体験を行う。その為、事前に配布する資料や

キャンプ関連の文献を熟読し、野外活動の知識を習得するとともに、自然の中での行動の仕方を身につけて実習に臨むこ
と。また、集団生活を行う為、参加に当たっては、なるべく多くの人とのコミュニケーション能力を高めておくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：「キャンプ専門科目テキスト」

日本キャンプ協会編
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
レポート課題 80％

※キャンプ実習は、
左記1～15の内容
を3泊4日の集中
講義で、野外キャ
ンプ場で行う。

※開催時期は9月4
日㈫～7日㈮
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人間総合科目
（情報）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHIT101 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

情報基礎論Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
コンピュータについて理解し、キーボードやマウスに慣れることを第一の目標とする。インターネット

の利用、ワープロソフトの活用、ホームページの作成について、現代社会における情報技術の必要性をふ
まえながら習得する。
［授業全体の内容の概要］
コンピュータの基礎知識と基本操作を身につけるための授業となっており、前半では情報モラルと情報

セキュリティについて正しく理解し、インターネットを利用した情報の収集と発信の学習をする。後半で
はワープロソフトを利用して体裁の整った文書の作成方法について学ぶ。またホームページの仕組みにつ
いて考える。
［授業終了時の到達目標］
コンピュータの操作、主にキーボード入力が円滑に行えること。文書作成、ホームページ作成能力を高

めること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．Windowsの起動、操作とタッチタイピング
3．情報モラルと情報セキュリティについての理解、インターネットの利用とメールの送受信
4．ワープロソフト1―Wordの特徴と画面構成、操作
5．ワープロソフト2―基本機能を利用した文字入力
6．ワープロソフト3―オブジェクト（画像や図形、SmartArtグラフィックなど）の挿入
7．ワープロソフト4―表の作成と印刷の実行
8．ワープロソフト5―表現力をアップするための効果的機能の活用
9．ワープロソフト6―長文レポートの編集
10．ワープロソフト7―文書の校閲とファイルの共有
11．ホームページ1―HTML文書の基本
12．ホームページ2―ページの装飾と画像処理
13．ホームページ3―リンクの設定とリスト形式の表示
14．ホームページ4―テーブルとフォームによる全体レイアウト
15．前期のまとめ
課題レポート

［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報リテラシー 入門編 Office2016

対応」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

参考文献：「HTMLタグ辞典＋CSS」
株式会社翔泳社出版 株式会社アンク 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
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授業科目名 WHIT102 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

情報基礎論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
前半は表計算ソフトを利用したデータ処理、後半はプレゼンテーションソフトによる資料作成と発表手

法について習得する。

［授業全体の内容の概要］
コンピュータの操作における実践的な能力を身につけるための授業となっており、前半では表計算ソフ

トを利用してデータの集計や分析を行う。後半ではプレゼンテーションソフトを用いて、表現力のある発
表について考える。

［授業終了時の到達目標］
基本的な表やグラフの作成、簡単な数式と関数が利用できること。プレゼンテーションの資料作成から

発表までの流れを把握すること。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．表計算ソフト1―Excelの特徴、画面構成と操作
3．表計算ソフト2―表の作成と印刷の実行
4．表計算ソフト3―グラフの作成
5．表計算ソフト4―データベースの操作（機能、並べ替え、抽出、集計）
6．表計算ソフト5―複数シートの操作
7．表計算ソフト6―数式と関数の活用
8．表計算ソフト7―配置の設定、セルの幅と高さの変更、表示形式の設定
9．表計算ソフト8―条件付き書式の設定
10．プレゼンテーションソフト1―PowerPointの特徴、画面構成と操作
11．プレゼンテーションソフト2―スライド作成の基本とプレゼンテーションの流れ
12．プレゼンテーションソフト3―オブジェクトの挿入とアニメーションの設定
13．プレゼンテーションソフト4―Word文書と Excelブックの PowerPoint内での利用
14．プレゼンテーションソフト5―スライドショーの作成と発表、配布資料の印刷レイアウト
15．後期のまとめ
課題レポート
［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報リテラシー入門編 Office2016対

応」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

参考文献：「よくわかるMicrosoft PowerPoint2016
基礎」FOM出版
富士通エフ・オー・エム株式会社 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
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授業科目名 WHIT203 授業の種類 授業担当者

情報処理概論 （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2年次・前期 選択
［授業の目的］
現代は情報社会であり、その中で生きる私達がより快適な暮らしができるように PC（パーソナルコン

ピュータ）や ICT（情報通信技術）のハードウェア、ソフトウェア、ネットワークに関する基本技術や知
識を修得する。そして「情報活用検定（Ｊ検）2級」程度の資格取得を目指す。
［授業全体の内容の概要］
授業全体では、前半は主に PCや ICTの技術面を学ぶ。後半はその技術の社会における運用面を学ぶ。

これらより、情報社会の光と影の部分を理解し、健全に情報を取り扱い、情報活用するにはどのようにす
れば良いかを学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
PCや ICTの基本技術や知識を身につけ、私達が情報社会をより良く生きるための情報活用能力を身に

つける。そして、Ｊ検2級や「ITパスポート試験」の資格取得もできるよう指導する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．パソコンの基礎⑴ コンピュータの種類と機能
3．パソコンの基礎⑵ 周辺装置の種類と役割
4．パソコンの基礎⑶ オペレーティングシステム
5．パソコンの基礎⑷ パソコンの利用と環境設定
6．パソコンの基礎⑸ マルチメディア
7．情報の基礎⑴ 情報とは
8．情報の基礎⑵ コンピュータにおける情報の表現
9．情報の基礎⑶ 基数表現と数値の変換
10．情報の基礎⑷ 論理演算
11．インターネット⑴ インターネットとプロトコル
12．インターネット⑵ インターネットへの接続
13．インターネット⑶ IPアドレスとサーバーの種類
14．インターネット⑷ WWWの仕組みと利用
15．インターネット⑸ 電子メールの仕組みと利用
期末試験
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報検定 情報活用試験2級テキス

ト」職業教育・キャリア教育財団 監修 実教
出版

参考文献：「情報検定 情報活用試験2級問題集」
職業教育・キャリア教育財団 監修 実教出版

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
期末試験 50％
課題レポートの講評を行います。
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授業科目名 WHIT204 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

情報システム論 （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
この授業では、現代の企業で活用されている最新の ICT（Information and Communication Technology：情報通信
技術）を利用した情報システム（特に経営情報システム）について、理解する事を主な目的とする。また、国家資
格である「ITパスポート試験」を意識し、この授業を土台として勉強すれば資格取得ができるようにする。
［授業全体の内容の概要］
最初に、経営情報システムの基盤と発展の概要を理解する。次にその経営情報システムの基盤となるハードウェ
ア、ソフトウェア、データベース、情報通信ネットワークについて説明する。続いて、インターネットの進展に伴
う業務アプリケーション、ｅビジネス、ビッグデータについて考察する。
［授業終了時の到達目標］
この分野の進化・進展は著しく速く変化する。例えば、PC、のハードウェアの小型化、ソフトウェアの操作性
の向上、インターネットの発展によるネットビジネスやソーシャルメディアの普及など、挙げれば枚挙に暇がない。
これら全てが、過去の人類が発見・発展させた英知の結晶である。現代人は先人達の英知を継承し、さらに発見・
発展させなければならない。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．経営情報システム⑴ 経営情報システムの定義
3．経営情報システム⑵ 経営情報システムの基盤
4．経営情報システム⑶ 経営情報システムの発展
5．ハードウェア⑴ コンピュータの機能と装置
6．ハードウェア⑵ コンピュータの種類
7．ハードウェア⑶ 情報通信ネットワーク装置
8．ソフトウェア⑴ システムソフトウェア
9．ソフトウェア⑵ アプリケーションソフトウェア
10．ソフトウェア⑶ マルウェア
11．データベース⑴ データベースとデータベース管理システム
12．データベース⑵ リレーショナルデータベース
13．データベース⑶ リレーショナルデータベース管理システム
14．情報通信ネットワーク⑴ 情報通信ネットワークの進展
15．情報通信ネットワーク⑵ Webの特徴
期末試験
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「最新 ITを活用する 経営情報論 モ

バイルからビッグデータまで」
小泉澄監修 テン・ブックス

参考文献：「経営情報システム 第4版」
宮川公男・上田泰 編著 中央経済社

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
期末試験 50％
課題レポートの講評を行います。
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人間総合科目
（レクリエーション）

2017年度以前入学者用

77



授業科目名 WHRE201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

レクリエーション実技 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
レクリエーション援助を実践する際の基本的な考え方に従い、高齢者、障がい者に対するレクリエーシ

ョンの援助技術を学ばせる。

［授業全体の内容の概要］
レクリエーション活動の援助計画に基づき、幼児、児童、一般、障害者、高齢者のスポーツ・レクリエ

ーションの実践運動を積極的に展開させる。

［授業終了時の到達目標］
レクリエーション活動の実践援助能力を習得させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．障がい者福祉施策と障がいスポーツ
2．アイスブレーキングプログラムの体験
3．地域貢献の具体的活動～バルーンアート他～
4．レクリエーション活動の提供スキル①～同時発声同時動作の理解と習得～
5．レクリエーション活動の提供スキル②～目的に合わせたレクリエーション～
6．レクリエーション活動の提供スキル③～対象に合わせたレクリエーション～
7．レクリエーション財のアレンジ法①（障がいに応じたスポーツの工夫）
8．レクリエーション財のアレンジ法②（障がいに応じたスポーツの実施）
9．ハードル設定と CSSプロセスの体験と理解、習得
10．ホスピタリティの体験と理解
11．レクリエーションスキルの総合的活用①～総合演習のねらいと方法～
12．レクリエーションスキルの総合的活用②～レクリエーション活動の企画～
13．レクリエーションスキルの総合的活用③～レクリエーション活動の準備～
14．総合演習
15．まとめ（安全管理について）
筆記試験
［準備学習］
レクリエーションスキルを身につけるために、配布した実技資料は毎回確認して、いつでもできるよう

に学んで欲しい。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）授業に合わせ資料を配布
（参考書）「レクリエーション支援の基礎」（公益財団
法人 日本レクリエーション協会）、レクリエーショ
ンガイドブック29「楽しいアイスブレーキングゲー
ム集」（公益財団法人 日本レクリエーション協会）

（試験やレポートの評価基準など）
1．受講態度：20％
2．試験：30％
3．発表等：50％
人前での実技指導を行い、講評します
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授業科目名 WHRE202 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

スポーツ・レクリエーション論 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
総合福祉の主要な援助技術としてスポーツ・レクリエーション（以下、「スポーツ・レク」とする）を位置づけ、

その社会的意義について、基礎的理解を踏まえた上で社会福祉の場におけるスポーツ・レク支援のあり方、支援技術
について学ばせる。
［※この講義は（公財）日本レクリエーション協会公認資格レクリエーション・インストラクター及び（公財）日本

障がい者スポーツ協会公認初級障がい者スポーツ指導員の取得講座の主要科目も兼ねている］
［授業全体の内容の概要］
社会福祉領域でのスポーツ・レクの意義、支援計画の作成法、スポーツ・レク活動の実際とその評価について授業

を展開する。特に障がい者施設、高齢者施設での支援技術については事例を挙げて詳しく指導する。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉の場におけるスポーツ・レクの意義・あり方が理解でき、支援の計画・作成法を学び、スポーツ・レクの

実践的支援能力が修得できる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス（障がい者スポーツの意義と理念）
2．障がい者へのスポーツ・レク支援 ～全国障がい者スポーツ大会の概要～
3．スポーツ・レクリエーション支援とは
4．楽しさと心の元気づくりの理論① ～心の元気づくりの理解～
5．楽しさと心の元気づくりの理論② ～対象別心の元気づくりの考え方～
6．スポーツ・レクリエーション支援の理論① ～コミュニケーションと信頼づくり～
7．スポーツ・レクリエーション支援の理論② ～集団づくりの考え方～
8．スポーツ・レクリエーション支援の理論③ ～内発的動機付けに基づく支援のあり方～
9．スポーツ・レクリエーション支援の方法① ～ホスピタリティの考え方～
10．スポーツ・レクリエーション支援の方法② ～ホスピタリティ・トレーニング～
11．スポーツ・レク活動の計画と作成方法① ～スポーツ・レク活動の企画法～
12．スポーツ・レク活動の計画と作成方法② ～プランニング演習～
13．スポーツ・レク活動の計画と作成方法③ ～プレゼンテーションと評価～
14．スポーツ・レク活動の安全管理（リスクマネジメント）
15．まとめ（障がい者スポーツ指導者制度）
筆記試験

［準備学習］
授業時に配布した資料を参考に、ふりかえりを行ない指定した演習シートに取り組むこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『レクリエーション支援の理論と方法』

日本レクリエーション協会編
『障がい者スポーツ指導教本』

日本障がい者スポーツ協会編
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
課題作成とプレゼンテーション 20％

※プレゼンテーション後に講評を行う
期末試験 60％
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授業科目名 WHRE203 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

レクリエーション活動援助法 （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
レクリエーション活動援助法は、ディプロマポリシーに定める「医療・保健分野」の専門的知識・援助

技術としてレクリエーションを位置づけ、レクリエーション活動援助法の社会的意義について、基礎的理
解を踏まえた上で社会福祉の場におけるレクリエーション援助のあり方、援助技術について学ばせる。
［※この講義は（公財）日本レクリエーション協会公認資格レクリエーション・インストラクターの取得

講座の主要科目も兼ねている］
［授業全体の内容の概要］
福祉領域でのレクリエーション活動援助法の意義、レクリエーション活動援助計画の作成法、レクリエ

ーション活動援助法の実際とその評価について授業を展開する。特に障害者施設、高齢者施設でのレクリ
エーション活動援助法については事例を挙げて詳しく指導する。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉の場におけるレクリエーション活動援助法の意義・あり方が理解でき、レクリエーション活動

援助の計画・作成法を学び、レクリエーション活動援助法の実践的援助能力が修得できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス、レクリエーション活動援助とは
2．レクリエーション活動援助法の概念
3．遊びの意義とレクリエーション活動援助法①～レクリエーションの基本的理解～
4．遊びの意義とレクリエーション活動援助法②～「楽しい」を基盤とした支援方法～
5．心身と健康とレクリエーション活動援助法①

～グループを活用したレクリエーション活動援助（理論）～
6．心身と健康とレクリエーション活動援助法②

～グループを活用したレクリエーション活動援助（演習）～
7．社会福祉とレクリエーション活動援助法①～ホスピタリティとは～
8．社会福祉とレクリエーション活動援助法②～ホスピタリティ・トレーニング～
9．レクリエーション活動援助法の計画と支援方法

～ライフステージごとの課題とレクリエーション支援のポイント～
10．高齢者向けのレクリエーション活動と援助法①

～高齢者の課題とレクリエーション支援のポイント～
11．高齢者向けのレクリエーション活動と援助法②

～高齢者施設におけるレクリエーション支援の実際～
12．レクリエーション活動援助法の計画と作成方法①

～福祉施設におけるレクリエーション行事作成のポイント～
13．レクリエーション活動援助法の計画と作成方法②

～福祉施設におけるレクリエーション行事作成の実際～
14．レクリエーション活動の安全管理（リスクマネジメント）
15．本授業のまとめ、筆記試験について
筆記試験
［準備学習］
授業時に配布した資料を参考に、ふりかえりを行ない指定した演習シートに取り組むこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『レクリエーション支援の基礎』

日本レクリエーション協会編
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
課題作成とプレゼンテーション 20％
※プレゼンテーション後に講評を行う

期末試験 60％
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授業科目名 WHRE204 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

レクリエーション現場実習（ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
レクリエーション現場実習は、これまで学んできたレクリエーションや障がい者スポーツが現場（地域

や職域）でどのように活用されているかについて、実際に現場に出て体験学習を行う実習科目である。
［※この講義は（公財）日本レクリエーション協会公認資格レクリエーション・インストラクター、（公

財）日本障がい者スポーツ協会公認初級及び中級障がい者スポーツ指導員資格の取得講座の主要科目
も兼ねている］

［授業全体の内容の概要］
学内における基本レクチャー（5コマ分）と学外における事業への参加（10コマ分）とで構成される。
地域や職域で行われるレクリエーション事業や障がい者スポーツ大会に参加し、現場体験することで、

レクリエーション活動援助や障がい者スポーツ支援の実践能力を高める。
［授業終了時の到達目標］
・レクリエーション事業や障がい者スポーツ大会の概要について体験的に理解できる
・レクリエーション支援者や障がい者スポーツ指導員の具体的な役割について理解できる
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス、レクリエーション現場実習の意義
2．レクリエーション事業の基本的理解①―総合型地域スポーツクラブ―
3．レクリエーション事業の基本的理解②―レクリエーション協会主催事業―
4．障がい者スポーツ大会におけるボランティア①（役割）
5．障がい者スポーツ大会におけるボランティア①（実践）
6．レクリエーション事業への参加①
7．レクリエーション事業への参加②
8．レクリエーション事業への参加③
9．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ①
10．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ②
11．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ③
12．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ①
13．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ②
14．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ③
15．実習参加の振り返りとまとめ
レポート課題

［準備学習］
・配布した資料については、必ず読み返し、内容の理解に努めること
・地域や職域で開催される事業へ参加する場合には、事前にインターネット等を活用して、参加する事業
の概要について把握しておくこと

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『レクリエーション支援の基礎』

日本レクリエーション協会編
『障がい者スポーツ指導教本』

日本障がい者スポーツ協会
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
レポート課題 80％（3本分の総合評価）
※レポート課題の内容については、振り返り時に
発表させ、講評を行う

※学外の現場実習は、通常土曜日・日曜日
に開催される。
※レクリエーション・インストラクター資
格は、指定された事業への参加を含めて
4回以上の参加をもって認定される。
※中級障がい者スポーツ指導員資格は、指
定された事業を含めて、合計80時間以上
の事業への参加をもって認定される。よ
って、中級資格を希望する者は、1年生
から積極的に障がい者スポーツの事業に
参加しておくこと。
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人間総合科目
（コミュニケーション）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHCO101 授業の種類 授業担当者

英語コミュニケーションⅠ（ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
国際化社会に対応するための英語力の強化を目的にする。その上で、福祉を専攻している学生に適した

英語の運用能力を高めることにする。従って、単に語学力の強化だけではなく英語文を構成するレトリッ
クや文化的背景も理解させる。また、その過程の中で英語の理論を具体的事例と共に確実に自分のものに
させることにする。特に、今後、福祉の現場で必要な英語でのコミュニケーションスキルも行う。また、
これらの達成度を高めるために先進的な教育を行っている米国大学の教材も参考にする。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方向的な授業ではなく、授業への学生の積極的参加をさせる。特に、日本人はリスニング

が弱いので、それを克服するために理論に基づき授業を進める。具体的な会話文を示して実際に会話をさ
せる。教師は教室を回りながら学生全員の発音、文章構成などを確認する。さらに、英語の歌を歌いイン
トネーション、リズムの学習をしたり、映画などの台詞を使い、学生をそれぞれの役に当てはめて会話さ
せ、会話の進め方を学ばせる。これらは、学生の自主的参加を基本にし、授業に変化を持たせモティベー
ションを持続させるためである。その結果、学生の満足度の高い、実践的な授業ができるようにする。
［授業終了時の到達目標］
国際社会で通用する総合的英語能力の強化を目指す。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．リスニング（Rhythm）強音節と弱音節の違い
後半 口語理論（接頭辞を持つ相似形）

2．リスニング（Intonation）下降型、上昇型、混合型
後半 口語理論（品詞のトラップ）

3．リスニング（Vowels）短母音、長母音、二重母音
後半 口語理論（文章のロジック）

4．リスニング（Consonants）破裂音、摩擦音、破擦音、鼻音、側音、半母音
5．リスニング（ending of words）単語の最終子音音節、活用語尾、動詞・助動詞の否定形
6．会話実践（海外滞在1）入国審査、税関、両替、銀行口座開設、電気・水道・ガス・電話開設
7．会話実践（海外滞在2）電話による会話〈オフィス、学校、友人〉
8．会話実践（海外滞在3）街での会話〈ショッピング、行き先を尋ねる、友人宅〉
9．会話実践（海外滞在4）オフィスでの会話〈訪問、説明、質問、提案、帰宅〉
10．会話実践（海外滞在5）学校での会話〈自己紹介、友人との会話、日本紹介〉
11．会話実践（海外滞在6）レクレーション〈スポーツ、キャンプ〉
12．会話実践（海外滞在7）社交〈パーティ、オープンハウス、バザー〉
13．会話実践（海外滞在8）免税店、帰国手続、帰国審査
14．会話実践（海外滞在9）ホテル
15．前期の総復習
前期試験

［準備学習］
できるかぎり、洋画を観る時にサブタイトルで英文が書いてあるのを日ごろから選んで観ると望ましい。

その中で英文と発音に慣れるようにすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業を進める中で理解度に違いがでるので、必要部分を
自著から抜粋して独自にプリントを作成して学生に配布
する。授業を進める中で理解度に違いがでるので、必要
部分を米国大学の教材、新聞、マガジンなどから作成し
て学生に配布する。具体的には『ローマの休日』、『カサ
ブランカ』コスミック出版、など

受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCO202 授業の種類 授業担当者

英語コミュニケーションⅡ（ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
英語コミュニケーションⅠをより充実した内容になります。内容としては、実践的な英会話、TOEIC、

英検、就職英語試験対策、などを考えております。
これらの比率や優先順位では学生の希望をできるだけ取り入れて行きたいので、学生の希望も取り入れ

て、初回の授業で方向性を決めます。
授業の目的としては、学生それぞれの英語に対する目標を達成できるようにすることです。また、就職に於

いて英語の試験を行う会社も増えておりますので、それにも対応できるように進めたいと考えております。
［授業全体の内容の概要］
教師による一方的な授業ではなく、学生の授業参加を重視します。その中で学生自身に英語の理解度を

深めるようにします。そして、単に理論だけではなく英語の構造を理解して自由に英語を扱えるようにし
ます。そして、自然に英語を扱えて、理解できる実力が持てる内容にするようにします。
［授業終了時の到達目標］
学生自身が授業開始時にたてた目標を超えて英語の運用能力を高めることです。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．知識理解① 前半・基本5文型・第1文型 後半・映画での理解
2．知識理解② 前半・基本5文型・第2文型 後半・映画での理解
3．知識理解③ 前半・基本5文型・第3文型 後半・映画での理解
4．知識理解④ 前半・基本5文型・第4文型 後半・映画での理解
5．知識理解⑤ 前半・基本5文型・第5文型 後半・映画での理解
6．知識理解応用① 前半・基本会話Ⅰ 後半・映画での応用
7．知識理解応用② 前半・基本会話Ⅱ 後半・映画での応用
8．知識理解応用③ 前半・基本会話Ⅲ 後半・映画での応用
9．知識理解応用④ 前半・基本会話Ⅳ 後半・映画での応用
10．実践編① 前半・実践的英語の知識Ⅰ 後半・映像での理解
11．実践編② 前半・実践的英語の知識Ⅱ 後半・映像での理解
12．実践編③ 前半・実践的英語の知識Ⅲ 後半・映像での理解
13．実践編④ 前半・実践的英語の知識Ⅳ 後半・映像での理解
14．実践編⑤ 前半・実践的英語の知識Ⅴ 後半・映像での理解
15．実践編⑥ 総まとめ
試験
［準備学習］
中学高校で習ったグラマーの教科書をもう一度、確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『名作映画で英会話（ローマの休日）』

コスミック出版など
受講態度：40％
提出物（レポートなど）、試験：60％
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授業科目名 WHCO103 授業の種類

2017年度以前入学者用

実用日本語Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
大学生になると、レポートや論文を書く機会が増えてくる。この授業では、高校卒業までに培ってきた

日本語の能力を点検しながら、大学生活、社会生活に必要な日本語表現の要諦を幅広く学んでゆく。
［授業全体の内容の概要］
1．テキスト（下記参照）に基づき文章力の基本を学び、問題演習等により「書く力」の向上を図る。
2．漢字の力、語彙の力の向上を図ると共に、多様なプリントを使って日本語表現に係わる様ざまな知識

及び表現の楽しさを体得する。
3．敬語やスピーチの仕方を学び、「コミュニケーション能力」「話す力」「聞く力」の向上を図る。
［授業終了時の到達目標］
①大学生にふさわしい「日本語表現能力」と「日本語に関する様ざまな知識」を身につける。
②漢字、熟語、慣用句を覚え、語彙を増やして、作文への抵抗感を排除し、読書への意欲を高め、日本語
の特長を身につける。

③「漢字能力検定」3～2級、「日本語検定」3～2級に相当する力を養成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．〈短く言い切る勇気を持つ〉〈一度にたくさん運ぼうとしない①～②〉、「文章を書く」
2．〈幹を1本1本立てていく〉〈文の前半と後半をかみ合わせる①～④〉、「日本語まちがい探しⅠ」
3．〈宙に浮いた言葉は書かない〉〈旅行は「買う」ではなく「する」〉、「慣用句の理解と使い方Ⅰ」
4．〈文の形をシンプルにする〉〈論理的に首尾一貫させる〉〈因果関係をつかむ〉、「日本語まちがい探しⅡ」
5．〈「に」を正しく使う①～③〉〈「を」を正しく使う①～②〉、「漢字・熟語の読み書きⅠ」
6．〈「で」と「の」の混入を避ける〉〈必要な「てにをは」を省かない〉、「新聞コラムに学ぶⅠ」
7．〈言葉は習慣である〉〈本来の意味を考えて言葉を探す〉〈関連する言葉との混同を避ける〉、

「日本語まちがい探しⅢ」
8．〈「両立する」か、「両立させる」か〉〈「豊かになる」か、「豊かにする」か〉、「慣用句の理解と使い方Ⅱ」
9．〈列挙するときは、品詞をそろえる〉〈話し言葉の影響を避ける1①～②〉、「日本語まちがい探しⅣ」
10．〈話し言葉の影響を避ける③～⑤〉〈概念（コンセプト）を整理する〉、「漢字・熟語の読み書きⅡ」
11．〈なるべくシンプルに整理する〉〈婉曲的に曖昧に漠然と考えない〉、「新聞コラムに学ぶⅡ」
12．〈骨子を組み立てて、段落に分ける〉〈同じ話はまとめて書く〉、「日本語まちがい探しⅤ」
13．〈読み手に頭を使わせない〉〈主役は早く登場させる〉〈修飾語は直前に置く〉、「慣用句の理解と使い方Ⅲ」
14．〈「これ」「それ」は直前の言葉を指す〉〈読点は、意味の切れ目に打つ〉、「漢字・熟語の読み書きⅢ」
15．〈省略された主語は変えない〉〈ぼやかして書かない〉〈明確な「つなぎ語」を使う〉、「敬語」
※テキストに準拠した問題演習も随時実施する。
試験

［準備学習］
①各回ともテキストの学習部分をよく読んでくる。復習は授業で学んだことを再確認して確実に身につけ
ること。

②テキスト（下記参照）を忘れた者の受講は認めない。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
阿部紘久著『文章力の基本』（日本実業出版社）
（参考文献）
石黒圭著『論文・レポートの基本』（同上）

受講態度 40％
期末試験 60％
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授業科目名 WHCO104 授業の種類

2017年度以前入学者用

実用日本語Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
これまでに培ってきた日本語の能力を点検しながら、大学生活、社会生活に必要な日本語表現の要諦を

幅広く学んでゆく。また、後期では特にレポート・論文の書き方及びスピーチの仕方を学んでいく。
［授業全体の内容の概要］
1．テキスト（下記参照）に基づき文章力の基本を学び、問題演習等により「書く力」の向上を図る。
2．レポート・論文の書き方の第一段階から最終段階までを学習する。
3．敬語やスピーチの仕方を学び、「コミュニケーション能力」「話す力」「聞く力」の向上を図る。
［授業終了時の到達目標］
①大学生にふさわしい「日本語表現能力」と「日本語に関する様ざまな知識」を身につける。
②大学生として求められる適切なレポート・論文が書ける。
③場に応じて適切なスピーチができる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．〈何でも「ことで」でつながない〉〈箇条書きを活用する〉〈話は1つずつすませる〉、「事実と意見Ⅰ」
2．〈キーワードを抜かさない〉〈いきなり核心に入る〉〈削れる言葉は徹底的に削る〉、「事実と意見Ⅱ」
3．〈同じ言葉が続いて出てきたら、1つにする〉〈同じ意味の言葉を重複して書かない〉、「データの解釈Ⅰ」
4．〈似たような言葉をたくさん並べない〉〈簡潔な表現を選ぶ〉〈意味のない言葉は書かない〉、「データの解釈Ⅱ」
5．〈「これから説明します」「これから述べます」は不要〉、「執筆スケジュール」
6．〈「なぜなら」「理由としては」なども省く〉〈「という」を削る〉〈余分なつなぎ語を削る〉、「調査課題の設定Ⅰ」
7．〈余計な結びも書かない〉〈目に浮かぶように書く〉〈具体的なエピソードから入る〉、「調査課題の設定Ⅱ」
8．〈感動を押しつけず、読み手自身に感じてもらう〉〈強調する言葉は控えめに使う〉、「レポートの構成」
9．〈持って回った表現、凝った表現は避ける〉〈自分のことも事実は淡々と語らせる〉、「注・参考文献の書き方」
10．〈読み手をあまり待たせない〉〈読み手に謎をかけたまま終わらない〉、「レポートを書く順序」
11．〈読み手の期待を裏切らない〉〈読み手の心の中に壁をつくらせない〉、「先行研究について」
12．〈句点は、文末のみに打つ〉〈セリフや考えを「 」でくくる〉、「調査の概容」
13．〈カッコと句読点を適切に使う〉〈漢字本来の意味から離れた言葉は仮名で書く〉、「調査結果と考察」
14．〈横書きでも漢数字を使う言葉がある〉〈ホワイト・スペースを活用する〉、「結論と今後の課題」
15．〈ノイズの少ない文書をつくる〉、「はじめに」をつける
※テキストに準拠した問題演習、スピーチ練習も随時行う。
試験

［準備学習］
①各回ともテキストの学習部分をよく読んでくる。復習は授業で学んだことを再確認して確実に身につけ
ること。

②テキスト（下記参照）を忘れた者の受講は認めない。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
阿部紘久著『文章力の基本』（日本実業出版社）
（参考文献）
石黒圭著『論文・レポートの基本』（同上）

受講態度 40％
期末試験 60％
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授業科目名 WHCO205 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

中国語 （ 講義・演習・実習 ） 金 佳
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
中国語で簡単なコミュニケーションができるようになること。
中国語の勉強方法を教授すること。

［授業全体の内容の概要］
日本語、英語と比較しつつ、中国語に関する基礎知識を取り上げる。4技能（聞く・話す・読む・書く）

の中で、特に聞くことと話すことに重点を置く。また、独学で中国語を勉強できる方法等も教授する。

［授業終了時の到達目標］
中国語で簡単なコミュニケーションができるようになること。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．講義内容の紹介と中国語の発音（その1）
2．中国語の発音（その2）
3．中国語の発音（その3）
4．ウォーミングアップ（あいさつ、自己紹介、数字）
5．友達を紹介する。
6．家族のことを話す。
7．復習とロールプレイ（その1）
8．どこに何があるかを伝える。
9．どこに住んでいるかを伝える。
10．復習とロールプレイ（その2）
11．趣味について話す。
12．何ができるかを伝える。
13．相手をほめる。
14．復習とロールプレイ（その3）
15．まとめ
定期試験
［準備学習］
①授業の後に、宿題とテスト準備を完成すること。
②授業の前に、この授業で習った全ての知識をきちんと復習しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：石田友美・桑野弘美・島田亜実・鈴木ひ

ろみ著『しっかり初級中国語』
2015年 白水社

参考文献：オンライン中国語学習
http : //www.ch-texts.org/index.html

宿題・小テスト：40％
期末試験：60％
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授業科目名 WHCO206 授業の種類 授業担当者

手話入門 （ 講義・演習・実習 ） 森本 行雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉の分野で手話に関する関心は高く、いくつかの場面では聴覚障害者と交流する機会がある。そのた

め、聴覚障害者と手話への関心を持つ学生も多いことから、手話の基礎的な知識を具体的に学ぶことを目
的とする。
［授業全体の内容の概要］
聴覚障害、聴覚障害者についての基礎知識
身体表現の基礎練習、手話による表現の基礎練習
聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法

［授業終了時の到達目標］
簡単な自己紹介ができる基本的な挨拶、数字等の手話のスキルを習得する。
福祉の現場で活用できる手話表現を身につける。
言語としての手話の位置づけを理解し、手話を使用するマイノリティ集団について理解する。
聴覚障害者にとってのバリアフリー、ユニバーサルデザインについて理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．実技／表現基礎練習 その1
【目標】手話習得に必要な基礎表現能力を習得する。1 物の形や動作の模倣

2．実技／表現基礎練習 その2
【目標】コミュニケーション意欲を高める。2 身振り表現での伝達（表情）

3．講義／手話の基礎知識 その1
【目標】日本の手話の歴史及び特徴を理解する。1 身振りと手話の違い

4．実技／表現基礎練習 その3
【目標】コミュニケーション意欲を高める。3 身振り表現での伝達（強弱等）

5．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その1
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。1 挨拶 数字 など

6．講義／手話の基礎知識 その2
【目標】日本の手話の歴史及び特徴を理解する。2 日本の手話の歴史 3 手話の地域性、個人性等日本の手話の特徴

7．実技／手話による表現⑴ 歌の手話表現の基礎
【目標】歌の手話表現を知る

8．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その2
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。3 自己紹介（名前の表現、趣味の表現）

9．実技／手話による表現⑴ （自己表現）その3
【目標】簡単な手話表現ができる技術と手話語彙を習得する。4 自己紹介（年齢・誕生日の表現） 5 指文字表現

10．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その1
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。1 曜日の表現

11．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その2
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。2 年・月・日と時間の表現

12．講義／聴覚障害者の生活 聴覚障害当事者であるゲストスピーカーによる講話
【目標】聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法を理解する。1 家族・地域の人々とのコミュニケーション

2 職場・学校・病院で困ること
13．実技／手話による表現⑵ （対話の基礎練習）その3
【目標】会話に必要な疑問の表現等、対話の基礎技術と手話語彙を習得する。2 疑問詞表現

14．実技／手話による表現⑶ 歌の手話表現
【目標】歌を楽しく表現できる リズムに合わせての手話表現を覚える

15．講義／まとめ 今後の学習方法とその機会、教材等の紹介
【目標】今後の継続学習についての意欲を持たせる。聴覚障害当事者であるゲストスピーカーによる講話。

レポート等

［準備学習］
授業の前にテキストの関連部分を読んでくること。また、授業で配布する資料で表現の練習をしておく。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『音のない世界と音のある世界をつなぐ―ユ

ニバーサルデザインで世界をかえたい！―』
松森果林著 岩波ジュニア新書

参考文献：『手話の歌は心の歌』
河合洋祐・森本行雄共著 教育芸術社刊

レポート：60％ 毎回の授業でレポート提出を義務付ける。授業内
容の理解の状態を確認するためで、正しく記述さ
れているかどうか、そして、自分の意見を論理的
に記述しているかを評価する。

表現課題：20％ 身体・手話表現等の課題を毎回課す。それを、正
確に表現できるかどうかを評価する。

受講態度：20％ 実技学習は継続と積み重ねが重要。出席を含めた
授業への取り組みを重視する。
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授業科目名 WHCO207 授業の種類 授業担当者

ディベート （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
日本人は主要国の中で、一番、ディベート能力が低いです。ある面では問題外と言われるほど低いです。そのた
めに、あらゆる面で不利な扱いを受けています。例えば、日本がオリンピックで金メダルを取ると日本が金メダル
を取れなくなるようにルール改正が行われます。日本にディベート能力が無いのでこの様な不当な事が繰り返され
るのです。
［授業全体の内容の概要］
日本人はディベートができません。なぜなら、欧米などと異なり、学校で本当のディベート教育が行われていな
いからです。日本で、いわゆる「ディベート」と称するのは、調べたことをただ、発表するだけで、欧米のように
ディベートの理論や技術を全く教えていません。本来は、ただの討論なのに、かっこつけて英語に直し、「ディベ
ート」と言っているだけなのです。ここではアメリカの大学で教えている本当の理論に基づいたディベートを教え
ます。
［授業終了時の到達目標］
自分で考えたことを自分で的確に論じることができ、相手に正しく分かりやすく伝達できるようにします。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ディベートの基本理論①
2．ディベートの基本理論②
3．ディベートの基本理論③
4．ディベートの基本理論④
5．ディベートの応用理論①
6．ディベートの応用理論②
7．ディベートの応用理論③
8．ディベートの応用理論④
9．ディベート理論まとめ①
10．ディベート理論まとめ②
11．ディベート理論まとめ③
12．ディベート実践①
13．ディベート実践②
14．ディベート実践③
15．ディベート実践④
試験・レポート等
［準備学習］
ディベートに関する書物を読むようにしてください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業の中で指示します。 受講態度：40％

提出物（レポートなど）、授業参加：60％

2015年度以降入学者用
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人間総合科目
（キャリアデザイン）

2017年度以前入学者用
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授業科目名 WHSC201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅠ （ 講義・演習・実習 ）河東田 博・益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 必修
［授業の目的］
「キャリアデザイン」では、受講生がキャリアデザインの意味（職能獲得や就職に関する長期的な将来

設計）を理解し、自分自身の将来を見据えた仕事選びやそのための準備について、自発的に行えるように
なることを目的とする。
特に「キャリアデザインⅠ」では、キャリア・パスを考えるための基礎知識、論理的な考え方や人間関

係について学ぶ。
［授業全体の内容の概要］
本講義においては、キャリアデザインのための基礎を学び、論理的に考える力や伝える力、コミュニケ

ーション力向上のためのトレーニングを行う。
［授業終了時の到達目標］
・自分を知り、自分のキャリア・パスについて真剣に考える態度が身につく。
・自分自身のキャリア・パスについて方向性を見出すことができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．1年次の振り返りと今年度の学びについて考える
3．キャリア・パスを考える①「就職事情のいま」
4．キャリア・パスを考える②「就職のための情報収集法」
5．キャリア・パスを考える③「就職先を検討してみる」
6．思考力を鍛える①「ロジカル・シンキング（論理的思考法）の基礎」
7．思考力を鍛える②「ロジカル・シンキング（論理的思考法）の実践」
8．思考力を鍛える③「ロジカル・シンキング（論理的思考法）の応用」
9．思考力を鍛える④「クリティカル・シンキング（批判的思考法）」
10．文章力を鍛える①「文章読解の基礎」
11．文章力を鍛える②「論理的文章の構築」
12．文章力を鍛える③「論理的文章の作成」
13．コミュニケーション力を鍛える①「自分を知る」
14．コミュニケーション力を鍛える②「人間関係構築法」
15．前期の振り返り
試験 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
講義後には必ず復習を行い、配布資料も参考にしながら、ホームワークシート（講義内で配布する課題）

を仕上げること（所要時間 60分程度）。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：特になし（適宜プリントを配布する）
参考文献：
・山崎康司（2011）入門 考える技術・書く技術 ダイヤモンド社
・松本茂・河野哲也（2007）大学生のための「読む・書く・プレゼ
ン・ディベート」の方法 玉川大学出版部

・照屋華子・岡田恵子（2001）ロジカル・シンキング 東洋経済新聞社

（試験やレポートの評価基準など）
取組み態度 40％
期末レポート 60％
の割合で評価する。
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授業科目名 WHSC201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅠ （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 必修
［授業の目的］
キャリアデザインは、Ⅰ・Ⅱ・キャリア開発の3科目あるが、いずれも、社会に入っていくに際して大

切な心構えとともに、就職先にスムーズに入れるよう様々な知識や能力を得ることを目的としている。具
体的には、
1．卒業後の進路、将来の仕事についての各自の考えを深めていく。
2．面接試験、基礎学力検査、常識テスト、小論文等の就職試験対策を行う。
［授業全体の内容の概要］
Ⅰ・Ⅱ・キャリア開発のそれぞれで、卒業後の進路を決める際に必要な知識の習得、就職に対する問題

意識の向上、就職試験を解くための基礎的な実力の涵養などが図られるが、Ⅰではベーシックな内容が中
心となり、Ⅰ→Ⅱ（2年次後期開講）→キャリア開発（3年次開講）と進むにつれて、より直接的で実践
的な内容となる。
［授業終了時の到達目標］
社会人になるための基礎力を身につけ、就職試験に合格できる力を養成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．キャリアとは？－初めてのキャリア論
3．社会人とは？－大人になることの文化人類学
4．自己分析とは？－自分作りのマネジメント学
5．時代感覚とは？－時代を読むリテラシー
6．就活とは？－就職のマーケティング
7．内定とは？－募集と採用の法律学
8．雇用とは？－働くことの経済学
9．会社とは？－株式会社の法律学
10．業績とは？－会社を見分ける会計学
11．働きがいとは？－充実の心理学
12．ICTとは？－就活と仕事で使える情報技法
13．勤労意欲とは？－フリーターとニートの現状分析
14．働くことについて考える1
15．働くことについて考える2
試験（小テスト又はレポート） 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
藤田哲也編「大学基礎講座」北大路書房

受講態度 40％
レポート 30％
小テスト 30％（小テストは3回実施する）
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授業科目名 WHSC201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅠ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 必修
［授業の目的・ねらい］
キャリアデザインの意味（職能獲得や就職に関する長期的な将来設計）を理解し、自分自身の将来設計

を見据えた仕事選びやそのための準備について、自発的に行えるようになることを目的とする。
特に「キャリアデザインⅠ」では、広く社会を見わたし、その中で自分がどのように活躍できるのかイ

メージできるようなることを目指す。
［授業全体の内容の概要］
・ニュースや新聞など、社会で起こっていることを題材に、現代社会における自身の生き方や働き方につ
いてグループ討議などを通してイメージを明確にする。

・課題に対して自分自身で調査し、レポートにまとめることを通して主体的な学習態度を養成する。
［授業修了時の達成課題（到達目標）］
・自分自身の進路について真剣に考える態度が身につく。
・進路を考えたときに、どこにどのような情報があり、どこに相談すればよいかがイメージできる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス：履修届の作成と授業の進め方
2．キャリアとは？：①自分の“生き方”とその中にある“働き方” ②大学生活の意義
3．キャリアをデザインする1：生活設計の考え方
4．キャリアをデザインする2：自分の働く姿をイメージする
5．近年の雇用情勢と浦和大学の就職の実態
6．学生就職課の活用スキル
7．社会人としてのスキル1：人間関係
8．社会人としてのスキル2：暮らしと IT
9．社会人としてのスキル3：契約、契約トラブル
10．社会人としてのスキル4：生活習慣（飲酒・喫煙、運動習慣）
11．社会人としてのスキル5：暮らしの事故、災害
12．社会人としてのスキル6：お金
13．社会人としてのスキル7：自己表現（読む、書く、聴く、話す）
14．社会人としてのスキル8：問題解決力と行動力
15．キャリアデザインⅠの振り返りとまとめ
夏期休暇中の課題提示 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
・授業や意見交換の内容を振り返り、自分自身に当てはめた将来像や就職像を描くこと
・配布した演習シートに取り組み、次回授業に持ち寄ること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：くらしの豆知識2017

（浦和大学・浦和大学短期大学部）
藤田哲也編「大学基礎講座」北大路書房

参考文献：適宜資料を配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
発表等 20％
レポート 60％
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授業科目名 WHSC202 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅡ （ 講義・演習・実習 ）河東田 博・益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 必修
［授業の目的］
「キャリアデザイン」では、受講生がキャリアデザインの意味（職能獲得や就職に関する長期的な将来

設計）を理解し、自分自身の将来を見据えた仕事選びやそのための準備について、自発的に行えるように
なることを目的とする。
特に「キャリアデザインⅡ」では、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要とされる

基礎的能力（社会人基礎力）の向上および社会に貢献する者としての自覚の醸成を目指す。
［授業全体の内容の概要］
本講義においては、キャリアデザインのための就職の基礎を学び、チームで働く力や実行力、プレゼン

テーション力向上のためのトレーニングを行う。
［授業終了時の到達目標］
社会人基礎力の向上および社会に貢献する者としての自覚の醸成を目標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．前期の振り返りと後期の学びについて考える
3．社会における課題を考える①「イントロダクション」
4．社会における課題を考える②「グループ分けとテーマ選定」
5．社会における課題を考える③「調査計画報告」
6．社会における課題を考える④「調査進捗報告」
7．社会における課題を考える⑤「調査結果プレゼンテーション」
8．自由課題調査①「調査計画プレゼン」
9．自由課題調査②「調査進捗報告 その1」
10．自由課題調査③「調査進捗報告 その2」
11．自由課題調査④「調査進捗報告 その3」
12．自由課題調査⑤「調査結果プレゼン その1」
13．自由課題調査⑥「調査結果プレゼン その2」
14．自由課題調査⑦「調査結果プレゼン その3」
15．後期の振り返り
試験 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
講義後には必ず復習を行い、配布資料も参考にしながら、ホームワークシート（講義内で配布する課題）
やプレゼンテーション資料を仕上げること（所要時間 60分程度）。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：特になし（適宜プリントを配布する）
参考文献：
・佐藤望（編）（2012）アカデミック・スキルズ 第2版

慶應義塾大学出版部
・常見陽平（2012）大学生のための「学ぶ」技術

主婦の友社

（試験やレポートの評価基準など）
取組み態度 40％
期末レポート 60％
の割合で評価する。
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授業科目名 WHSC202 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅡ （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 必修
［授業の目的］
キャリアデザインは、Ⅰ・Ⅱ・キャリア開発の3科目あるが、いずれも、社会に入っていくに際して大

切な心構えとともに、就職先にスムーズに入れるよう様々な知識や能力を得ることを目的としている。具
体的には、
1．卒業後の進路、将来の仕事についての各自の考えを深めていく。
2．面接試験、基礎学力検査、常識テスト、小論文等の就職試験対策を行う。
［授業全体の内容の概要］
Ⅰ・Ⅱ・キャリア開発のそれぞれで、卒業後の進路を決める際に必要な知識の習得、就職に対する問題

意識の向上、就職試験を解くための基礎的な実力の涵養などが図られるが、Ⅰではベーシックな内容が中
心となり、Ⅰ→Ⅱ（2年次後期開講）→キャリア開発（3年次開講）と進むにつれて、より直接的で実践
的な内容となる。
キャリアデザインⅡでは、SPI（総合能力調査）試験対策を中心とする。

［授業終了時の到達目標］
社会人になるための基礎力を身につけ、就職試験に合格できる力を養成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．就職活動の基本
2．業界研究
3．英語（文章題1）、言語（漢字1）
4．英語（文章題2）、言語（漢字2）
5．英語（文章題3）、言語（熟語）
6．数学（N進法・数列）、言語（同意語・反意語）
7．数学（グラフとその領域）、言語（包含関係・文法）
8．数学（図形）、言語（諺・慣用句1）
9．数学（推理・集合）、言語（諺・慣用句2）
10．数学（順列・確率）、言語（敬語）
11．英語（文法）、言語（文章読解1）
12．英語（文法）、言語（文章読解2）
13．英語（文法）、言語（漢字3）
14．英語（新傾向）、言語（漢字4）
15．就職活動の方法
試験（小テスト又はレポート） 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
①『SPIクリア問題集』2016年版・成美堂出版
②プリント・テキスト（配布する）

受講態度 40％
レポート 40％��

�
60％小テスト 20％

（小テストは3回実施する）
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授業科目名 WHSC202 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

キャリアデザインⅡ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 必修
［授業の目的・ねらい］
「キャリアデザインⅠ」で獲得した知識やスキルをもとに、更なるキャリアに関する自己認識を深める

とともに、今後のキャリア形成の方向性を探るために必要な知識やスキルの習得を目指す。
特に「キャリアデザインⅡ」では、就職活動に向けた基本的な情報収集、文書作成、接遇技術など具体

的な体験を通して確かな職業観の形成を育成させる。
［授業全体の内容の概要］
・「興味を持つ→体験する→気づく→共有する」という学習プロセスを通して、社会人になるために必要
な知識やスキルを習得する。

・グループ討議で議論し、まとめ、発表するという学習プロセスを通して、主体的な学習態度を養成する。
・夏期休暇の課題レポートについて、各自発表の機会を作る。
［授業修了時の達成課題（到達目標）］
・自分自身の進路について、大きな方向性を見出すことができる。
・自分の決断した進路について、具体的な行動を起こすことができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス：履修届の作成と授業の進め方
2．社会性を育てる1：生活課題に着目する
3．社会性を育てる2：自分自身が地域に貢献する
4．社会性を育てる3：ボランティア活動や社会貢献活動の振り返りとキャリア開発
5．自分自身を知る1：自己の長所や適性などを探る
6．自分自身を知る2：自分自身をアピールする（エントリーシート、自己紹介）
7．自分自身を知る3：模擬面接による自己理解と自己表現の必要性
8．社会人としてのマナー1：心構え、手紙や文書の書き方
9．社会人としてのマナー2：接遇マナー（姿勢、お辞儀、挨拶、電話対応）
10．就職のための情報収集1：福祉、健康、医療、スポーツの関連業種の調査
11．就職のための情報収集2：調査結果の発表と振り返り
12．就職のための情報収集3：その他、健康スポーツコースに関連する業種の調査
13．就職のための情報収集4：調査結果の発表と振り返り
14．キャリアデザインⅡの振り返りとまとめ
15．キャリアデザインの総括
レポート・発表等 【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
・授業や意見交換の内容を振り返り、自分自身に当てはめた将来像や就職像を描くこと
・配布した演習シートに取り組み、次回授業に持ち寄ること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：くらしの豆知識2017

（浦和大学・浦和大学短期大学部）
藤田哲也編「大学基礎講座」北大路書房

参考文献：適宜資料を配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
発表等 20％
レポート 60％
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授業科目名 WHSC303 授業の種類 授業担当者

キャリア開発 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
1．将来の職場となる企業（ないし法人）について種々の面から知ること。
2．社会人となるための基礎力を高めること。
［授業全体の内容の概要］
目的に対応して授業内容にも2つの内容がある。一つは企業について多面的に知るために、企業形態や

業種別企業などについて説明するところ。もう一つは、基礎的な言語的能力や非言語的能力および外国語
能力などを高めるところである。
［授業終了時の到達目標］
相手の分析・研究と自分の意欲・能力アップをはかり、希望するキャリアを獲得する力を身につけるこ

と。そのさい双方向性をもった授業をするので、コミュニケーション能力の向上もこの授業の重要な達成
課題である。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．基本的な職業観について
2．企業の目的と形態
3．企業の仕組みと責任
4．規模別企業と業種別企業
5．企業と採用活動
6．企業活動と雇用動向
7．言語的能力の向上⑴
8．言語的能力の向上⑵
9．言語的能力の向上⑶
10．非言語的能力の向上⑴
11．非言語的能力の向上⑵
12．非言語的能力の向上⑶
13．一般常識⑴
14．一般常識⑵
15．まとめ
試験
［準備学習］
テキストを利用しながら、基本的な就活本なら何でも参考文献になり得るので、いくつか読んでみると

よい。また、企業や雇用に関するニュースに関心をもって見聞きすることも有益な事前学習となる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは山崎好裕『キャリア・プランニング』（中
央経済社）をあげておく。さらにプリントテキスト
を配布する。

受講態度：40％
レポート：40％��

�
60％小テスト：20％

（小テストは3回実施予定）
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（ ）
総合福祉科目
総合福祉基礎科目

基礎1群
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授業科目名 WMWⅠ201 授業の種類 授業担当者

総合福祉入門 （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・片山昭義・河東田 博・
九里秀一郎・中村泰治・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 必修
［授業の目的］
本授業の目的は、「総合福祉」の考え方を全学生が共通に理解することである。また、この講義を通じ

て、建学の精神と総合福祉の係わり、現代福祉の形成と総合福祉への展開方向を理解するとともに、福祉
と関連が深い各分野を人権視点に立った社会福祉に固有の視点から学際的に学ぶことにより、以後のあら
ゆる学習を深めるための基本視点と意欲を獲得していくことが授業のねらいである。
［授業全体の内容の概要］
本科目は、新たな福祉の創造としての「総合福祉」の視点・考え方を一人ひとりの学生が理解し、4年

間の学びに繋げていくための本学部学科の基幹科目であるとともに、総合福祉の科目群の全体像及び主要
科目・分野の要点を複数の教員によるオムニバス形式で学ぶ、総合福祉入門科目でもある。そのため、毎
回課す小課題の提出によって一人ひとりの理解度を確認しながら授業を進めていく。必要に応じて、学外
の講師も招聘する。
［授業終了時の到達目標］
各学生が「総合福祉」の視点と考え方及び4年間で学ぶ「総合福祉」の全体像を理解し、まとめのレポ

ート作成を通して、卒後の将来像をイメージしながら、今後の学習の方向性を明確にできることである。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．「建学の精神」と総合福祉
3．総合福祉の視点⑴
4．総合福祉の視点⑵
5．総合福祉の視点⑶
6．福祉と健康・スポーツ⑴
7．福祉と健康・スポーツ⑵
8．福祉と健康・スポーツ⑶
9．福祉と経営⑴
10．福祉と経営⑵
11．福祉と心理⑴
12．福祉と心理⑵
13．福祉と宗教⑴
14．福祉と宗教⑵
15．総括
レポート
［準備学習］
①講義概要を使った予習、各テーマ別に配布された資料を使った復習を行う。（2時間、15回）
②テーマごとに、指定された課題についてレポートを作成する。（全30時間、8回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：講義概要は事前に、テーマ別資料は授業

ごとに配布する。
参考文献：阿部志郎「福祉の心」海声社、一番ヶ瀬

康子他「福祉文化論」有斐閣、その他、
各回必要に応じて提示する。

受講態度：20％
レポート：80％
最終授業で全レポートの評価解説をプリントで配
布する。
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授業科目名 WMWⅠ202 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

福祉と保健・医療 （ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
1．地域における要介護高齢者が急増する現在における保健・医療・福祉の課題について理解する。
2．わが国における保健・医療・福祉の方策とその意義について理解する。
3．リハビリテーション医療、地域保健、地域ケア、緩和ケアなどについて学習する。

［授業全体の内容の概要］
地域の要介護者が、身体的、精神的および社会的に充実した一生を全うできるようにするという理念と

方策について学習する。

［授業終了時の到達目標］
保健・医療・福祉の基礎知識を身につけ、関連職種の人々と密接な相互連携をはかり、福祉の現場で活

躍できる人材を育成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．人口統計⑴
2．人口統計⑵
3．死亡率と死因別死亡
4．障害の評価
5．国際生活機能分類（ICF）
6．リハビリテーション医療⑴
7．リハビリテーション医療⑵
8．リハビリテーション医療⑶
9．特定健康診査と特定保健指導
10．介護保険制度
11．医療とケア⑴
12．医療とケア⑵
13．医療とケア⑶
14．医療とケア⑷
15．緩和ケア
試験
［準備学習］
・毎回、授業の前に資料を配布する。それらを中心に使用して授業をすすめる。
・授業の後に配布資料やノートを整理し、参考図書を読み返すとさらに学習の理解が深まる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
サブノート／保健医療・公衆衛生（2014年）／メデ
ィックメディア社

受講態度・提出物 40％
期末試験 60％
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授業科目名 WMWⅠ203 授業の種類

2017年度以前入学者用

福祉と心理 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉現場は利用者とその家族、福祉専門職、他の専門職などのさまざまな人間関係が存在する。それら

に対して、福祉的なアプローチだけでなく心理的なアプローチも用いることでより円滑な人間関係及び援
助が可能となるであろう。福祉と心理学の二つの考え方を比較しつつその理論と適用を学ぶ。

［授業全体の内容の概要］
1．福祉の発想と心理の発想の共通点と相違点の理解。
2．福祉現場における心理学理論の適用と実践について学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
福祉と心理学の関係を理解しつつ、それらの理論と実践の基礎を学ぶ。その上で各自が自分の持ち味に

適した実践のあり方を模索する手がかりを得られればと思う。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉の発想と心理の発想の共通点と相違点
2．福祉実践における心理学的援助
3．福祉実践におけるアセスメント
4．心理学的援助の方法
5．母子関係及び情緒の発達
6．福祉現場における人間理解1
7．福祉現場における人間理解2 発達障害と虐待
8．福祉現場における人間理解3 障害受容
9．福祉現場における人間理解4 高齢者
10．福祉現場における人間理解5 医療
11．福祉現場における連携
12．家族の理解と支援
13．ストレス
14．メンタルヘルス
15．まとめ
試験
［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくる。授業の後にノートや配布資料を整理する。授業

の後に関連する文献や資料を読んでくる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（参考文献）
「こころの健康と福祉」纐纈教三・的場恒孝編

九州大学出版会

受講態度 10％
提出物 20％
期末試験 70％
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授業科目名 WMWⅠ304 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

福祉と経済 （ 講義・演習・実習 ） 松嵜 久実
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉活動を経済学の視点から考えてもらい、自分の視点で福祉活動を評価する力を習得してもらいます。

［授業全体の内容の概要］
授業では、3回前後でひとつのテーマを説明します。一般的な財政問題と年金財政、所得格差の動向を

理解するジニ係数と格差の実態、社会の連帯の費用を考える雇用保険、介護保険の財政、フォーマルな連
帯とインフォーマルな連帯を比較して社会の在り方を考えるテーマに分かれます。

［授業終了時の到達目標］
福祉活動を支える今日の日本財政問題についての基本的理解がある。フォーマルな制度とインフォーマ

ルな社会的連帯の意義を理解している。福祉活動を経済学的に考える視点を習得している。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉経済学の課題 日本社会が直面する福祉の財政問題
2．日本の年金制度の特徴
3．年金財政と経済活動
4．年金の財源問題
5．日本社会の階層と階層意識
6．所得格差の構造① ジニ係数
7．所得格差の構造② 国際比較
8．雇用保険保障と社会の理念
9．雇用保険の経済学① 雇用形態の実態
10．雇用保険の経済学② 雇用保険財政のシミュレーション
11．介護保険の財政
12．介護保険サービスの提供と社会的コスト
13．介護保険施設の財政
14．社会の連帯の在り方① 無形の資源
15．社会の連帯の在り方② ふたつの社会的連帯
試験
［準備学習］
福祉制度を支える今日の日本の財政・経済活動について、新聞等で事前に学習しておく。
授業のまとめと理解を深める課題が出題されるので、次の講義の前に提出して、評価を受ける。関連す

るテーマの複数回の授業のプリントがまとめて配付されるので、読んで予習すること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
毎回プリントを配布
参考文献
西村周三著『医療と福祉の経済システム』ちくま新
書、仲村・一番ヶ瀬共編『世界の社会福祉 スウェ
ーデン フィンランド』旬報社

1．復習テスト 3回 60％
2．復習課題 40％
復習課題は評価して、テストは採点して返却しま
す。
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授業科目名 WMWⅡ201 授業の種類 授業担当者

社会福祉概論Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
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、福祉の発達過程や福祉の原理をめぐる理論と哲学、
福祉政策の課題、福祉政策におけるニーズと資源について基礎的な知識を習得することを通して、社会福祉の政策・
制度を中心に社会福祉とは何か、現代社会におけるその課題は何かを理解し、社会福祉についての関心や問題意識
を深められるようにすることが本授業の目的である。
［授業全体の内容の概要］
・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。
・福祉の発達過程や福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。
・福祉政策の課題について理解する。福祉政策におけるニーズと資源について理解する。
［授業終了時の到達目標］
・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し、社会福祉を学ぶ意義を理解する。
・福祉の発達過程、福祉の原理をめぐる理論と哲学についての基本的知識を習得する。
・福祉政策の課題について考え、福祉政策におけるニーズと資源についての基本的知識を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

授業の日程と各回のテーマ・内容は以下の通り。毎回、プリントを配布し、新聞記事や国家試
験問題等により、理解を深める。映像教材も活用する。
1．現代社会における福祉政策と福祉制度Ⅰ：福祉制度と福祉政策の関係
2．現代社会における福祉政策と福祉制度Ⅱ：福祉政策の概念と理念、福祉制度の概念と理念
3．現代社会における福祉政策と福祉制度Ⅲ：福祉政策と政治・経済・文化・協働社会との関係
4．福祉の原理をめぐる哲学と理論
5．福祉の発達過程―欧米―Ⅰ前近代社会と福祉
6．福祉の発達過程―欧米―Ⅱ近代社会と福祉
7．福祉の発達過程―欧米―Ⅲ現代社会と福祉
8．福祉政策の国際動向と国際比較Ⅰ欧米
9．福祉政策の国際動向と国際比較Ⅱアジア
10．福祉の発達過程―日本―Ⅰ前近代社会と福祉、Ⅱ近代社会と福祉
11．福祉の発達過程―日本―Ⅲ現代社会と福祉
12．福祉政策の対象と現代的課題Ⅰ：福祉政策の対象としての社会問題
13．福祉政策の対象と現代的課題Ⅱ：福祉政策の現代的課題
14．福祉政策におけるニーズと資源Ⅰ：需要・ニーズ・資源の概念
15．福祉政策におけるニーズと資源Ⅱ：ニーズの把握方法
授業到達目標達成度判定の試験
［準備学習］
各回の授業とも、①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリン

ト及び教科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『現代社会と福祉』電気書院、最新版。
参考書：『福祉小六法』最新版㈱みらい、『厚生労

働白書』最新版、その他各回のテーマに応
じて提示。

受講態度 30％、試験 70％
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。
②期末試験：全体結果は追・再試後、研究室掲示
板にてフィードバックし、個別結果は希望に応じ
てフィードバック
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授業科目名 WMWⅡ202 授業の種類 授業担当者

社会福祉概論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 必修
［授業の目的］
社会福祉概論Ⅰで学習した社会福祉の総合的理解を踏まえて、福祉政策の構成要素、福祉政策と関連政

策、相談援助活動と福祉政策との関係等の福祉政策・制度・相談援助活動の具体的内容を理解し、相談援
助専門職としての自覚と必要な知識の習得が目的である。
［授業全体の内容の概要］
・福祉政策の構成要素（福祉政策における政府、市場、家族、個人の役割等）について理解する。
・福祉政策と関連政策（教育政策、住宅政策、労働政策を含む）の関係について理解する
・相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。
［授業終了時の到達目標］
・福祉政策の構成要素についての基礎的知識を習得する。
・福祉政策と関連政策（教育政策、住宅政策、労働政策）の関係についての基礎的知識を習得する。
・相談援助活動と福祉政策との関係についての基礎的知識を習得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

授業の日程と各回のテーマ・内容は以下の通り。毎回、プリントを配布し、新聞記事や国家試
験問題等により、理解を深める。映像教材も活用する。
1．福祉政策の論点
2．福祉政策の主体①：福祉政策における政府の役割
3．福祉政策の主体②：福祉政策における市場の役割
4．福祉政策の主体③：福祉政策における国民の役割
5．福祉政策の手法と政策決定過程および政策評価
6．福祉の供給①：制度体系（政府部門、民間営利・非営利部門、ボランタリー部門、インフォ

ーマル部門、その他
7．福祉の供給②：福祉の法制
8．福祉の供給③・行政・財政
9．福祉の供給④：福祉機関・施設の組織と運営、民間福祉活動・事業
10．福祉の利用過程①：福祉サービスの利用方式
11．福祉の利用過程②：福祉サービスの利用援助事業
12．福祉政策と相談援助活動の関係
13．福祉政策と関連政策①：福祉政策と教育政策
14．福祉政策と関連政策②：福祉政策と住宅政策
15．福祉政策と関連政策③：福祉政策と労働政策
授業到達目標達成度判定の試験
［準備学習］
各回の授業とも、①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリン

ト及び教科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『現代社会と福祉』電気書院、最新版。
参考書：『福祉小六法』最新版㈱みらい、『厚生労

働白書』最新版、その他各回のテーマに応
じて提示。

受講態度 30％、試験 70％
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。
②期末試験：全体結果は追・再試後、研究室掲示板
にてフィードバックし、個別結果は希望に応じてフ
ィードバック
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授業科目名 WMWⅡ203 授業の種類 授業担当者

相談援助の基盤と専門職Ⅰ（ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 必修
［授業の目的］
社会福祉士の役割（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含む）と意義について理解

する。
精神保健福祉士の役割と意義について理解する。
相談援助の概念と範囲について理解する。
相談援助の理念について理解する。

［授業全体の内容の概要］
社会福祉士の役割と意義及びその制度的背景
精神保健福祉士の役割と意義及びその制度的背景
相談援助の概念と範囲
相談援助の理念

［授業終了時の到達目標］
相談援助専門職の存在意義と相談援助（ソーシャルワーク）の理念、価値・倫理を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会福祉士及び介護福祉士の役割と意義とは
2．社会福祉士の専門性について
3．精神保健福祉士の役割と意義とは
4．精神保健福祉士の専門性について
5．相談援助の概念と範囲について
6．ソーシャルワークの国際的定義について
7．ソーシャルワークの形成過程について（COS、セツルメント運動等）
8．相談援助の理念とは
9．相談援助における人権尊重と社会正義
10．相談援助における利用者本位
11．相談援助における尊厳の保持
12．相談援助における権利擁護
13．相談援助における自立支援
14．相談援助における社会的包摂
15．相談援助におけるノーマライゼーション
試験等
［準備学習］
〈講義前に〉基本的に、テキストに沿って要点を中心に解説していくため、講義前に該当箇所を読んでおくこと（所要時間 30分程度）。
〈講義後に〉配布資料も参考にしながら、ワークシート（講義内で配布する課題）を仕上げること（所要時間 60分程度）。また、毎講義の初めに前回

講義の振り返りを兼ねた小テストを行うため、講義後には必ず復習を行うこと。
〈特記事項〉13回目は対話型講義（クラス・ディスカッション）であり、各自調査の上でワークシートを仕上げておくこと（所要時間 120～180分程度）。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：社会福祉士養成講座編集委員会（編）、新・

社会福祉士養成講座〈6〉相談援助の基
盤と専門職【第3版】、中央法規出版、
2015．

参考文献：特に無いが、講義内で適宜紹介する

参加態度 20％ 小テスト 20％
期末試験 60％ の割合で総合的に評価する。
なお、本講義はルーブリックシステムを採用し

ており、小テストの成績により学習達成度を示し
た学習達成度評価シートを全員に配布し、希望者
には期末試験の結果および正答例を開示する。
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授業科目名 WMWⅡ204 授業の種類 授業担当者

相談援助の基盤と専門職Ⅱ（ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
・「相談援助の基盤と専門職Ⅰ」を踏まえる。
・相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解する。
・相談援助に係わる専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解する。
・総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容について理解する。
［授業全体の内容の概要］
①相談援助における権利擁護の意義
②相談援助に係わる専門職の概念と範囲
③専門職倫理と倫理的ジレンマ
④総合的かつ包括的な援助と多職種連携（チームアプローチ含む）の意義と内容
［授業終了時の到達目標］
相談援助における価値・倫理の関わる諸概念を理解し、相談援助職の独自性と多職種との連携の意義を

理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．相談援助における権利擁護の意義
2．相談援助に係わる専門職の概念と範囲
3．福祉行政における専門職
4．民間の施設・組織における専門職
5．諸外国の相談援助専門職の動向
6．専門職倫理と倫理的ジレンマ
7．専門職倫理の概念
8．倫理綱領と行動規範
9．倫理的ジレンマ
10．倫理的ジレンマ
11．総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容
12．ジェネラリストの視点に基づく総合的かつ包括的な援助の意義と内容
13．ジェネラリストの視点に基づく多職種連携（チームアプローチ含む）の意義と内容
14．総合的支援機能の意義と位置づけ
15．専門職の領域の広がりと深化
〈試験〉
［準備学習］
〈講義前に〉基本的に、テキストに沿って要点を中心に解説していくため、講義前に該当箇所を読んでおくこと（所要時間 30分程度）。
〈講義後に〉配布資料も参考にしながら、ワークシート（講義内で配布する課題）を仕上げること（所要時間 60分程度）。また、講義

の初めに前回講義の振り返りを兼ねた小テストを行うため、毎講義後には必ず復習を行うこと。
〈特記事項〉5回目の講義は小テスト代わりにレポートを課すため、各自調査および執筆を行うこと（所要時間 120～180分程度）。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：社会福祉士養成講座編集委員会（編）、新・

社会福祉士養成講座〈6〉相談援助の基
盤と専門職【第3版】、中央法規出版、
2015．

参考文献：特に無いが、講義内で適宜紹介する

小テスト 40％ 試験 60％
の割合で総合的に評価する。
なお、本講義はルーブリックシステムを採用し

ており、小テストの成績により学習達成度を示し
た学習達成度評価シートを全員に配布し、希望者
には期末試験の結果および正答例を開示する。
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（ ）
総合福祉科目
総合福祉基礎科目

基礎3群
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授業科目名 WMWⅢ301 授業の種類 授業担当者

高齢者福祉論Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 田中 康雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
・高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要（高齢者虐待や地域移行、就労の実態を
含む）について理解する。

・介護の概念や対象及びその理念等について理解する。
・介護過程における介護の技法や介護予防の基本的考え方について理解する。
・終末期ケアの在り方（人間観や倫理を含む）について理解する。
［授業全体の内容の概要］
高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要を踏まえ、介護の概念や対象、介護予防、

介護過程、認知症・終末期ケア、住環境について体系的に学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
高齢者の相談に応じることの多いソーシャルワーカーが、相談者の立場を知り、援助するうえで求めら

れる介護に関する知識を体系的に理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．高齢者の生活実態
2．高齢者を取り巻く社会情勢
3．高齢者の福祉需要（高齢者虐待の実態、高齢者の地域移行や就労の実態）
4．高齢者の介護需要（要介護高齢者の実態、認知症高齢者の実態）
5．介護の概念や対象①（介護の概念と範囲）
6．介護の概念や対象②（介護の理念、介護の対象）
7．介護予防（介護予防の必要性、介護予防プランの実際）
8．介護過程①（介護過程の概要）
9．介護過程② 介護の技法（自立に向けた介護、移動の介護等）
10．介護過程③ 介護の技法（食事の介護、入浴・排泄の介護等）
11．認知症ケア①（認知症ケアの基本的考え方）
12．認知症ケア②（認知症ケアの実際）
13．終末期ケア①（終末期ケアの基本的考え方、終末期ケアにおける人間観と倫理）
14．終末期ケア②（終末期ケアの実際）
15．介護と住環境（介護のための住環境）
試験等
［準備学習］
【予習】授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくるこ

と。（2時間）
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。授業の後に関連する文献や資料を集めること。（2時間）
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『新エッセンシャル老人福祉論 高齢者に対する支
援と介護保険制度』、みらい
（参考文献）
『社会福祉学習双書 介護概論』、全国社会福祉協議会

受講態度：10％
小テスト：20％
期末試験：70％
なお、成績評価のフィードバックについては、

小テストを返却する。
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授業科目名 WMWⅢ202 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

医学一般 （ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
1．身体の機能と構造および各種の疾病や障害について系統的に理解させる。
2．人体の基本的な構造と機能について理解させる。特に高齢者や障害者のケアの根拠となる「人体の構

造と機能」について理解させる。
3．臨床医学の代表的な疾病について理解させる。
4．現代社会で問題となっている代表的な疾病について理解させる。
5．運動器の障害について理解させる。
［授業全体の内容の概要］
授業の目的・目標を達成するために、資料と参考図書、スライドなどで解説する。

［授業終了時の到達目標］
福祉職として、保健・医学・医療に関する基本的知識が重要であることを体得し、福祉関連の他職種と

の連携が可能となる人材を育成することを目指す。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会福祉士養成において医学・医療を学習することの意義ならびに臨床医学（内
科、外科、整形外科、精神神経科など）の概要

2．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：循環器系・呼吸器系
3．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：消化器系
4．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：脳・神経系
5．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：運動器系
6．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：内分泌系・生殖系
7．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：腎・泌尿器系
8．人体の構造と機能・おもな疾患・障害：血液（赤血球・白血球・血小板）
9．代表的な疾病の概要：生活習慣病（高血圧・動脈硬化症）
10．代表的な疾病の概要：生活習慣病（糖尿病）
11．代表的な疾病の概要：生活習慣病（肥満症・脂質異常症）
12．代表的な疾病の概要：生活習慣病（脳卒中）
13．代表的な疾病の概要：生活習慣病（虚血性心疾患）
14．代表的な疾病の概要：生活習慣病（慢性腎臓病・泌尿器疾患）
15．代表的な疾病の概要：運動器の障害
試験
［準備学習］
・毎回、授業の前に資料を配布する。それらを中心に使用して授業をすすめる。
・授業の後に配布資料やノートを整理し、参考図書を読み返すとさらに学習の理解が深まる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
・竹内修二／カラー図解人体解剖の基本がわかる事
典／西東社

・十束支朗／発達と老化の理解／医学出版社
・サブノート／保健医療・公衆衛生（2014年）／メディ
ックメディア社

受講態度・提出物 40％
期末試験 60％
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授業科目名 WMWⅢ303 授業の種類 授業担当者

社会保障論Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
病気・障害・老齢・失業・労災等による日常生活上のリスクが重大な生活困難・困窮を生まないように予防的な、
あるいはそれが生じた場合に事後的な生活保障として、主には公的責任で健康で文化的な最低限度の生活を総合的
に保障するのが社会保障制度である。社会保障論Ⅰでは、社会保障の課題、概念と範囲、理念、対象、歴史、役割
と意義、財源と給付、体系、公的保険制度と民間保険制度の関係等、総論的内容を理解し、各論的内容の社会保障
論Ⅱと併せて、社会保障についての基本的知識を修得することが本講義の目的である。これによって、社会福祉士
資格取得者が利用者支援のために様々な社会保障制度を社会資源として活用できるようにすることが本講義のねら
いである。
［授業全体の内容の概要］
・少子高齢化や労働環境の変化などの現代社会における社会保障制度の課題について理解する。
・社会保障の概念と範囲、理念、対象、歴史、役割と意義、財源と給付、体系等について理解する。
・公的保険制度と民間保険制度の関係について理解する。
［授業終了時の到達目標］
・現代社会における社会保障制度の課題について考え、社会保障を学ぶ意義を理解する。
・社会保障の概念と範囲、理念、対象、歴史、役割と意義、財源と給付、体系等について基本的知識を習得する。
・公的保険制度と民間保険制度の関係について基本的知識を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

授業の日程と各回のテーマ・内容は以下の通り。授業方法は、社会保障の制度の理解が中心であるが、映
像教材・新聞記事・国家試験問題等を用いて、具体的事例を通して理解できるようにする。各回とも、プリ
ントを配布する。
1．社会保障の理念
2．私たちの生活と社会保障：社会保障の範囲、ライフサイクルからみた社会保障
3．社会保障の定義と目的
4．社会保障の機能
5．日本の社会保障制度体系―1）保障の給付形態と負担方法、2）保障の方式：社会保険と社会扶助
6．社会保障の歴史⑴―欧米―
7．社会保障の歴史⑵―日本―
8．社会保障の財源と費用
9．現代社会と社会保障が当面する課題
〈社会保障各論〉
10．日本の社会保障1：社会扶助1．社会手当
11．日本の社会保障1：社会扶助2．社会サービス：社会福祉法＋①高齢者福祉
12．日本の社会保障1：社会扶助3．社会サービス②障害児・者福祉
13．日本の社会保障1：社会扶助4．社会サービス③児童福祉④母子・寡婦福祉
14．日本の社会保障1：社会扶助5．社会サービス⑤公的扶助
15．日本の社会保障2：社会保険；保険原理と扶助原理、社会保険と民間保険の異同、日本の社会保険の概要
授業到達目標達成度判定試験
［準備学習］
各回の授業とも、①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリン

ト及び教科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：中央法規『社会保障』最新版（第5版）。
参考書：『年金と保険の動向』最新版、『厚生労

働白書』最新版、その他授業時に資料と
して適宜紹介。

受講態度 30％、試験 70％
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。
②期末試験：全体結果は追・再試後、研究室掲示
板にてフィードバックし、個別結果は希望に応じ
てフィードバック（周知期間は新学期開始前まで）
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授業科目名 WMWⅢ304 授業の種類 授業担当者

地域福祉論Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等含
む）について理解する。

・地域福祉の主体と対象について理解する。
・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。
・地域社会におけるネットワーキング（他職種・他機関との連携を含む）の意義と方法及びその実際につ
いて理解する。

［授業全体の内容の概要］
上記ねらいに沿って地域福祉の基本的考え方と歴史的・政策的過程をとおして理解し、地域福祉推進の

今日的意義とその必要性、さらに自治体・関係組織・団体・専門職・住民の役割・機能について学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
地域福祉とその推進が、なぜ今日の社会福祉の中心的考え方となって来たのか、社会福祉の歴史的意義

と合わせて地方自治体・関係組織・団体・専門職・住民の役割・機能について理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．地域福祉の基本的考え方について（オリエンテーション）
2．地域福祉の理念① ソーシャルインクルージョン・ノーマライゼイションの具現化、人権・権利擁護・

自立支援・地域生活支援などの意味を通して総合的に理解する
3．地域福祉の理念②
4．自分たちの生活と地域社会（自分や家族の日常生活と地域社会とのつながりを考える）
5．地域福祉の発展過程（歴史）①世界の歴史・日本の歴史の概括
6．地域福祉の発展過程（歴史）②戦後日本の政策的変遷
7．地域福祉の主体と対象の捉え方①住民主体と地域社会（参加と参画の実際）
8．地域福祉の主体と対象の捉え方②福祉コミュニティづくり（地域組織化・福祉組織化）
9．福祉教育の意義と実践
10．地域福祉に関わる組織、団体及び専門職や地域住民の役割・機能①

社会福祉協議会・民生・児童委員・共同募金・ボランティア団体・NPO・地域包括支援センター・児
童家庭支援センター・障害者地域活動支援センター等
行政（福祉事務所・児童相談所等）専門職（社会福祉士・地域福祉活動関係職員・医療職・保健師・
療法士等）地域における協働と連携・ネットワーキングを含めて理解

11．地域福祉に関わる組織、団体及び専門職や地域住民の役割・機能②
10に記した内容を順次理解していく

12．地域福祉に関わる組織、団体及び専門職や地域住民の役割・機能③
13．地域福祉に関わる組織、団体及び専門職や地域住民の役割・機能④
14．地域福祉に関わる組織、団体及び専門職や地域住民の役割・機能⑤
15．授業のまとめ
試験
［授業方法］
テキストならびにプリントによる講義形式で実施する。

［準備学習］
①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリント及び

教科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：①新・社会福祉士養成講座「地域福祉の

理論と方法」中央法規、最新版（第3版）、
②授業で配布するプリント

参考文献：各回のテーマに応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①小課題を含む受講態度30％、②試験70％
〈成績評価のフィードバック〉
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。②期末試験：
全体結果は追・再試後、研究室掲示板にてフィードバックし、
個別結果は希望に応じてフィードバック。
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授業科目名 WMWⅢ305 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

障害者福祉論 （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
・障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢や障害福祉サービスの実態等について理解する。
・障害者福祉制度の発展過程について理解する。
・障害福祉サービスに係る法制度の概要や自立支援給付の仕組み、地域生活支援事業、権利擁護等について理解する。
［授業全体の内容の概要］
・事例や統計資料を基に障害者の生活実態と取り巻く社会情勢、障害福祉サービスの実態等について理解する。
・障害者福祉制度の発展過程とともに、障害福祉サービスに係る法制度（特に障害者総合福祉法）について多面的な
知識を身につける。

・障害福祉サービスの利用法、計画相談、自立支援給付、地域生活支援事業、権利擁護等の概要について理解する。
［授業終了時の到達目標］
・障害者の生活実態と社会情勢、福祉介護需要、障害者福祉制度の発展過程を理解する。障害福祉サービス関連諸福
祉法相互の関連と障害者総合支援法の概要、地域移行・地域生活支援・権利擁護等の実際について理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．1970年代までの障害者福祉の歩み
2．1980年代以降の障害者福祉の歩み
3．障害者福祉の歩みを変えた新しい理念
4．障害者福祉の歩みを変えた社会モデル
5．障害者福祉の歩みを変えた ICF
6．障害者権利条約と障害者基本法・障害者総合支援法
7．障害者基本法の概要
8．障害者総合支援法の概要と各種福祉法
9．障害福祉サービスの支給決定プロセス
10．障害者総合支援法と計画相談支援
11．障害者総合支援法と自立支援給付
12．障害者総合支援法と地域生活支援事業
13．障害者総合支援法と地域移行
14．障害者計画と障害福祉計画
15．まとめ：障害福祉サービスの展望
定期試験
［準備学習］
①授業で配布された資料を読み返し、理解が不十分な部分を確認し、学習する。②前回の授業について不明だった点を明らかにして、教員に質問
する準備をする。③参考文献等で不明な点を明らかにして、教員に質問する準備をする。④障害者総合支援法について、その概要をノートにまと
めること。⑤自分の身近にいる障害者や街で出会う障害者について、その生活の困難さを整理する。⑥図書館等を利用して、関連する文献や資料
を見つけ、障害者福祉の取り組むべき課題を考える。⑦全ての人にとって暮らしやすい社会とは何かについて自分の考えをまとめる。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：河東田博『障害者福祉の過去・現在・未

来』2017年（初回授業時配布）
参考文献：『障害者総合支援法がよ～くわかる本（第

3版）』秀和システム、2015年

授業への取り組み（受講態度）40％
定期試験（コメントを付してフィードバックする）

60％
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授業科目名 WMWⅢ306 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

児童福祉論 （ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
・児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要（子育て、一人親家庭、児童虐待及び家庭
内暴力〔D．V．〕の実態含む）について理解する。

・児童・家庭福祉制度の発展過程について理解する。
・児童の権利について理解する。
・相談援助活動において必要となる児童・家庭福祉制度や児童・家庭福祉に係る他の法制度について理解する。
［授業全体の内容の概要］
・TV・新聞等の報道を題材に児童・家庭の生活実態と社会情勢および福祉需要の実態を理解させる。児
童の権利とは何かを考え、児童・家庭福祉制度の発展過程について理解し、相談援助事例をもとに、必
要となる児童・家庭福祉制度や児童・家庭福祉に係る他の法制度について理解させる。

［授業終了時の到達目標］
・児童・家庭の生活実態と社会情勢、福祉需要、児童の権利を理解する。また、児童・家庭福祉制度の発
達過程、および、相談援助活動において必要な児童福祉法、児童虐待防止法、D．V．法、母子及び寡婦
福祉法等の児童・家庭福祉に係る法制度について理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要（一人親家庭、児童虐待及
び家庭内暴力［D．V．］、地域における子育て支援及び青少年育成の実態を含む）と実際

2．児童・家庭福祉制度の発展過程
3．児童の定義と権利
4．児童福祉法
5．児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）
6．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（D．V．法）
7．母子及び寡婦福祉法・母子保健法
8．児童手当法・児童扶養手当法
9．特別児童扶養手当等の支給に関する法律
10．次世代育成支援対策推進法
11．少子化社会対策基本法
12．売春防止法
13．児童・家庭福祉制度における組織及び団体の役割と実際
14．児童・家庭福祉制度における専門職の役割と実際・多職種連携・ネットワーキング
15．児童相談所の役割と実際
試験
［準備学習］
〈講義前に〉基本的に、テキストに沿って要点を中心に解説していくため、講義前に該当箇所を読んでおくこと（所要時間 30分程度）。
〈講義後に〉配布資料も参考にしながら、ワークシート（講義内で配布する課題）を仕上げること（所要時間 60分程度）。また、講義の初めに前回講義の振り

返りを兼ねた小テストを行うため、毎講義後には必ず復習を行うこと。
〈特記事項〉8回目および12回目は対話型講義（クラス・ディスカッション）であり、各自調査の上でワークシートを仕上げておくこと（所要時間 120～180分程度）。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：社会福祉士養成講座編集委員会（編）、

新・社会福祉士養成講座〈15〉児童や家
庭に対する支援と児童・家庭福祉制度【第
6版】、中央法規出版、2016．

参考文献：特に無いが、講義内で適宜紹介する

小テスト 40％ 試験 60％
の割合で総合的に評価する。
なお、本講義はルーブリックシステムを採用しており、
小テストの成績により学習達成度を示した学習達成度評
価シートを全員に配布し、希望者には期末試験の結果お
よび正答例を開示する。
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授業科目名 WMWⅢ207 授業の種類

2017年度以前入学者用

福祉現場における理念と実践 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉現場における実践には、知識や技術だけではなく、福祉の倫理、施設の理念など、人間の尊厳を核とした決
してぶれてはならない精神的背景がある。これらを充分に踏まえ、一人ひとりの個性に合わせた対応が福祉現場に
おける心のこもった福祉サービスにつながっていく。
本学関連施設「スマイルハウス」の現職の職員による豊富な事例から、人に寄り添う姿勢やスタンス、チーム（他
職種連携）で働くやりがい、人間として成長する喜びを学ぶ。
［授業全体の内容の概要］
・Quality of life は通常“生活の質”を意味するが、lifeを“生命”とした場合“生命の質”はあるのか？という
問いかけから、高齢者の尊厳について考察を深める。
・施設見学を通して高齢者と実際にふれあい、生活の様子を見ることで、高齢者への理解を深め、援助の学習へと
つなげていく。
・福祉のあり方は、近年ますます人とのつながり、地域との連携を重視するようになってきている。その背景や先
進事例、スマイルで行われている介護サービスや地域づくりを通して福祉のあり方を学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
限りあるかけがえのない生命そのものに尊厳があることを理解し、福祉職としての姿勢と実践力を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．授業概要
2．福祉現場について
3．認知症について
4．困難ケースの相談援助
5．困難ケースと危機介入
6．高齢者の暮らしと介護予防
7．地域で取り組む介護予防
8．介護保険制度の概要
9．在宅生活の支援
10．デイサービスについて
11．施設生活の支援と社会資源
12．高齢者を支える食事
13．職種間連携
14．施設におけるターミナルケア
15．在宅生活におけるターミナルケア
試験
［準備学習］
各自、高齢者になったときに“自分らしく暮らす”とはどういうことか自らに問いかけ、各授業のテー

マごとに事前に考察を行い、授業後には学んだこと、感じたことを文書にまとめて考察を深める。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
各回資料を配付する。
（参考文献）
『暮らしの視点から考える介護予防』／

中央法規：田中甲子
『新・社会福祉とは何か』／中央法規：大久保秀子

各回小レポート 40％
試験 60％
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授業科目名 WMWⅢ308 授業の種類 授業担当者

相談援助の理論と方法Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
・相談援助における人と環境との交互作用に関する理論について理解する。
・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。

［授業全体の内容の概要］
講義形式で授業を行い、援助活動として有効な援助方法を理解する。

［授業終了時の到達目標］
人と環境との交互作用にどのようにソーシャルワークは介入するのか、その援助過程を理解し、介入し

ていくために必要となるソーシャルワーカーの視点を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．「総合的かつ包括的な相談援助」について
2．援助関係の意義と概要
3．援助関係の形成方法①自己覚知
4．援助関係の形成方法②社会福祉倫理
5．援助関係の形成方法③コミュニケーションとラポール
6．相談援助のための面接技術の意義・目的・方法
7．相談援助過程・インテーク①
8．相談援助過程・インテーク②
9．相談援助過程・アセスメント①
10．相談援助過程・アセスメント②
11．相談援助過程・ブランニング①
12．相談援助過程・プランニング②社会資源の活用・調整・開発
13．相談援助過程・インターベンション①
14．相談援助過程・インターベンション②アウトリーチ
15．総括
試験
［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
ソーシャルワーカー教育シリーズ

『ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ』みらい
受講態度 40％
定期試験 60％
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授業科目名 WMWⅢ309 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助演習Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・
地域）を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅰでは、自己理解と並行して他者理解の手段である面接の基本的技法を学習する。①自己覚知、②
基本的なコミュニケーション技術の習得、③基本的な面接技術、④価値・倫理の理解。
［授業終了時の到達目標］
総合福祉基礎実習や相談援助実習に備え、自己理解・他者理解を始めとする、相談援助の基本概念を理解すると
ともに、自分の考えを自分の言葉で述べるという自立・自律的取り組み態度を修得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．演習ガイダンス：①演習とは、②相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・相談援助実習と関連、

③演習Ⅰ～Ⅴと講義科目と関連、④事前・事後学習の内容説明、
⑤教科書・参考書・成績評価等

〈相談援助の基本概念の理解〉
（人の理解）
2．自己理解
3．自己覚知
4．他者理解と観察
5．クライエントの理解
（環境の理解）
6．人―環境の分析・アセスメント
7．ソーシャルワークの実践レベル（ミクロ・メゾ・マクロ）
8．ソーシャルワークの実践方法
（価値と倫理の理解）
9．支援における価値と価値のジレンマ
10．支援における倫理
（ソーシャルワークにおける関係性の理解）
11．ソーシャルワークにおける対人援助関係
12．倫理綱領と対人援助関係
（コミュニケーション技術の理解）
13．相談援助における面接の目的と特性
14．基本的な応答技法
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、相談援助の基本概念についての理解を自分の言葉でまとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助演習Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・
地域）を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅰでは、自己理解と並行して他者理解の手段である面接の基本的技法を学習する。①自己覚知、②
基本的なコミュニケーション技術の習得、③基本的な面接技術、④価値・倫理の理解。
［授業終了時の到達目標］
総合福祉基礎実習や相談援助実習に備え、自己理解・他者理解を始めとする、相談援助の基本概念を理解すると
ともに、自分の考えを自分の言葉で述べるという自立・自律的取り組み態度を修得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．演習ガイダンス：①演習とは、②相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・相談援助実習と関連、

③演習Ⅰ～Ⅴと講義科目と関連、④事前・事後学習の内容説明、
⑤教科書・参考書・成績評価等

〈相談援助の基本概念の理解〉
（人の理解）
2．自己理解
3．自己覚知
4．他者理解と観察
5．クライエントの理解
（環境の理解）
6．人―環境の分析・アセスメント
7．ソーシャルワークの実践レベル（ミクロ・メゾ・マクロ）
8．ソーシャルワークの実践方法
（価値と倫理の理解）
9．支援における価値と価値のジレンマ
10．支援における倫理
（ソーシャルワークにおける関係性の理解）
11．ソーシャルワークにおける対人援助関係
12．倫理綱領と対人援助関係
（コミュニケーション技術の理解）
13．相談援助における面接の目的と特性
14．基本的な応答技法
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、相談援助の基本概念についての理解を自分の言葉でまとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 WMWⅢ310 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助演習Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。

［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・
地域）を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅱでは、以下に掲げる具体的な課題別の相談援助事例（集団に対する相談援助事例を含む）を活用
し、総合的かつ包括的な相談援助について理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
社会的排除の問題を含む様々な分野の問題に対する相談援助実践について、社会問題と関連付けながら事例を通
して理解し、総合的かつ包括的な相談援助を実践できる能力を修得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．総合的包括的な相談援助について
2．高齢者とその家族への相談援助①（退院援助）
3．高齢者とその家族への相談援助②（介護家族支援）
4．高齢者とその家族への相談援助③（高齢者虐待）
5．障害者とその家族への相談援助①（身体障害者）
6．障害者とその家族への相談援助②（知的障害者）
7．障害者とその家族への相談援助③（発達障害者）
8．障害者とその家族への相談援助④（精神障害者）
9．児童とその家族への相談援助①（児童養護施設入所）
10．児童とその家族への相談援助②（学校でのいじめ）
11．児童とその家族への相談援助③（児童虐待）
12．DVに関する相談援助
13．ホームレスに関する相談援助
14．低所得者とその家族への相談援助
15．まとめ
期末レポート
［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）総合的かつ包括的な相談援助の視点から、授業で取り上げた相談援助事例を振り返ってみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。

119



授業科目名 WMWⅢ311 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

総合福祉基礎実習 （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 32時間・1単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
1年次の基礎的な学習や相談援助演習Ⅰ、2年次の相談援助実習指導Ⅰの学習をふまえて、利用者との人間的な
ふれあいを通じ、福祉の現場を体験的に理解することにより、相談援助実習に対する学習意欲を高めることが目的
である。また、自らの進路や将来の方向性を考えるための指針を得るために、相談援助実習を希望する学生は必ず
本科目の単位修得をする必要がある。
［授業全体の内容の概要］
①本実習は、社会福祉施設における4日間の学外実習である。
②実習体験を基にソーシャルワークの実際について学習し、3年次における相談援助実習の課題を見出す。
［授業終了時の到達目標］
本実習を通しての達成課題は、以下の通りである。①初歩的な介護を通して介護サービスを理解する。②実習配
属先の職員や利用者とのコミュニケーションの実際を学ぶ。③利用者とのかかわりの中から、利用者の心身の状況
を理解し、生活ニーズを把握する。④実習配属先の事業内容や地域社会における役割を学ぶ。⑤社会福祉実践につ
いての問題意識を深め、3年次における相談援助実習における各自の学習計画が自主的に立てられるよう、自律し
た学習態度を身に着ける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

【実習日程】
・原則として、11月中旬～12月中旬の4日間（32時間）とする。
【実習先】
・大学が決定した社会福祉施設において実習を行う。
【実習内容】
・実習生の取組み態度と、実習という学習形態の意義を理解する
・社会福祉施設の役割・機能について体験的に理解する
・職員や利用者との人間関係の形成を図る
・利用者との関わりから利用者の心理や生活ニーズ、利用者の持っている力などを理
解する

・初歩的な介護体験をとおしての介護やその他のサービスを理解する
・実習配属先の事業内容や地域社会における役割を学び、3年次における相談援助実
習における課題を見出す

試験及びレポート（①32時間以上の総合福祉基礎実習履修、②実習記録ノート等の
実習期間中の提出物、③実習施設による成績評価）
［準備学習］
（予習）総合福祉基礎実習（相談援助実習指導Ⅰでは現場体験学習）前は、それまでに受けた相談援助実習指導Ⅰ及び相談援助演習の学
修内容を復習して実習に臨むこと。
（復習）総合福祉基礎実習中は、日々実習内容を振り返って実習課題の遂行に努め、実習後は、相談援助実習に向けた課題を整理すること。
（予習・復習時間数）13時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：浦和大学総合福祉学部

『総合福祉基礎実習の手引き』
参考文献：各担当教員が必要に応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①取組態度40％、②実習施設による成績評価30％、
③相談援助担当教員による総合評価30％
〈成績評価のフィードバック〉
総合福祉基礎実習終了後、実習施設による成績評価
を踏まえて個別にフィードバックする。
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授業科目名 WMSW301 授業の種類 授業担当者

高齢者福祉論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 田中 康雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
・高齢者福祉制度の発展過程について理解する。
・相談援助活動において必要となる介護保険制度や高齢者の福祉・介護に係る他の法制度について理解す
る。

［授業全体の内容の概要］
高齢者福祉制度の歴史的発展を概観した上で、介護保険制度を中心として、高齢者福祉に関する法制度

について学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
高齢者福祉制度の発展過程を踏まえ、高齢者の生活ニーズに対応する高齢者施策、介護保険制度を体系

的に理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．少子高齢社会と社会問題
2．高齢者福祉制度の発展過程①
3．高齢者福祉制度の発展過程②
4．介護保険法の概要①（制度の目的、保険者と被保険者、保険料、要介護認定等）
5．介護保険法の概要②（介護保険サービスの種類と内容、苦情処理、審査請求等）
6．介護保険法の概要③（介護保険制度の最近の動向）
7．介護報酬の概要
8．介護保険法における組織及び団体の役割と実際
9．介護保険法における専門職の役割と実際
10．介護保険法におけるネットワーキングと実際
11．地域包括支援センターの役割と実際
12．老人福祉法
13．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
14．高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
15．高齢者の居住の安定確保に関する法律
試験等
［準備学習］
【予習】授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくるこ

と。（2時間）
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。授業の後に関連する文献や資料を集めること。（2時間）
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（使用テキスト）
『新エッセンシャル老人福祉論 高齢者に対する支
援と介護保険制度』、みらい
（参考文献）
『福祉小六法』、みらい

受講態度：10％
小テスト：20％
期末試験：70％
なお、成績評価のフィードバックについては、

小テストを返却する。
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授業科目名 WMSW302 授業の種類 授業担当者

公的扶助論 （ 講義・演習・実習 ） 長沼 明
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
社会保障制度の一環としての公的扶助について、実際の生活保護制度の仕組みを通しながら、現代の貧

困・低所得問題について考え、自立支援も含めた生活保護行政を実践的に理解する。
［授業全体の内容の概要］
貧困・低所得問題に対する解決策を歴史的に概観した上で、現代社会における公的扶助の概念と意義に

ついて学ぶ。そして、公的扶助の代表的制度である生活保護制度について、福祉事務所の実践を踏まえつ
つ、制度の内容を理解していく。あわせて、生活保護制度に関連する周辺施策についても、取り上げ、公
的扶助について考える。
［授業終了時の到達目標］
①公的扶助の概念と意義について理解する。②現代の貧困・低所得問題について理解を深める。③生活保
護制度の仕組みと運営について理解し、その知識を身につける。④現在の生活保護行政の課題を認識する。
⑤生活保護世帯の自立支援についての理解を深めるとともに、改正された生活保護法および新しく成立し
た生活困窮者自立支援法（2015年4月施行）についてまで、知識を広げる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．公的扶助の概念と意義
2．福祉国家と公的扶助
3．生活保護制度Ⅰ（わが国の公的扶助の歴史、生活保護制度の4つの基本原理、4つの原則）
4．生活保護制度Ⅱ（8つの扶助の種類と生活保護法の条文規定）
5．生活保護制度Ⅲ（生活保護基準の考え方と要否判定など）
6．生活保護制度Ⅳ（生活保護の財政と保護の実施機関など）
7．生活保護制度Ⅴ（被保護者の権利と義務、不服申立て、保護施設など）・ミニテスト1回目
8．埼玉県内の自治体の取り組み
9．生活保護の実施体制（国と地方自治体、福祉事務所の組織と運営など）
10．生活保護における社会福祉援助活動と関連機関・専門職との連携
11．生活保護世帯の動向と課題
12．生活困窮者自立支援法の成立、低所得・貧困層への自立支援政策（自立支援プログラムなど）
13．低所得・貧困層への他の政策（児童扶養手当、生活福祉資金貸付制度、臨時福祉給付金など）・

ミニテスト2回目
14．生活保護法の法改正の趣旨と関連する政策
15．生活保護行政の課題と生活困窮者自立支援法の成立後の課題・まとめ
試験・レポート等

［準備学習］
シラバスを踏まえ、事前にテキストを学習してくること。新聞やテレビなどで、貧困・低所得問題に関連す
るニュースや生活保護制度に関係する報道に、意識的に接するように努め、関心を持って読むこと。授業の後
は、講義内容を十分復習し、ノートを整理すること。理解度を深めるため、講義確認シートの提出を求める。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（MINERVA社会福祉士養成テキストブック14）
岩田正美・杉村宏編著『公的扶助論 低所得者に対
する支援と生活保護制度』第3版 ミネルヴァ書房

受講態度 10％
ミニテスト 20％
レポート 10％
試験 60％
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授業科目名 WMSW303 授業の種類 授業担当者

社会保障論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
病気・障害・老齢・失業・労災等による日常生活上のリスクが重大な生活困難・困窮を生まないように

予防的な、あるいはそれが生じた場合に事後的な生活保障として、主には公的責任で健康で文化的な最低
限度の生活を総合的に保障するのが社会保障制度である。社会保障論Ⅰの総論的内容と併せて、社会保障
論Ⅱでは各論的内容を理解し、社会保障についての基本的知識を修得することが本講義の目的である。こ
れによって、社会福祉士資格取得者が利用者支援のために様々な社会保障制度を社会資源として活用でき
るようにすることが本講義のねらいである。
［授業全体の内容の概要］
・日本の社会保障制度の体系と概要について理解する。
・日本の社会保険制度の具体的内容について理解する。
・諸外国における社会保障制度の概要について理解する。
［授業終了時の到達目標］
・日本の社会保障制度の体系と概要や具体的内容についての基本的知識を修得する。
・諸外国における社会保障制度の概要についての基本的知識を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

授業の日程と各回のテーマ・内容は以下の通り。授業方法は、社会保障の制度の理
解が中心であるが、映像教材・新聞記事・国家試験問題等を用いて、具体的事例を通
して理解できるようにする。各回とも、プリントを配布する。
1．社会保険の構造
2．社会保険1：医療保険①
3．社会保険1：医療保険②
4．社会保険1：医療保険③
5．社会保険1：医療保険④
6．社会保険2：介護保険①
7．社会保険2：介護保険②
8．社会保険2：介護保険③
9．社会保険3：労災補償保険
10．社会保険4：雇用保険
11．社会保険5：年金保険①
12．社会保険5：年金保険②
13．社会保険5：年金保険③
14．社会保険5：年金保険④
15．諸外国における社会保障制度の概要
授業到達目標達成度判定試験
［準備学習］
各回の授業とも、①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリン

ト及び教科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：中央法規『社会保障』最新版（第5版）。
参考書：『年金と保険の動向』最新版、『厚生労働

白書』最新版、その他授業時に資料として
適宜紹介。

受講態度 30％、試験 70％
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。
②期末試験：全体結果は追・再試後、研究室掲示板
にてフィードバックし、個別結果は希望に応じてフ
ィードバック
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授業科目名 WMSW304 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

地域福祉論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
・地域福祉の基本的考え方に基づき、地域福祉を推進するための方法とその実際について理解する。
・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際の地域活動について理解する。
・地域社会におけるネットワーキング（他職種・他機関との連携を含む）の意義と方法及びその実際につ
いて理解する。

・以上を総称して、地域福祉を推進するための方法としてコミュニティソーシャルワークを中心にその実
際のありかたを理解する。

［授業全体の内容の概要］
上記ねらいに沿って地域福祉の基本的考え方と歴史的・政策的過程を踏まえて、地域福祉の推進を図る

ための方法としてのコミュニティソーシャルワークを中心とした内容について学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
地域福祉とその推進が、なぜ今日の社会福祉の中心となって来たのか、歴史的意義と合わせて具体的推

進方法としてのコミュニティソーシャルワークと自治体・関係組織・団体・専門職・住民の役割・機能を
理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．地域福祉の推進について（オリエンテーション）
2．ネットワーキング（人・もの・情報等）の意義と実際
3．コミュニティソーシャルワークの意義と原則
4．コミュニティソーシャルワークの内容① ソーシャルワークの原則との関係
5．コミュニティソーシャルワークの内容② コミュニティワークとの関係
6．コミュニティソーシャルワークの内容③ ケアマネジメントとの関係
7．地域における社会資源の活用と方法① 社会資源（人・物・資金・情報）の理解
8．地域における社会資源の活用と方法② 住民主体とマンパワー
9．地域における社会資源の活用と方法③ 福祉情報システムの構築と必要性
10．地域における社会資源の活用・調整とその実際（事例を通して）
11．ソーシャルアクションと社会資源の開発の意義と目的（コミュニティソーシャルワーカ

ーの役割を含む）
12．地域トータルケアシステムの構築方法と実際①

地域における福祉ニーズ（生活課題）の質量把握とその解決のための地域における仕組
みづくり

13．地域トータルケアシステムの構築方法と実際② ニーズ把握とサービス提供の実際
14．地域における福祉サービスの評価方法と実際 さまざまな評価法と第三者評価
15．授業のまとめ
試験
［授業方法］

テキストならびにプリントによる講義形式で実施する。

［準備学習］
①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配付プリント及び教
科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：①新・社会福祉士養成講座「地域福祉の

理論と方法」中央法規、最新版（第3版？）、
②授業で配布するプリント

参考文献：各回のテーマに応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①小課題を含む受講態度30％、②試験70％
〈成績評価のフィードバック〉
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。②期末試験：
全体結果は追・再試後、研究室掲示板にてフィードバックし、
個別結果は希望に応じてフィードバック（周知期間は新学期
開始前まで）。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

地域福祉論Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
・地域福祉の基本的考え方に基づき、地域福祉を推進するための方法とその実際について理解する。
・地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際の地域活動について理解する。
・地域社会におけるネットワーキング（他職種・他機関との連携を含む）の意義と方法及びその実際につ
いて理解する。

・以上を総称して、地域福祉を推進するための方法としてコミュニティソーシャルワークを中心にその実
際のありかたを理解する。

［授業全体の内容の概要］
上記ねらいに沿って地域福祉の基本的考え方と歴史的・政策的過程を踏まえて、地域福祉の推進を図る

ための方法としてのコミュニティソーシャルワークを中心とした内容について学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
地域福祉とその推進が、なぜ今日の社会福祉の中心となって来たのか、歴史的意義と合わせて具体的推

進方法としてのコミュニティソーシャルワークと自治体・関係組織・団体・専門職・住民の役割・機能を
理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．地域福祉の推進について（オリエンテーション）
2．ネットワーキング（人・もの・情報等）の意義と実際
3．コミュニティソーシャルワークの意義と原則
4．コミュニティソーシャルワークの内容① ソーシャルワークの原則との関係
5．コミュニティソーシャルワークの内容② コミュニティワークとの関係
6．コミュニティソーシャルワークの内容③ ケアマネジメントとの関係
7．地域における社会資源の活用と方法① 社会資源（人・物・資金・情報）の理解
8．地域における社会資源の活用と方法② 住民主体とマンパワー
9．地域における社会資源の活用と方法③ 福祉情報システムの構築と必要性
10．地域における社会資源の活用・調整とその実際（事例を通して）
11．ソーシャルアクションと社会資源の開発の意義と目的（コミュニティソーシャルワーカ

ーの役割を含む）
12．地域トータルケアシステムの構築方法と実際①

地域における福祉ニーズ（生活課題）の質量把握とその解決のための地域における仕組
みづくり

13．地域トータルケアシステムの構築方法と実際② ニーズ把握とサービス提供の実際
14．地域における福祉サービスの評価方法と実際 さまざまな評価法と第三者評価
15．授業のまとめ
試験
［授業方法］

テキストならびにプリントによる講義形式で実施する。

［準備学習］
①授業前は、予習として該当部分の教科書を読んでおき、②授業後は、復習として、配布プリント及び教
科書を読み返し、重要と思った箇所に下線を引き、疑問点は授業後に教員に質問するようにすること。
各回とも①②に3時間（計45時間）、期末試験準備学習に15時間の計60時間以上の授業外学修を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
新・社会福祉士養成講座「地域福祉の理論と方法」
中央法規、最新版（第3版）
参考文献：各回のテーマに応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①小課題を含む日常点30％、②期末試験70％
〈成績評価のフィードバック〉
①小課題の解答：次回授業でフィードバック。
②期末試験：全体結果は追・再試後、研究室掲示板にてフィ
ードバックし、個別結果は希望に応じてフィードバック。
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授業科目名 授業の種類

2014年度以前入学者用

ジェンダーと社会福祉 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
ジェンダーの視点から現代日本の社会福祉制度を考える。社会福祉制度に関する法に基づき、社会にお

ける実態と問題点を理解し、公的支援制度および民間の支援策を学習する。
［授業全体の内容の概要］
社会福祉制度の根拠となる法制度および社会における公的支援制度および民間の支援策について具体的

に学習する。ジェンダーの視点から現代社会の実態と制度の問題点を議論する。具体的な事例について、
新聞記事やビデオで学習する。
各回、授業終了時に感想文を提出する。次の授業で、各自の意見、感想についてフィードバックする。
［授業終了時の到達目標］
現代社会における社会福祉について、ジェンダーの視点を持つことで柔軟に考えることができるように

なる。社会福祉制度の根拠となる法制度および社会における公的制度と民間の支援策を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ジェンダーと社会福祉 売春防止法から男女共同参画社会へ
2．ジェンダーの定義 多様な性 差別を見抜くジェンダーの視点の重要性
3．男女共同参画社会基本法成立まで
4．男女共同参画社会基本法の意義
5．男女共同参画社会の現在
6．ジェンダーで考えるひとり親家庭 母子家庭・父子家庭それぞれの問題
7．母と子の権利 母子寡婦福祉法 多様な支援策
8．問題のある家族 家族支援策 専門員のいる相談所 支援を受ける側と援助者
9．諸外国における家族支援政策
10．ジェンダーで考える児童虐待 実態・問題点・支援策
11．生まれる命 生殖医療とコウノトリのゆりかご・特別養子縁組
12．児童福祉法に基づく母子生活支援施設 支援を受ける側と援助者
13．雇用機会均等法の成立と改正・ワークライフバランス
14．働く母親支援政策 育児・介護休業法 保育政策
15．ジェンダーと基本的人権 個人を大切にする視点
試験
［準備学習］
現代社会における問題に関心を持ち、ニュースや新聞を読みましょう。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
使用テキストは定めないが、各回必要に応じてプリントを配布す

る。参考文献は以下に示す。
『ジェンダーで読む21世紀の福祉政策』杉本貴代栄（有斐閣）
『はじめて学ぶジェンダー論』伊田広行（大月書店）
『男女共同参画社会が問いかけるもの』伊藤公雄（インパクト出版会）
『新しいソーシャルワーク入門』河野貴代美・杉本貴代栄（学陽書
房）／『福祉国家とジェンダー』大沢真理（明石書店）

各回授業の感想文提出 30％
試験 70％
合計 100％で評価する。
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授業科目名 WMSW405 授業の種類 授業担当者

医療福祉論 （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3年次・後期 選択
［授業の目的］
・医療ソーシャルワーカーにとって必要となる医療保険制度（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。

・保健医療サービスにおける専門職の役割を把握し、医療機関内においてはコメディカルとしての在り方、
地域においては保健・福祉サービス関係者との連携・多職種恊働の在り方について学ぶ。

［授業全体の内容の概要］
相談事例等を取り上げ、講義中心に行う。

［授業終了時の到達目標］
医療福祉に存在する課題を理解し、医療ソーシャルワークについて理解を深め、医療福祉分野において

即戦力となる専門家を養成していくこと。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．医療保険制度の概要並びに医療制度の動向について
2．診療報酬制度の概要について医療施設の概要等について
3．保健医療サービスにおける専門職の役割と実際①
4．保健医療サービスにおける専門職の役割と実際② 旧・新医療ソーシャルワーカ

ー業務指針からみた医療ソーシャルワーカーの役割の推移
5．保健医療サービス関係者との連携と実際① 医療機関内における連携の在り方
6．保健医療サービスにおける専門職の役割と実際② 地域における他職種との連携

の在り方
7．ターミナルケアにおける医療ソーシャルワーカーの役割と実際
8．事例検討①
9．事例検討②
10．事例検討③
11．事例検討④
12．医療ソーシャルワーカーに求められるアセスメントの在り方
13．医療ソーシャルワーカーに求められる倫理観と病院憲章について
14．社会福祉士からみる医療ソーシャルワーカーの在り方について
15．総括
定期試験
［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
MINERVA社会福祉士養成テキストブック
『保健医療サービス』ミネルヴァ書房

受講態度 30％
定期試験 70％

128



授業科目名 WMSW306 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

福祉行財政と福祉計画 （ 講義・演習・実習 ） 長沼 明
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門
職の役割を含む）について理解する。・福祉行財政の実際について理解する。・福祉計画の意義や目的、
主体、方法、留意点について理解する。

［授業全体の内容の概要］
福祉行政の実施体制とその役割を理解した上で、福祉行政を担うそれぞれの主体が、複雑化、多様化す

る福祉問題にどのように対応するのか、その課題と展望を検討していく。市町村地域福祉計画などを具体
的に取り上げ、福祉計画の特質及び必要性及び計画策定における住民参加の方式について学ぶと共にその
技術的側面についても習得する。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉行政における行財政及び福祉計画の理論と実際を理解する。福祉行政に関わる多様な主体の役

割と連携のあり方について理解を深める。福祉計画策定の背後にある考え方、その過程と実施について理
解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉行政の歴史・制度の歩み
2．福祉行政の実施体制①（国）
3．福祉行政の実施体制②（地方自治体）
4．福祉財政の構造①（国）
5．福祉財政の構造②（地方自治体）
6．福祉行政の組織及び団体の役割①（福祉事務所、児童相談所、婦人相談所）
7．福祉行政の組織及び団体の役割②（身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談

所、地域包括支援センター）・ミニテスト1
回目

8．福祉行政における専門職の役割と連携
9．福祉計画の意義と目的
10．福祉計画における住民参加の意義と方法
11．福祉計画の主体と計画の種類
12．福祉計画の策定過程と方法
13．福祉計画の評価・ミニテスト2回目
14．福祉計画の実際
15．まとめ
試験
［準備学習］
事前学習では、シラバスに即したテキストの学習と、自分の住む自治体の福祉行政の実施体制や財政、

福祉計画について、ホームページ等で調べ、まとめておくこと。事後学習は、前回の講義内容を十分復習
すること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：
新・社会福祉士養成講座10
『福祉行財政と福祉計画』第5版
社会福祉士養成講座編集委員会編、中央法規出版

受講態度 10％
ミニテスト 20％
試験 70％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

福祉行財政と福祉計画 （ 講義・演習・実習 ） 長沼 明
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
・福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門
職の役割を含む）について理解する。・福祉行財政の実際について理解する。・福祉計画の意義や目的、
主体、方法、留意点について理解する。

［授業全体の内容の概要］
福祉行政の実施体制とその役割を理解した上で、福祉行政を担うそれぞれの主体が、複雑化、多様化す

る福祉問題にどのように対応するのか、その課題と展望を検討していく。市町村地域福祉計画などを具体
的に取り上げ、福祉計画の特質及び必要性及び計画策定における住民参加の方式について学ぶと共にその
技術的側面についても習得する。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉行政における行財政及び福祉計画の理論と実際を理解する。福祉行政に関わる多様な主体の役

割と連携のあり方について理解を深める。福祉計画策定の背後にある考え方、その過程と実施について理
解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉行政の歴史・制度の歩み
2．福祉行政の実施体制①（国）
3．福祉行政の実施体制②（地方自治体）
4．福祉財政の構造①（国）
5．福祉財政の構造②（地方自治体）
6．福祉行政の組織及び団体の役割①（福祉事務所、児童相談所、婦人相談所）
7．福祉行政の組織及び団体の役割②（身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談

所、地域包括支援センター）・ミニテスト1
回目

8．福祉行政における専門職の役割と連携
9．福祉計画の意義と目的
10．福祉計画における住民参加の意義と方法
11．福祉計画の主体と計画の種類
12．福祉計画の策定過程と方法
13．福祉計画の評価・ミニテスト2回目
14．福祉計画の実際
15．まとめ
試験
［準備学習］
事前学習では、シラバスに即したテキストの学習と、自分の住む自治体の福祉行政の実施体制や財政、

福祉計画について、ホームページ等で調べ、まとめておくこと。事後学習は、前回の講義内容を十分復習
すること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：
新・社会福祉士養成講座10
『福祉行財政と福祉計画』第5版
社会福祉士養成講座編集委員会編、中央法規出版

受講態度 10％
ミニテスト 20％
試験 70％
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授業科目名 WMSW307 授業の種類 授業担当者

2017年度以降入学者用

障害児療育論 （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
障害児関連の法制度を学び、障害の種類や程度、障害児の育ちの特徴及び医療や福祉・教育領域の支援

方法を知ることにより心身に障害のある子どもの療育について理解を深める。
［授業全体の内容の概要］
1．障害児関連の法制度の概要を知る。
2．障害の概念や医療・福祉・教育の仕組みを知る。
3．障害の違いによる育ちの特徴や支援方法を知る。
［授業終了時の到達目標］
障害のある子どもについての正しい理解を深め、心のバリアを取り除き、ノーマライゼーションを推進

する役割を担う。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．「障害」とは何か・「療育」とは何か
2．障害のある子どもの生活を支える福祉や医療の制度
3．子どもの育ちと療育
4．療育における家庭への子育て支援
5．療育の種類と支援＆専門家との連携
6．地域における専門機関との連携
7．就学への移行と学校教育
8．療育実践のための留意点等
9．知的障害児への支援
10．肢体不自由児への支援
11．自閉症を伴う子どもへの支援
12．気になる子どもへの支援
13．遊び・運動・音楽を通しての支援
14．障害のある子どもの社会的自立に向けて
15．まとめ
試験
［準備学習］
①障害児についての自分の知識を整理する。②新聞記事の中から、障害児に関するものを見つけて、概要を整理する。③障害に関してテレビで取り上げられ
た番組を視聴し、その概要を整理する。④障害児をテーマとした書籍を読み、感想をまとめる。⑤障害児の親や関係者がまとめた書籍を読み、感想をまとめ
る。⑥授業で取り上げた障害児の映像を視聴したのち、その中で理解したこと、考えたことをレポートにまとめる。⑦障害児の育ちについて、理解したこと
をレポートにまとめる。⑨障害が重複したり、障害が重い子どもたちの育ちと支援について考える。⑩障害児を育てる家族の悩みや生き方について考える。
［履修要件］児童発達支援センターでの実習を希望する場合は、事前に履修しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：なし（授業時配布資料）
参考文献：小林保子・立松英子『保育者のための障

害児療育―理論と実践をつなぐ』
学術出版会 2013年

授業への取り組み（受講態度）40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％
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授業科目名 授業の種類

2014年度以前入学者用

社会福祉史 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
社会福祉の歴史を学ぶことにより、総合的に社会福祉を理解することを目的とする。
本講義を通して、社会福祉の発達過程を把握することは、現在の社会福祉政策の課題への理解にもつな

がると考えている。

［授業全体の内容の概要］
社会福祉の歴史を理解するためには、その時の社会を知ることが重要であると考える。
映像教材を活用し、その時代を把握することによって、社会福祉を歴史的に理解することの楽しさを学

んでほしい。

［授業終了時の到達目標］
社会福祉の歴史に関する基礎知識を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会福祉の歴史を学ぶ意義と方法
2．イギリスの救貧法
3．イギリスのソーシャルワーク実践
4．イギリスの社会保障政策
5．アメリカのソーシャルワーク実践
6．アメリカのワークフェア政策
7．ドイツの社会政策
8．近代以前の日本の慈善事業
9．明治・大正時代を理解する
10．日本における救貧政策と防貧政策
11．日本における民間篤志家の活躍
12．日本における社会事業の発展
13．日本における障害者福祉の発達
14．日本における自立運動
15．福祉国家の発展
レポート
［準備学習］
社会福祉の歴史を理解するために、時代のエピソードを学習しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない。
参考文献：『よくわかる社会福祉の歴史』

ミネルヴァ書房

受講態度 40％
レポート 60％
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授業科目名 WMSW308 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

就労支援サービス （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

8回 15時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
・相談援助活動において必要となる各種の就労支援制度について理解する。
・就労支援に係る組織、団体および専門職について理解する。
・就労支援分野との連携について理解する。

［授業全体の内容の概要］
就労支援について学ぶとともに、就業生活維持の支援も行えるように相談機関の連携の方策や地域生活

支援ネットワークについても学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
将来、生活困窮者や障害者など、就労支援が必要なあらゆる人々の支援が行えるような人材の育成を目

指す。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．就労支援の意味
2．労働に関する法律・制度
3．相談支援と就労支援
4．障害者就労支援
5．生活保護制度における就労支援
6．就労支援における専門職の役割
7．就労支援における新しい動き
8．就労支援における連携
試験

［準備学習］
事前学習では、テキストを読むとともに、関連する法律や制度について参考文献等で調べ、まとめてお

くこと。
事後学習では、講義内容を十分復習するとともに、関連する法律や制度について再度確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：なし（授業時配布資料）
参考文献：社会福祉士養成講座編集委員会編『就労

支援サービス』新・社会福祉士養成講座
中央法規 2015年

授業への取り組み（受講態度）40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

就労支援サービス （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

8回 15時間・1単位 4年次・後期 選択
［授業の目的］
・相談援助活動において必要となる各種の就労支援制度について理解する。
・就労支援に係る組織、団体および専門職について理解する。
・就労支援分野との連携について理解する。

［授業全体の内容の概要］
就労支援について学ぶとともに、就業生活維持の支援も行えるように相談機関の連携の方策や地域生活

支援ネットワークについても学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
将来、生活困窮者や障害者など、就労支援が必要なあらゆる人々の支援が行えるような人材の育成を目

指す。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．就労支援の意味
2．労働に関する法律・制度
3．相談支援と就労支援
4．障害者就労支援
5．生活保護制度における就労支援
6．就労支援における専門職の役割
7．就労支援における新しい動き
8．就労支援における連携
試験

［準備学習］
事前学習では、テキストを読むとともに、関連する法律や制度について参考文献等で調べ、まとめてお

くこと。
事後学習では、講義内容を十分復習するとともに、関連する法律や制度について再度確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：なし（授業時配布資料）
参考文献：社会福祉士養成講座編集委員会編『就労

支援サービス』新・社会福祉士養成講座
中央法規 2015年

授業への取り組み（受講態度）40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％

134



授業科目名 WMSW309 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

権利擁護と成年後見制度 （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
・権利擁護とは何か、その概要・実際について理解する。
・成年後見制度の概要（後見人等の役割を含む）・最近の動向等について理解する。
・社会的排除や虐待などの権利侵害や認知症などの日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁護活動の
実際について理解する。

［授業全体の内容の概要］
障害者や高齢者の福祉サービス利用者が侵害されやすい権利について理解するとともに権利侵害から利

用者を守る成年後見制度について学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
日本国憲法の基本原理を踏まえ、人権について理解し、権利擁護活動が実践できるための基本を身につ

ける。また、成年後見制度を理解し、展開するための基本を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．権利擁護とは何か
2．権利擁護の概要
3．権利擁護に関わる諸法制度
4．権利擁護に関わる組織・団体の役割と実際①（家庭裁判所・法務局・市町村の役割）
5．権利擁護に関わる組織・団体の役割と実際②（弁護士・司法書士・社会福祉士の役割）
6．権利擁護活動の実際①（認知症を有する者・消費者被害を受けた者への支援の実際）
7．権利擁護活動の実際②（性的被害・アルコール等依存症への対応の実際）
8．権利擁護活動の実際③（非行少年・ホームレスへの対応の実際）
9．権利擁護活動の実際④（多問題重複ケース・障害児／者への対応の実際）
10．権利擁護活動の実際⑤（高齢者を含む被虐待児／者への対応の実際）
11．成年後見制度①（成年後見制度の概要）
12．成年後見制度②（民法における親権や扶養の概要）
13．成年後見制度③（成年後見制度の最近の動向）
14．成年後見制度利用支援事業等の概要
15．まとめ
試験

［準備学習］
事前学習では、テキストを読むとともに、関連する法律や制度について参考文献等で調べ、まとめてお

くこと。
事後学習では、講義内容を十分復習するとともに、関連する法律や制度について再度確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：河東田博『権利擁護と成年後見制度』

2017年（初回授業時に配布）
参考文献：社会福祉士養成講座編集委員会編『権利

擁護と成年後見制度』新・社会福祉士養
成講座 中央法規 2015年

授業への取り組み（受講態度）40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

権利擁護と成年後見制度 （ 講義・演習・実習 ） 河東田 博
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 4年次・後期 選択
［授業の目的］
・権利擁護とは何か、その概要・実際について理解する。
・成年後見制度の概要（後見人等の役割を含む）・最近の動向等について理解する。
・社会的排除や虐待などの権利侵害や認知症などの日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁護活動の
実際について理解する。

［授業全体の内容の概要］
障害者や高齢者の福祉サービス利用者が侵害されやすい権利について理解するとともに権利侵害から利

用者を守る成年後見制度について学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
日本国憲法の基本原理を踏まえ、人権について理解し、権利擁護活動が実践できるための基本を身につ

ける。また、成年後見制度を理解し、展開するための基本を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．権利擁護とは何か
2．権利擁護の概要
3．権利擁護に関わる諸法制度
4．権利擁護に関わる組織・団体の役割と実際①（家庭裁判所・法務局・市町村の役割）
5．権利擁護に関わる組織・団体の役割と実際②（弁護士・司法書士・社会福祉士の役割）
6．権利擁護活動の実際①（認知症を有する者・消費者被害を受けた者への支援の実際）
7．権利擁護活動の実際②（性的被害・アルコール等依存症への対応の実際）
8．権利擁護活動の実際③（非行少年・ホームレスへの対応の実際）
9．権利擁護活動の実際④（多問題重複ケース・障害児／者への対応の実際）
10．権利擁護活動の実際⑤（高齢者を含む被虐待児／者への対応の実際）
11．成年後見制度①（成年後見制度の概要）
12．成年後見制度②（民法における親権や扶養の概要）
13．成年後見制度③（成年後見制度の最近の動向）
14．成年後見制度利用支援事業等の概要
15．まとめ
試験

［準備学習］
事前学習では、テキストを読むとともに、関連する法律や制度について参考文献等で調べ、まとめてお

くこと。
事後学習では、講義内容を十分復習するとともに、関連する法律や制度について再度確認すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：河東田博『権利擁護と成年後見制度』

2017年（初回授業時に配布）
参考文献：社会福祉士養成講座編集委員会編『権利

擁護と成年後見制度』新・社会福祉士養
成講座 中央法規 2015年

授業への取り組み（受講態度）40％
試験（コメントを付してフィードバックする）60％
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授業科目名 WMSW410 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

社会調査の基礎 （ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
・社会調査の意義と目的及び方法の概念について理解する。
・統計法の概要、社会調査における倫理や個人情報保護について理解する。
・量的調査の方法及び質的調査の方法について理解する。

［授業全体の内容の概要］
間接援助技術としての「社会調査法（ソーシャル・リサーチ）」について、その意義、歴史的変遷、専

門技術を学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
社会福祉の実践に必要な社会調査の意義、方法等について理解し、学生自らが自分の問題として地域生

活の課題をとらえ、解決するために活動することの大切さを具体的に理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
①社会調査の意義と目的
1．社会福祉分野における社会調査の意義
2．社会調査の対象
②統計法
3．統計法の概要
③社会調査における倫理
4．社会調査における倫理について
④社会調査における個人情報保護
5．社会調査における個人情報保護について
⑤量的調査の方法
6．量的調査の調査技術⑴ 全数調査と標本調査
7．量的調査の調査技術⑵ 横断調査と縦断調査
8．量的調査の調査技術⑶ 自計式調査と他計式調査
9．量的調査の調査技術⑷ 質問紙の作成方法と留意点
10．量的調査の調査技術⑸ 量的調査の集計と分析
⑥質的調査の方法
11．質的調査の調査技術⑴ 観察法
12．質的調査の調査技術⑵ 面接法
13．質的調査の調査技術⑶ 質的調査のデータの整理と分析
⑦社会調査の実施にあたっての ITの活用方法
14．社会調査と IT
15．まとめ
試験・レポート等

［準備学習］
〈講義前に〉基本的にテキストに沿って、要点を中心に解説していくため、講義前に該当箇所を読んでおくこと（所要時間 30分程度）。
〈講義後に〉配布資料も参考にしながら、ワークシート（講義内で配布する課題）を仕上げること（所要時間 60分程度）。また、講

義の初めに前回講義の振り返りを兼ねた小テストを行うため、講義後には必ず復習を行うこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：社会福祉士養成講座編集委員会（編）、

新・社会福祉士養成講座〈5〉社会調査
の基礎【第3版】、中央法規出版、2013．

参考文献：特に無いが、講義内で適宜紹介する

小テスト 40％
試験 60％ の割合で総合的に評価する。
なお、本講義はルーブリックシステムを採用し

ており、小テストの成績により学習達成度を示し
た学習達成度評価シートを全員に配布し、希望者
には期末試験の結果および正答例を開示する。
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授業科目名 WMSW311 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

更生保護制度 （ 講義・演習・実習 ） 髙池 俊子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

8回 15時間・1単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
・相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解する。
・更生保護を中心に、刑事司法・少年司法分野で活動する組織、団体及び専門職について理解する。
・刑事司法・少年司法分野の他機関等との連携の在り方について理解する。

［授業全体の内容の概要］
更生保護と相談援助。

［授業終了時の到達目標］
犯罪者の社会的回復の支援のあり方を、社会福祉の立場から学習し、司法ソーシャルワークの分野でも

活躍できる人材を育成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．更生保護制度の概要
2．刑事司法の中の更生保護
3．保護観察、生活環境調整、仮釈放等について
4．更生緊急保護、恩赦について
5．被害者支援と犯罪予防
6．更生保護制度の担い手（保護観察官、保護司、更生保護施設等について）
7．更生保護制度における関係機関・団体との連携（検察庁、裁判所、矯正施設との

連携及び就労支援団体、福祉機関、民間団体との連携）
8．医療観察制度の概要と更生保護における近年の動向と課題
試験

［準備学習］
1．テキストの指定された範囲を授業前に読んでくること。
2．配布する事前・事後学習ペイパー（Ａ4・1～2枚）に記入して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「新・社会福祉士養成講座20

更生保護制度」（中央法規）
受講態度・提出物 40％
試験（持込み可）60％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

更生保護制度 （ 講義・演習・実習 ） 髙池 俊子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

8回 15時間・1単位 4年次・前期 選択
［授業の目的］
・相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解する。
・更生保護を中心に、刑事司法・少年司法分野で活動する組織、団体及び専門職について理解する。
・刑事司法・少年司法分野の他機関等との連携の在り方について理解する。

［授業全体の内容の概要］
更生保護と相談援助。

［授業終了時の到達目標］
犯罪者の社会的回復の支援のあり方を、社会福祉の立場から学習し、司法ソーシャルワークの分野でも

活躍できる人材を育成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．更生保護制度の概要
2．刑事司法の中の更生保護
3．保護観察、生活環境調整、仮釈放等について
4．更生緊急保護、恩赦について
5．被害者支援と犯罪予防
6．更生保護制度の担い手（保護観察官、保護司、更生保護施設等について）
7．更生保護制度における関係機関・団体との連携（検察庁、裁判所、矯正施設との

連携及び就労支援団体、福祉機関、民間団体との連携）
8．医療観察制度の概要と更生保護における近年の動向と課題
試験

［準備学習］
1．テキストの指定された範囲を授業前に読んでくること。
2．配布する事前・事後学習ペイパー（Ａ4・1～2枚）に記入して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「新・社会福祉士養成講座20

更生保護制度」（中央法規）
受講態度・提出物 40％
試験（持込み可）60％
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授業科目名 WMSW312 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

福祉サービスの組織と経営（ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
利用者主体で質の高い福祉サービスを提供するための福祉経営について、法制度、経営理論、経営の方

法と実務を学び、最近の動向と今後の社会的ニーズを理解する。
［授業全体の内容の概要］
福祉サービスを提供する事業体、福祉経営に関する基礎理論、管理運営の方法、実務について学習する。

［授業終了時の到達目標］
①福祉サービスに係わる組織や団体を理解している。
②福祉経営に関する基礎理論を理解している。
③福祉サービスの管理運営の方法を理解している。
④福祉経営の実務を理解している。
⑤福祉経営の現状と今後の社会的ニーズを理解している。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉サービスとは
2．福祉サービスの経営管理
3．福祉サービスに係わる組織や団体1（社会福祉法人）
4．福祉サービスに係わる組織や団体2（特定非営利活動法人）
5．福祉サービスに係わる組織や団体3（その他の組織や団体）
6．福祉経営に関する基礎理論1（経営戦略）
7．福祉経営に関する基礎理論2（事業計画、組織、管理）
8．福祉経営に関する基礎理論3（集団の力学、リーダーシップ）
9．福祉サービスの管理運営の方法1（サービスマネジメント）
10．福祉サービスの管理運営の方法2（プロセスアプローチ、リスクマネジメント）
11．福祉サービスの管理運営の方法3（サービスの方向性と質の評価）
12．福祉経営の実際1（人事・労務管理）
13．福祉経営の実際2（人材評価・人材育成）
14．福祉経営の実際3（財務管理と会計）
15．福祉経営の実際4（情報管理）
小テスト・レポート

［準備学習］
①テキストの単元ごとに要約をまとめたプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②授業の前半および後半に、指示された課題をレポートにまとめる。（各15時間、2回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「福祉サービスの組織と経営」中央法規 小テスト：40％

レポート：60％
小テストは授業中に採点、レポートは講評を行う。
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授業科目名 WMSW312 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

福祉経営 （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
利用者主体で質の高い福祉サービスを提供するための福祉経営について、法制度、経営理論、経営の方

法と実務を学び、最近の動向と今後の社会的ニーズを理解する。
［授業全体の内容の概要］
福祉サービスを提供する事業体、福祉経営に関する基礎理論、管理運営の方法、実務について学習する。

［授業終了時の到達目標］
①福祉サービスに係わる組織や団体を理解している。
②福祉経営に関する基礎理論を理解している。
③福祉サービスの管理運営の方法を理解している。
④福祉経営の実務を理解している。
⑤福祉経営の現状と今後の社会的ニーズを理解している。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．福祉サービスとは
2．福祉サービスの経営管理
3．福祉サービスに係わる組織や団体1（社会福祉法人）
4．福祉サービスに係わる組織や団体2（特定非営利活動法人）
5．福祉サービスに係わる組織や団体3（その他の組織や団体）
6．福祉経営に関する基礎理論1（経営戦略）
7．福祉経営に関する基礎理論2（事業計画、組織、管理）
8．福祉経営に関する基礎理論3（集団の力学、リーダーシップ）
9．福祉サービスの管理運営の方法1（サービスマネジメント）
10．福祉サービスの管理運営の方法2（プロセスアプローチ、リスクマネジメント）
11．福祉サービスの管理運営の方法3（サービスの方向性と質の評価）
12．福祉経営の実際1（人事・労務管理）
13．福祉経営の実際2（人材評価・人材育成）
14．福祉経営の実際3（財務管理と会計）
15．福祉経営の実際4（情報管理）
小テスト・レポート

［準備学習］
①テキストの単元ごとに要約をまとめたプリントを使って予習、復習する。（各2時間、15回）
②授業の前半および後半に、指示された課題をレポートにまとめる。（各15時間、2回）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「福祉サービスの組織と経営」中央法規 小テスト：40％

レポート：60％
小テストは授業中に採点、レポートは講評を行う。
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授業科目名 WMSW313 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助の理論と方法Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
・相談援助における人と環境との交互作用に関する理論について理解する。
・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。

［授業全体の内容の概要］
講義形式で授業を行い、援助活動として有効な援助方法を理解する。

［授業終了時の到達目標］
人と環境との交互作用にどのようにソーシャルワークは介入するのか、その援助過程を理解し、介入し

ていくために必要となるソーシャルワーカーの視点を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．相談援助過程・インテークからインターベンションまで
2．相談援助過程・モニタリングと評価①
3．相談援助過程・モニタリングと評価②
4．相談援助過程・支援の終結と効果測定
5．相談援助過程・アフターケア
6．集団を活用した相談援助・意義、目的、方法（交互作用モデルを中心に）
7．集団を活用した相談援助・家族支援
8．集団を活用した援助方法・自助グループ
9．ネットワーキング・連携の意義、目的、方法
10．ネットワーキング・ソーシャルサポートネットワーク、ケースカンファレンス
11．スーパービジョン
12．コンサルテーション
13．記録と個人情報の保護
14．相談援助における情報通信技術の活用
15．総括
試験

［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
ソーシャルワーカー教育シリーズ ソーシャルワー
クの理論と方法Ⅱ、みらい

受講態度 40％
定期試験 60％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助の理論と方法Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
・相談援助における人と環境との交互作用に関する理論について理解する。
・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。

［授業全体の内容の概要］
講義形式で授業を行い、援助活動として有効な援助方法を理解する。

［授業終了時の到達目標］
人と環境との交互作用にどのようにソーシャルワークは介入するのか、その援助過程を理解し、介入し

ていくために必要となるソーシャルワーカーの視点を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．相談援助過程・インテークからインターベンションまで
2．相談援助過程・モニタリングと評価①
3．相談援助過程・モニタリングと評価②
4．相談援助過程・支援の終結と効果測定
5．相談援助過程・アフターケア
6．集団を活用した相談援助・意義、目的、方法（交互作用モデルを中心に）
7．集団を活用した相談援助・家族支援
8．集団を活用した援助方法・自助グループ
9．ネットワーキング・連携の意義、目的、方法
10．ネットワーキング・ソーシャルサポートネットワーク、ケースカンファレンス
11．スーパービジョン
12．コンサルテーション
13．記録と個人情報の保護
14．相談援助における情報通信技術の活用
15．総括
試験

［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
ソーシャルワーカー教育シリーズ ソーシャルワー
クの理論と方法Ⅱ、みらい

受講態度 40％
定期試験 60％
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授業科目名 WMSW314 授業の種類 授業担当者

相談援助の理論と方法Ⅲ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
相談援助の過程とそれに係わ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）
［授業全体の内容の概要］
ケアマネジメントは21世紀における社会福祉援助技術の分野である。すなわち心身に障害を担う高齢者、

重度の障害者等にかかわる生活支援を、保健・医療・福祉の連携と恊働のもとに行おうとする社会福祉の
制度を理解し実践力を身につける。このため介護保険制度、障害者自立支援法、社会福祉法によって新た
な理念価値のもとに、保健・医療・福祉の統合的な生活支援の展開過程を学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉における総合福祉の制度的要請であるケアマネジメントの専門的な価値・知識・技法を理解し

実践能力を身につける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ケアマネジメントの概念
2．高齢者・重度障害者等の担う生活課題について
3．ケアマネジメントにおけるヒューマニティ（人間性）とサイエンス（科学性）に

ついて
4．介護保険法による自立支援の実践における理念価値と実践価値の統合
5．障害者自立支援法等にかかわるケアマネジメントについて
6．ケアマネジメントの展開過程
7．相談・面接の意義と技法
8．ケアプランの作成の意義・目的・方法
9．ケアプランの作成・意義・目的・方法
10．アセスメントの意義と技法
11．アセスメントの実践
12．ケアカンファレンス（サービス担当者会議）の意義・目的・運営の方法等
13．ケアプラン作成の実践・評価
14．実践事例から学ぶ
15．実践事例から学ぶ
〈試験〉
［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（使用テキスト）
ソーシャルワーカー教育シリーズ
『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』みらい
（参考文献）
『生活支援の理論と実践』中央法規

定期試験 70％
受講態度 30％
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授業科目名 WMSW315 授業の種類 授業担当者

相談援助の理論と方法Ⅳ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
・相談援助における人と環境との交互作用に関する理論について理解する。
・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。

［授業全体の内容の概要］
講義形式で授業を行い、援助活動として有効な援助方法を理解する。

［授業終了時の到達目標］
人と環境との交互作用にどのようにソーシャルワークは介入するのか、その援助過程を理解し、介入し

ていくために必要となるソーシャルワーカーの視点を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．実践モデルの理解・治療モデル
2．実践モデルの理解・生活モデル
3．実践モデルの理解・ストレングスモデル
4．実践モデルの理解・心理社会的アプローチと機能的アプローチ
5．実践モデルの理解・問題解決アプローチと課題中心アプローチ
6．実践モデルの理解・危機介入アプローチと行動変容アプローチ
7．実践モデルの理解・エンパワメントアプローチ
8．実践モデルの理解・ナラティブアプローチ
9．実践モデルの理解・ソリューションフォーカスアプローチ
10．実践モデルの理解・ターミナルケアにおけるスピリチュアルケアの在り方
11．危機状態にある相談援助事例①社会的排除、ホームレス
12．危機状態にある相談援助事例② DV
13．危機状態にある相談援助事例③虐待
14．危機状態にある相談援助事例④ターミナルケア
15．総括
レポート

［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
ソーシャルワーカー教育シリーズ
『ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ・Ⅱ』みらい

受講態度 40％
定期試験扱いレポート 60％
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助演習Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・
地域）を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅱでは、以下に掲げる具体的な課題別の相談援助事例（集団に対する相談援助事例を含む）を活用
し、総合的かつ包括的な相談援助について理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
社会的排除の問題を含む様々な分野の問題に対する相談援助実践について、社会問題と関連付けながら事例を通
して理解し、総合的かつ包括的な相談援助を実践できる能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．総合的包括的な相談援助について
2．高齢者とその家族への相談援助①（退院援助）
3．高齢者とその家族への相談援助②（介護家族支援）
4．高齢者とその家族への相談援助③（高齢者虐待）
5．障害者とその家族への相談援助①（身体障害者）
6．障害者とその家族への相談援助②（知的障害者）
7．障害者とその家族への相談援助③（発達障害者）
8．障害者とその家族への相談援助④（精神障害者）
9．児童とその家族への相談援助①（児童養護施設入所）
10．児童とその家族への相談援助②（学校でのいじめ）
11．児童とその家族への相談援助③（児童虐待）
12．DVに関する相談援助
13．ホームレスに関する相談援助
14．低所得者とその家族への相談援助
15．まとめ
期末レポート
［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）総合的かつ包括的な相談援助の視点から、授業で取り上げた相談援助事例を振り返ってみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 WMSW316 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助演習Ⅲ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立て
ていくことができる能力を涵養する。
①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。
②個別指導並びに集団指導（ロールプレイング等）を中心とする演習形態により行う。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・家族、集団・組織、地域）
を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
演習Ⅲでは、相談援助過程（インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、効果測定、終結とア
フターケア）における各過程の意義と役割及び支援方法について、アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社
会資源の活用・調整・開発等の支援方法を活用し、以下に掲げる具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した実技指
導を行い、総合的かつ包括的な相談援助の理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
相談援助の各過程の意義と役割及び支援方法を理解し、アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の
活用・調整・開発等を活用して総合的かつ包括的な相談援助を実践する能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．プライバシー・自己決定に配慮した利用者とその家族へのソーシャルワーク支援①：
倫理綱領・行動規範に基づく利用者の尊厳を尊重するソーシャルワーク支援

2．プライバシー・自己決定に配慮した利用者とその家族へのソーシャルワーク支援②：
家族へのソーシャルワーク支援

3．相談援助過程（インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、効果
測定、終結とアフターケア）における各過程の意義と役割

4．総合的かつ包括的な相談援助におけるアウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、
社会資源の活用・調整・開発等を活用した支援方法

5．相談援助過程の意義と役割及び支援方法①：インテーク・アセスメント段階①
：インテーク面接、人の観察方法

6．相談援助過程の意義と役割及び支援方法②：インテーク・アセスメント段階②：応答技法
7．相談援助過程の意義と役割及び支援方法③：インテーク・アセスメント段階③：

アセスメント、記録方法
8．相談援助過程の意義と役割及び支援方法④：支援におけるプランニング段階①：援助目標設定
9．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑤：支援におけるプランニング段階②：支援内容の計
画等

10．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑥：支援における実施段階：
アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発等を活用した支援の実施

11．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑦：支援におけるモニタリング・効果測定段階
12．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑧：支援における終結段階とアフターケア
13．グループワークの展開過程
14．グループワークの展開事例
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、相談援助の各過程の意義・役割・支援方法についての理解を自分の言葉でまとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助演習Ⅲ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立て
ていくことができる能力を涵養する。
①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。
②個別指導並びに集団指導（ロールプレイング等）を中心とする演習形態により行う。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・家族、集団・組織、地域）
を観察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
演習Ⅲでは、相談援助過程（インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、効果測定、終結とア
フターケア）における各過程の意義と役割及び支援方法について、アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社
会資源の活用・調整・開発等の支援方法を活用し、以下に掲げる具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した実技指
導を行い、総合的かつ包括的な相談援助の理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
相談援助の各過程の意義と役割及び支援方法を理解し、アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の
活用・調整・開発等を活用して総合的かつ包括的な相談援助を実践する能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．プライバシー・自己決定に配慮した利用者とその家族へのソーシャルワーク支援①：
倫理綱領・行動規範に基づく利用者の尊厳を尊重するソーシャルワーク支援

2．プライバシー・自己決定に配慮した利用者とその家族へのソーシャルワーク支援②：
家族へのソーシャルワーク支援

3．相談援助過程（インテーク、アセスメント、プランニング、支援の実施、モニタリング、効果
測定、終結とアフターケア）における各過程の意義と役割

4．総合的かつ包括的な相談援助におけるアウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、
社会資源の活用・調整・開発等を活用した支援方法

5．相談援助過程の意義と役割及び支援方法①：インテーク・アセスメント段階①：
インテーク面接、人の観察方法

6．相談援助過程の意義と役割及び支援方法②：インテーク・アセスメント段階②：応答技法
7．相談援助過程の意義と役割及び支援方法③：インテーク・アセスメント段階③：

アセスメント、記録方法
8．相談援助過程の意義と役割及び支援方法④：支援におけるプランニング段階①：援助目標設定
9．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑤：支援におけるプランニング段階②：支援内容の計
画等

10．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑥：支援における実施段階：
アウトリーチ、チームアプローチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発等を活用した支援の実施

11．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑦：支援におけるモニタリング・効果測定段階
12．相談援助過程の意義と役割及び支援方法⑧：支援における終結段階とアフターケア
13．グループワークの展開過程
14．グループワークの展開事例
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、相談援助の各過程の意義・役割・支援方法についての理解を自分の言葉でまとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 WMSW317 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助演習Ⅳ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下

に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を
涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・地域）を観察－理解－分

析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅳでは、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活用し、地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握、

地域福祉の計画、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、サービスの評価について、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を行い、地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助について理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助に対して関心と理解を深め、実習先の地域福祉の基盤整備や福祉課題に関する事前学習に主体

的に取り組むことができる能力を修得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助とは
2．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法①：

地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握①：アウトリーチとは、アウトリーチ事例の分析
3．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法①：

地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握②：アウトリーチ事例にもとづく討議等
4．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画①：地域福祉計画とは
5．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画②：地域福祉計画事例の分析
6．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画③：事例に基づく討議等
7．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング①：ネットワーキングとは
8．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング②：ネットワーキング事例の分析
9．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング③：事例に基づく討議等
10．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：

社会資源の活用・調整・開発①：社会資源の活用・調整・開発とは
11．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：

社会資源の活用・調整・開発②：社会資源の活用・調整・開発事例の分析
12．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：社会資源の活用・調整・開発③：事例に基づく討議等
13．サービスの評価⑤：事例①：サービス評価とは
14．サービスの評価⑤：事例②：サービス評価事例の分析
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、地域福祉の基盤整備と開発に係る様々な相談援助方法について、その内容や具体的方法を自分の言葉で
まとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助演習Ⅳ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・後期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下

に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立てていくことができる能力を
涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・地域）を観察－理解－分

析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅳでは、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活用し、地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握、

地域福祉の計画、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、サービスの評価について、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を行い、地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助について理解を深める。
［授業終了時の到達目標］
地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助に対して関心と理解を深め、実習先の地域福祉の基盤整備や福祉課題に関する事前学習に主体

的に取り組むことができる能力を修得する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助とは
2．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法①：

地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握①：アウトリーチとは、アウトリーチ事例の分析
3．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法①：

地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握②：アウトリーチ事例にもとづく討議等
4．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画①：地域福祉計画とは
5．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画②：地域福祉計画事例の分析
6．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法②：地域福祉の計画③：事例に基づく討議等
7．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング①：ネットワーキングとは
8．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング②：ネットワーキング事例の分析
9．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法③：ネットワーキング③：事例に基づく討議等
10．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：

社会資源の活用・調整・開発①：社会資源の活用・調整・開発とは
11．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：

社会資源の活用・調整・開発②：社会資源の活用・調整・開発事例の分析
12．地域福祉の基盤整備と開発に係る相談援助の支援方法④：社会資源の活用・調整・開発③：事例に基づく討議等
13．サービスの評価⑤：事例①：サービス評価とは
14．サービスの評価⑤：事例②：サービス評価事例の分析
15．まとめ
期末レポート

［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、地域福祉の基盤整備と開発に係る様々な相談援助方法について、その内容や具体的方法を自分の言葉で
まとめ、述べてみること。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 WMSW418 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助演習Ⅴ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・後期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立て
ていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・地域）を観
察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅴでは、相談援助実習を振り返り、相談援助職がソーシャルワークの知識・技術を活用してどのように関わり、
ソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプローチがどのように効果的に用いられていたかを確認し相談援助の役割
を総括するとともに、相談援助者としての自己覚知を深める。
［授業終了時の到達目標］
実習体験を追体験し、観察－理解－分析段階を通して実習体験を深化させ、利用者、専門職、組織、専門性、社会資源・制
度、地域、実習生等が抱える課題と強みを発見し、これらに対する支援活動の妥当性や課題について理論化し体系立てて考え
ることができる能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
Ⅰ 相談援助実習を振り返り、以下の様々な分野・課題別の事例を通して、相談援助職がソーシャルワー

クの知識・技術を活用してどのように関わっていたかを確認し、評価する。
1．事例検討①：社会的排除の事例
2．事例検討②：虐待（児童・高齢者）の事例
3．事例検討③：家庭内暴力（D.V．）の事例
4．事例検討④：低所得者の事例
5．事例検討⑤：ホームレスの事例
6．事例検討⑥：その他危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動を含む）、集団及び地域に対する相

談援助事例。
Ⅱ 相談援助実習事例を振り返り、以下の代表的なソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプ

ローチがどのように効果的に用いられていたかを確認し、相談援助の役割を総括するとともに、相談
援助者としての自己覚知を深める。

7．事例理解①：治療モデルと生活モデルを用いた事例
8．事例理解②：心理社会的アプローチ、機能的アプローチを用いた事例
9．事例理解③：問題解決アプローチ、危機介入アプローチを用いた事例
10．事例理解④：エンパワメントアプローチ、家族療法的アプローチを用いた事例
11．事例理解⑤：グループワークの理論を用いた事例①
12．事例理解⑥：グループワークの理論を用いた事例②
13．事例理解⑦：コミュニティワークの理論を用いた事例①
14．事例理解⑧：コミュニティワークの理論を用いた事例②
15．まとめ：1～14の事例を通して、相談援助実習での体験的な学びを基に自己覚知を深め、演習Ⅰ～Ⅴ

の学びを総括する。
期末レポート
［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、ソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプローチがどのように効果的に用いられていたかの
観点から、実習場面で得た事例を振り返り、その学びを実習総括報告書や実習報告会の発表に活かしていくこと。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

相談援助演習Ⅴ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 4年次・前期 選択
［授業の目的］
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いれつつ、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、以下に掲げる方法（①②）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・理論化し体系立て
ていくことができる能力を涵養する。
①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。
②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。
［授業全体の内容の概要］
相談援助演習全過程（Ⅰ～Ⅴ）を通して、ミクロ・メゾ・マクロにわたる社会福祉の対象（個人・集団・組織・地域）を観
察－理解－分析して体験的に対象を理解する。また、自己の傾向・特徴に気づき自己理解を深める。
相談援助演習Ⅴでは、相談援助実習を振り返り、相談援助職がソーシャルワークの知識・技術を活用してどのように関わり、
ソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプローチがどのように効果的に用いられていたかを確認し相談援助の役割
を総括するとともに、相談援助者としての自己覚知を深める。
［授業終了時の到達目標］
実習体験を追体験し、観察－理解－分析段階を通して実習体験を深化させ、利用者、専門職、組織、専門性、社会資源・制
度、地域、実習生等が抱える課題と強みを発見し、これらに対する支援活動の妥当性や課題について理論化し体系立てて考え
ることができる能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
Ⅰ 相談援助実習を振り返り、以下の様々な分野・課題別の事例を通して、相談援助職がソーシャルワー

クの知識・技術を活用してどのように関わっていたかを確認し、評価する。
1．事例検討①：社会的排除の事例
2．事例検討②：虐待（児童・高齢者）の事例
3．事例検討③：家庭内暴力（D.V.）の事例
4．事例検討④：低所得者の事例
5．事例検討⑤：ホームレスの事例
6．事例検討⑥：その他危機状態にある相談援助事例（権利擁護活動を含む）、集団及び地域に対する相

談援助事例。
Ⅱ 相談援助実習事例を振り返り、以下の代表的なソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプ

ローチがどのように効果的に用いられていたかを確認し、相談援助の役割を総括するとともに、相談
援助者としての自己覚知を深める。

7．事例理解①：治療モデルと生活モデルを用いた事例
8．事例理解②：心理社会的アプローチ、機能的アプローチを用いた事例
9．事例理解③：問題解決アプローチ、危機介入アプローチを用いた事例
10．事例理解④：エンパワメントアプローチ、家族療法的アプローチを用いた事例
11．事例理解⑤：グループワークの理論を用いた事例①
12．事例理解⑥：グループワークの理論を用いた事例②
13．事例理解⑦：コミュニティワークの理論を用いた事例①
14．事例理解⑧：コミュニティワークの理論を用いた事例②
15．まとめ：1～14の事例を通して、相談援助実習での体験的な学びを基に自己覚知を深め、演習Ⅰ～Ⅴ

の学びを総括する。
期末レポート
［準備学習］
（予習）授業前に使用テキストの該当箇所や配布資料を読んでおくこと。
（復習）授業後は、ソーシャルワークの理論・方法論・実践モデルやアプローチがどのように効果的に用いられていたかの
観点から、実習場面で得た事例を振り返り、その学びを実習総括報告書や実習報告会の発表に活かしていくこと。
（予習・復習の時間数）計15時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
白澤政和・福山和女・石川久展『社会福祉士相談援
助演習 第2版』中央法規出版、2015

〈成績評価の方法及び基準〉
①演習での取り組み態度20％
②提出物20％、③期末レポート60％
〈成績評価のフィードバック〉
①②は、授業時間内にフィードバックし、③はコ
メントを付してフィードバックする。
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授業科目名 WMSW419 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

相談援助実習指導Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
社会福祉士による特別講義や見学実習、現場体験学習を通して、社会福祉実践現場の理解を深め、3年次における相談援
助実習および相談援助実習指導Ⅱにおける実習先と実習課題を見出すとともに、自覚を高め、実践的に取り組む自己の可能
性を発見すること。
［授業全体の内容の概要］
授業全体を通して、以下の点について理解を深め、福祉相談援助の専門職に求められる基本的知識と倫理を身に着ける。
①実習生としての取組み態度と実習という学習形態の意義、②社会福祉施設の機能と役割および施設における各種専門職の
役割、③支援を必要としている利用者の実際、④施設職員や利用者との信頼関係の形成、⑤利用者実習における個人のプラ
イバシーの保護と守秘義務。
［授業終了時の到達目標］
福祉相談援助の専門職に求められる基本的知識と倫理を身に着け、次年度における相談援助実習指導Ⅱおよび相談援助実
習における実習先や実習課題及び実践的に取り組む自己の可能性を見出すこと。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．相談援助実習指導Ⅰのガイダンス：社会福祉士の役割と相談援助実習の目標と内容相談援助実習指導
Ⅰ・相談援助実習・相談援助実習指導Ⅱの関係・流れ・授業予定、相談援助実習及び相談援助実習指
導Ⅰと現場体験学習の関連性、実習契約と実習生の権利と義務、事務手続き、現場体験学習個人票配布

2．現場体験学習個人票作成指導（個人票の意義から清書まで）
3．見学実習の留意点：意義・目的・取組み態度（マナー、職業倫理、個人情報保護等）、訪問日時の設定等
4．見学実習先の理解1：実習計画書作成指導①根拠・関係法令の理解

＊見学実習（実習先訪問）：
実習指導者によるオリエンテーション、施設見学、実習内容の相談・打ち合わせ等

5．見学実習先の理解2：実習計画書作成指導②介護等のサービスの理解
6．見学実習先の理解3：実習計画書作成指導③利用者とのかかわり・ニーズの理解
7．見学実習先の理解4：実習計画書清書、実習記録ノート・お礼状の書き方等

＊現場体験学習（「総合福祉基礎実習」において実施）：介護等のサービスや利用者の理解等
8．現場体験学習の振り返り①：自己評価を中心とした振り返り
9．現場体験学習の振り返り②：事例を中心とした振り返り
10．現場体験学習の振り返り③：相談援助実習に向けた課題整理（現場体験学習の総括報告書の作成）
11．相談援助実習先の理解1：相談援助実習が可能な分野 ＊実習先希望票配布
12．相談援助実習先の理解2：社会福祉士実践紹介①（高齢分野）＊レポート提出
13．相談援助実習先の理解3：社会福祉士実践紹介②（障害分野）＊レポート提出
14．相談援助実習先の理解4：社会福祉士実践紹介③（児童・地域福祉分野）＊レポート提出
15．現場体験学習報告会、＊実習先希望票の提出
試験及びレポート（社会福祉士実践紹介・相談援助実習総括報告会への参加とレポート提出）

［準備学習］
（予習）相談援助実習指導Ⅰ・総合福祉基礎実習ガイダンスの出席、希望票・実習前課題の提出、見学実習、現場体験学習に関わる事前学習（個人票・現場体験
学習計画書・現場体験報告会発表原稿の作成等）、障害・高齢・児童・地域福祉等の相談援助実習分野における社会福祉士実践紹介のための準備学習を行うこと。
（復習）ガイダンス・見学実習・現場体験学習・社会福祉士実践紹介・相談援助実習報告会参加等の終了後には、必ず振り返り、課題レポートを作成し、相談
援助実習に向けた実習課題を整理できるように事後学習を行うこと。
（予習・復習時間数）15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：長谷川匡俊、上野谷加代子、白澤政和、

中谷陽明『社会福祉士相談援助実習第2
版』中央法規出版、浦和大学総合福祉学
部『相談援助実習の手引』

参考文献：各担当教員が必要に応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉①受講態度40％、②見
学実習・現場体験学習報告会（参加及びレポート）
20％、③社会福祉士実践紹介（参加及びレポート）
20％、④相談援助実習総括報告会（参加及びレポー
ト）10％、⑤その他の提出物10％
〈成績評価のフィードバック〉①～⑤について、そ
の都度、フィードバックする。
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授業科目名 WMSW420 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

相談援助実習指導Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・2単位 3年次・通年 選択
［授業の目的］
1．相談援助実習の意義について理解する。2．相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通じて、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。3．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。4．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。
［授業全体の内容の概要］
「相談援助実習の手引き」及び「実習記録ノート」を活用して個別指導を行い、実習前は、相談援助実習の意義・
目的と実習計画の作成、実習分野・施設についての基本的な知識、専門援助技術の基礎、個人のプライバシー保護
と守秘義務等について十分に理解し修得できるようにし、実習中は、巡回指導や帰校日指導を通して、また実習後
は、実習内容についての達成度の評価、実習総括報告書の作成、実習報告会での発表等を通して、適切に実習を評
価し総括できるようにする。
［授業終了時の到達目標］
福祉相談援助の専門職に求められる資質、技能、倫理を身に付けるとともに、自己に求められる課題を把握でき
るなどの総合的な問題対応能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
〈相談援助実習前〉
1．相談援助実習ガイダンス：
相談援助実習指導Ⅰの振り返りと相談援助実習指導
Ⅱの進め方等

2．実習分野の理解①：
基本知識の確認、実習個人票作成の留意点・指導

3．実習分野の理解②：実習分野の福祉課題の理解
4．実習先の理解①：根拠・関連法令の理解
5．実習先の理解②：運営経営の理解
6．実習先の理解③：利用者の理解
7．実習先の理解④：地域の理解
8．実習先の理解⑤：相談援助の方法等の理解
9．事前訪問の目的と留意点、電話での事前訪問依頼に
て必要とされるマナー

10．実習計画書の作成①：実習目標
11．実習計画書の作成②：実習課題
12．実習計画書の作成③：

課題達成に向けて取り組みたい内容
13．実習計画書の修正・清書、実習記録ノートの理解：

実習記録ノートの意義と書き方・書き方演習
14．実習中の留意点：巡回指導・帰校日指導の理解、倫

理・守秘義務等の理解
15．実習に向けての最終確認、自己評価〈相談援助実習後〉
レポート（ワークシート・実習計画書等の提出物）

〈相談援助実習後〉
16．相談援助実習後ガイダンス
17．相談援助実習振り返り①：職場実習：事例発表
18．相談援助実習振り返り②：職種実習：事例発表①
19．相談援助実習振り返り③：職種実習：事例発表②
20．相談援助実習振り返り④：

ソーシャルワーク実習：事例発表①
21．相談援助実習振り返り⑤：

ソーシャルワーク実習：事例発表②
22．相談援助実習振り返り⑥：

実習指導者評価と照らし合わせての自己評価、今後
の学習課題や実習総括報告書のテーマ確認

23．相談援助実習振り返り⑦：
実習総括報告書の作成①：実習概要

24．相談援助実習振り返り⑧：
実習総括報告書の作成②：課題の達成状況

25．相談援助実習振り返り⑨：
実習総括報告書の作成③：実習で学んだこと

26．相談援助実習振り返り⑩：
実習総括報告書の作成④：今後の課題

27．実習総括報告会①：報告会の企画、発表原稿の説明
28．実習総括報告会②：発表原稿準備
29．実習総括報告会③：発表原稿清書
30．実習総括報告会④：リハーサル
試験及びレポート（実習総括報告会での発表及び発表原稿）

〈相談援助実習前〉実習先事前訪問①：実習計画書の説明、事前課題や提出物確認等
実習先事前訪問②：実習計画書の修正等
〈相談援助実習中〉
巡回指導①実習指導者への学校側の教育方針や巡回指導内容の説明、実習指導者及び学生との2者・3者面談を通

しての実習生への指導（実習生の健康状態確認や不安の解消、実習記録ノートの点検・指導、実習の日
程や進捗状況の確認、実習指導者の指導内容を踏まえた実習上の課題解決等）。

巡回指導②実習指導者及び学生との2者・3者面談を通しての実習生への指導。
帰校日指導①②：実習生同士のグループワークによる振り返り、個別指導

［準備学習］
（予習）相談援助実習前の事前学習（春休みの課題・個人票・実習先理解のためのワークシート・相談援助実習計画書等の作成、事前訪問）、実習中の
帰校日指導、実習終了後の事後学習（自己評価表への記入、職場・職種・ソーシャルワークの各実習の事例作成、実習総括報告書・実習総括報告会発表
原稿の作成等）を行うこと。（復習）ガイダンス・実習先訪問・相談援助実習等の終了後には、必ず振り返り、実習総括報告書・実習総括報告会発表等
を通して相談援助実習を総括し、相談援助職としての今後の課題を見出すことができるように事後学習を行うこと。
（予習・復習時間数）前・後期計30時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：長谷川匡俊、上野谷加代子、白澤政和、

中谷陽明『社会福祉士相談援助実習第2
版』中央法規出版、浦和大学総合福祉学
部『相談援助実習の手引』

参考文献：各担当教員が必要に応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①受講態度40％、②実習総括報告書30％、③実習
総括報告会（発表及び発表原稿）10％、④その他
の提出物20％
〈成績評価のフィードバック〉
①～④について、その都度、フィードバックする。

154



授業科目名 WMSW421 授業の種類 授業担当者

相談援助実習 （ 講義・演習・実習 ） 海野恵美子・河東田博・
田中康雄・矢野知彦・益子行弘

授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 180時間・4単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
1．社会福祉施設における現場体験を通して、社会福祉専門職として必要な専門知識・専門援助技術及び関連知識の内容の
理解を深める。

2．相談援助に必要な専門知識・専門援助技術を具体的・実際的に理解し、活用することにより、相談援助業務に必要な資
質を養い、その能力と実践的な技術の修得に努める。

3．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修得する。
4．具体的な体験や援助活動を、社会福祉援助技術の理論や体系に結びつける能力を養うことにより、技術能力を高める。
5．関連分野の専門職の人々と連携しながら援助を展開する意義とその具体的内容を理解する。
［授業全体の内容の概要］
実習中は、①利用者や職員との円滑な人間関係づくりの能力、②利用者のニーズを把握し、援助関係の構築や問題解決能
力を高めるように援助する能力、③職業倫理や就業規則の理解と仕事の責任を果たす能力等を高めるようにする。なお、実
習は、①健康状態の確認、②実習中の巡回指導、③実習記録ノートの作成と活用等に留意して実施する。
［授業終了時の到達目標］
職業倫理や就業規定を遵守して業務上の責任を遂行する能力、及び利用者や職員と円滑な人間関係を形成し関連分野の専
門職とも連携しつつ利用者の問題解決を図る相談援助の専門的能力を修得することにより、社会福祉士として求められる資
質、技能、倫理、課題把握等の総合的な問題対応能力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

日程：原則として、8月～9月の23日間以上（180時間以上）とする。
方法：宿泊、又は通勤による継続的な実習学習を行う。
内容：各実習施設の実習指導者と協議して定めた実習プログラムにより実施する。学生は実習指導

者により次の事項について指導を受ける。相談援助実習指導担当教員は、巡回指導等を通じ
て実習指導者との連絡調整を密に行い、実習状況について把握するとともに実習中の個別指
導を十分に行う。

ア．利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基
本的なコミュニケーションや人との付き合い方など円滑な人間関係の形成

イ．利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成
ウ．利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との援助関係の形成
エ．利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との権利擁護及び支援（エンパワメントを含む）
とその評価

オ．他職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際
カ．社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定の
理解と組織の一員としての役割と責任の理解

キ．施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際
ク．当該実習先が地域社会の中の施設・事業所・機関・団体等であることの理解と具体的な地域社
会の働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関す
る理解

試験及びレポート（①180時間以上の相談援助実習履修、②実習記録ノート等の実習期間中の提出
物、③実習施設による成績評価）
［準備学習］
（予習）相談援助実習前は、相談援助演習ⅠⅡⅢ、相談援助実習指導Ⅰ及び総合福祉基礎実習の学習内容を振り返り、相談援助実習計画
書の作成に向けて必要な事前学習を行うこと。
（復習）相談援助実習中は、日々実習内容を振り返って実習課題の遂行に努め、相談援助実習終了後は、相談援助実習指導Ⅱや演習ⅣⅤ
での学習も踏まえ、相談援助実習を総括し、相談援助職としての今後の課題を見出すことができるように事後学習を行うこと。
（予習・復習時間数）基準は定めず必要に応じて個々に設定できる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：
浦和大学総合福祉学部『相談援助実習の手引』
参考文献：各担当教員が必要に応じて提示する。

〈成績評価の方法及び基準〉
①取組態度40％、②実習施設による成績評価30％、
③相談援助担当教員による総合評価30％
〈成績評価のフィードバック〉
相談援助実習終了後、実習施設による成績評価を踏
まえて個別にフィードバックする。
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授業科目名 WMSW422 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

相談援助専門実習指導 （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 4年次・前期 選択
［授業の目的］
相談援助専門実習指導では、「総合福祉基礎実習」、「相談援助実習」での体験を踏まえて、社会福祉実践現場等
においてスペシフィックなソーシャルワークを学ぶことにより、以下のことを目的とする。
1．社会福祉施設等におけるソーシャルワークの機能と役割を理解する。
2．ソーシャルワークにおける支援方法を体験的に習得し、科学的根拠に基づく実践の在り方を理解する。
3．他職種との連携からケースマネージャーとしての調整の在り方を学ぶ。
4．社会福祉に対するソーシャルワーカーとしての深い倫理観を習得する。
授業のねらいは、学内実習指導と学外実習を通して、実践現場でのソーシャルワークの機能と役割を理解し、ソ
ーシャルワークにおける様々な支援方法や社会福祉に対するソーシャルワーカーとしての深い倫理観を習得するこ
とにより、実習生自身のソーシャルワーカーとしての可能性を深めていくことである。
［授業全体の内容の概要］
相談援助専門実習は、「相談援助実習」と比較して、さらに専門性の高い実習が要求されるため、相談援助専門
実習指導は、より少人数制の授業形態できめ細かな実習指導を行う。受講生には問題意識と集中力が求められる。
［授業終了時の到達目標］
スペシフィック・ソーシャルワークに求められる資質、支援方法（根拠に基づいた実践）、倫理観を修得し、総
合的な問題対処能力・即戦力を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション
2．実習個人票・実習計画の作成①
3．事前訪問・実習計画の作成②
4．実習計画の作成③
5．ソーシャルワーカーとしての視座
6．ケーススタディー①（受診・受療援助における心理・社会的問題の対応）
7．ケーススタディー②（療養中の心理・社会的問題への対応①）
8．ケーススタディー③（療養中の心理・社会的問題への対応②）
9．ケーススタディー④（退院援助に向けた心理・社会的問題への対応①）
10．ケーススタディー⑤（退院援助に向けた心理・社会的問題への対応②）
11．ケーススタディー⑥（実習中において学生が担当した個別ケースについての検討①）
12．ケーススタディー⑦（実習中において学生が担当した個別ケースについての検討②）
13．実習を振り返って
14．実習報告書の作成
15．実習報告会

［準備学習］
（予習）授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。
（復習）授業の後にノートや配布資料を振り返ること。また、授業や実習に関連する文献や資料を集め理解を深めること。
（予習・復習の時間数）15時間以上とする。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
担当教員が必要に応じて提示する。
使用テキスト：浦和大学『相談援助専門実習の手引き』
参考文献：手島陸久『退院計画』中央法規、1996。

〈成績評価の方法及び基準〉
①実習報告書 70％、②実習報告会（発表及び発
表原稿）20％、③その他の提出物 10％
〈成績評価のフィードバック〉
①～③について、その都度個別にフィードバック
する。
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授業科目名 WMSW423 授業の種類 授業担当者

相談援助専門実習 （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 60時間・2単位 4年次・前期 選択
［授業の目的］
総合福祉基礎実習、相談援助実習での体験を踏まえ、地域包括支援センターや医療機関等の実習施設に

おける総合相談、虐待に対する権利擁護、保健・医療・福祉の連携、退院援助等を実際に体験することに
より、スペシフィック・ソーシャルワークを実践的に深め、理解する。
［授業全体の内容の概要］
①実習は、地域包括支援センターや医療機関等における60時間の学外実習である。
②学外実習体験を基にソーシャルワークの実際について学習し、より専門的な援助の在り方を理解する。
［授業終了時の到達目標］
スペシフィック・ソーシャルワークに求められる資質、支援方法（根拠に基づいた実践）、倫理観を修

得し、総合的な問題対処能力・即戦力を修得する。加えて、卒業後の進路の明確化により、キャリア支援
に資するとともに、社会が求める質の高いサービスの提供に対応できる人材を育成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

【実習日程】
・原則として、前期の60時間とする。

【実習先】
・大学が配属決定した地域包括支援センターや医療機関等において実習を行う。

【実習内容】
・施設・機関における社会福祉士等ソーシャルワーカーの機能及び役割について学
ぶ。

・社会福祉士等のソーシャルワーカーの利用者・患者との面接場面に同席させて頂
き、ソーシャルワークとして必要とされる情報収集の在り方、アセスメント、援
助・支援契約の在り方、援助・支援計画の立案等、ソーシャルワークの実際につ
いて学ぶ。またその背景にある倫理観についても触れ、ソーシャルワークとして
の資質についても学ぶ。

［準備学習］
（予習）実習開始前までに相談援助専門実習指導の学習内容および実習分野に関する知識を習得して実習に臨むこと。
（復習）スペシフィックソーシャルワークに求められる資質、支援方法、倫理観を習得した上で、ジェネリックソーシャル
ワークとスペシフィックソーシャルワークを合わせた広い視点でのソーシャルワークの在り方を整理すること。
（予習・復習の時間数）30時間以上とする。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
担当教員が必要に応じて提示する。
使用テキスト：浦和大学『相談援助専門実習の手引き』
参考文献：手島陸久『退院計画』中央法規、1996。

〈成績評価の方法及び基準〉
①取組態度 40％、②実習施設による成績評価
30％、③相談援助専門実習担当教員による成績評
価 30％
〈成績評価のフィードバック〉
相談援助専門実習修了後、実習施設による成績評
価を踏まえて個別にフィードバックする。
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（ ）
総合福祉科目
社会福祉関連科目

健康・運動／介護・保健・医療
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授業科目名 WMHE201 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

機能的解剖 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動指導を行う上で指導者が当然にして知らなければならない事柄は、身体の各名称とその働きで

ある。心臓、血管、呼吸器の構造、骨格、筋肉の構造とその働きについて、深く知識を学ばせる。

［授業全体の内容の概要］
人体の構造と心臓、血管、呼吸器の構造、骨格、筋肉の構造とその働きについて学ばせ、身体の各働き

が緻密な身体運動に係わるのか実習を加えながら理論を提供する。

［授業終了時の到達目標］
無理な運動をさせないことは健康運動を行う上でとても重要なことである。下手な身体運度や運動のや

りすぎは、身体に疲労や障害を及ぼすことになる。身体の各組織の働きを踏まえて最適な運動の指導が出
来るような指導者を育成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．骨格と筋肉、呼吸循環器系、消化器系と経口食物の流れについて
2．骨格、筋肉の名称とその働き
3．関節の名称とその働き
4．呼吸器、循環器系とその働き
5．消化器系の働きと摂取食物の流れ
6．骨の代謝、カルシュウムの摂取量と運動との関係
7．筋萎縮の種類とリハビリテーションとの関係
8．筋肉の弾性要素と運動様式
9．着地様式とそれを和らげる運動方法
10．正しく投げる、正しく打つ動作でのエッセンシャル・ポイントについて
11．運動と空気抵抗
12．全身運動と仕事・エネルギーの関係
13．陸上での各運動と動作についての理解
14．水泳・水中運動（水の抵抗との関連）
15．機能的解剖学の総括
試験
［準備学習］
予習：毎授業の前に、身体にある筋や骨の名前を5つずつ挙げ、その筋や骨の機能を調べること
復習：授業中に配布されるワークシートや資料を参考に、復習ノートを作成すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
金子公宥、松本由子（翻訳）：

目で見る動きの解剖学、大修館
（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 10％
レポート 20％
試験 70％
レポート等にはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE201 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

機能的解剖学 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動指導を行う上で指導者が当然にして知らなければならない事柄は、身体の各名称とその働きで

ある。心臓、血管、呼吸器の構造、骨格、筋肉の構造とその働きについて、深く知識を学ばせる。

［授業全体の内容の概要］
人体の構造と心臓、血管、呼吸器の構造、骨格、筋肉の構造とその働きについて学ばせ、身体の各働き

が緻密な身体運動に係わるのか実習を加えながら理論を提供する。

［授業終了時の到達目標］
無理な運動をさせないことは健康運動を行う上でとても重要なことである。下手な身体運度や運動のや

りすぎは、身体に疲労や障害を及ぼすことになる。身体の各組織の働きを踏まえて最適な運動の指導が出
来るような指導者を育成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．骨格と筋肉、呼吸循環器系、消化器系と経口食物の流れについて
2．骨格、筋肉の名称とその働き
3．関節の名称とその働き
4．呼吸器、循環器系とその働き
5．消化器系の働きと摂取食物の流れ
6．骨の代謝、カルシュウムの摂取量と運動との関係
7．筋萎縮の種類とリハビリテーションとの関係
8．筋肉の弾性要素と運動様式
9．着地様式とそれを和らげる運動方法
10．正しく投げる、正しく打つ動作でのエッセンシャル・ポイントについて
11．運動と空気抵抗
12．全身運動と仕事・エネルギーの関係
13．陸上での各運動と動作についての理解
14．水泳・水中運動（水の抵抗との関連）
15．機能的解剖学の総括
試験
［準備学習］
予習：毎授業の前に、身体にある筋や骨の名前を5つずつ挙げ、その筋や骨の機能を調べること
復習：授業中に配布されるワークシートや資料を参考に、復習ノートを作成すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
金子公宥、松本由子（翻訳）：

目で見る動きの解剖学、大修館
（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 10％
レポート 20％
試験 70％
レポート等にはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE202 授業の種類 授業担当者

水泳・水中運動 （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
水泳や水中運動はプールなどを用いて水中で行われる運動であり、ウォーキングやサイクリングと同様

に、健康・体力の保持・増進を目的として多くの国民に実施されている運動である。ここでは健康づくり
を目的とした水泳・水中運動の指導者として知るべき水の特性、基本的な指導技術および安全管理につい
て体験を通して学び、実践的指導力を養う。
［授業全体の内容の概要］
健康の保持・増進を目的とした水泳・水中運動のプログラムとして一般的に行われている水泳（4種目）、

水中ウォーキング・ジョギング、アクアビクス、水中レジスタンス運動などを屋内プールにて多種、実技
を行う（計10回）。また、水中での運動に関する基本的知識を講義する。
［授業終了時の到達目標］
水の特性について理解し、水泳・水中運動の基本的な技術，指導方法および安全管理方法について習得

する。さらに、健康運動実践指導者として科学的根拠に基づいた水中運動プログラムを作成し、指導でき
る力を身に着ける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．水泳・水中運動の進め方と注意事項，安全管理
2．水の物理的性質および生理学的反応
3．健康運動実践指導者としての水中運動（DVD鑑賞含む）、救助法
4．水慣れ
5．水泳の基本泳法（クロール、背泳ぎ、平泳ぎ）
6．水中ウォーキング・ジョギング
7．水中レジスタンス運動
8．水泳・水中運動の強度設定
9．実技試験説明および指導案の作成
10．アクアビクスおよびリラクゼーションの体験と指導法
11．高齢者に対する水中運動の実際と指導法①
12．高齢者に対する水中運動の実際と指導法②
13．実技試験（1人3分 実技指導，クロール25m）①
14．実技試験（1人3分 実技指導，クロール25m）②
15．水泳・水中運動の総括
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習として参考テキスト

にて4泳法の泳ぎ方、水中運動の種類や指導方法について調べておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：・㈶健康・体力づくり事業財団 『健康

運動実践指導者用テキスト』
参考文献：・㈳日本スイミングクラブ協会編『アク

アフィットネス・アクアダンスインストラクタ
ー教本』大修館書店
・㈶日本水泳連盟編『安全水泳』大修館書店

受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技） 50％
試験（理論） 30％
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授業科目名 WMHE203 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

ストレッチング・レジスタンス （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
ストレッチングの実演能力、指導能力を高め、利用者の身体の柔軟性に関するニーズに応える実務能力を習得することを目
的とする。また、レジスタンスエクササイズに関する知識を習得し、指導者としてレジスタンスエクササイズのプログラムを
マネジメントする能力を培い、実践指導できるようになることを目的として行う。
［授業全体の内容の概要］
効果あるストレッチングのプログラムを遂行させるためには、ストレッチングの正しい理論に基づくストレッチングの指導
技術を習得できるようにする。また、レジスタンスエクササイズに用いる運動は、どの様な運動をどの程度行わせれば良いの
かが重要である。基礎体力の育成、目的別トレーニングなどを実施する際にも、様々なトレーニング様式の特性を踏まえた上
で、レジスタンスエクササイズのプログラムへの取り組み方に対する理解を深めさせる。
［授業終了時の到達目標］
ストレッチングの基本的な理論を踏まえたうえで、各身体部位におけるストレッチングを学ばせ、健康運動指導に役立つス
トレッチングの運動プログラムの作成と指導ができるまでを達成課題とする。また，レジスタンスエクササイズが、健康づく
り運動になぜ有効なのかを科学的根拠に基づき（エビデンス）、理論と実践体験から健康運動実践指導に役立つ知識・技法を
習得させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ストレッチングとは、ストレッチングの種類と特性
2． ①伸張の持続時間による分類、②パートナーの有無による分類
3．ストレッチングの目的

①疲労回復、②柔軟性の向上、③ウォーミングアップ、クーリングダウンとして
4．ストレッチングの効果と安全性、
5．ストレッチングの実際（各部位のストレッチング方法）
6．準備・整理体操：目的に応じた体操と注意点、ストレッチングプログラムの作成
7．ストレッチングの指導法
8．健康づくりとレジスタンスエクササイズ
9．レジスタンスエクササイズの分類とそれぞれの特徴
10． ①筋の活動様式（収縮様式）からみた分類と特徴
11． ②自体重、器具を用いた分類と特徴
12．目的・対象に応じたプログラム方法について（負荷強度、反復回数、休息時間、MAX測定）
13．サーキットトレーニングの実際
14．レジスタンスエクササイズの安全管理
15．ストレッチング、レジスタンスエクササイズのプログラム作成と指導実践
試験

［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習として参考テキスト

にてストレッチングとレジスタンスエクササイズについて調べ、様々な場において日々実践しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：㈶健康・体力づくり事業財団

『健康運動実践指導者用テキスト』
受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技） 50％
試験（理論） 30％
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授業科目名 WMHE203 授業の種類 授業担当者

ストレッチング （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
ストレッチングは、手軽に行える運動であることから、幼児から高齢者までの幅広い世代で実施されている。ストレッチングの実演能

力、指導能力を高め、利用者の身体の柔軟性に関するニーズに応える実務能力を習得することを目的とする。また、筋に負荷または抵抗
をかけ、筋を収縮させる運動をレジスタンストレーニングと呼ぶ。授業では、レジスタンストレーニングに関する知識を習得し、指導者
としてレジスタンストレーニングのプログラムをマネジメントする能力を培い、実践指導できるようになることを目的として行う。
［授業全体の内容の概要］
ストレッチングは、間違った方法で行うと逆に無理が生じて筋肉や靭帯を傷つけてしまう場合がある。効果あるストレッチングのプロ

グラムを遂行させるためには、ストレッチングの正しい理論に基づくストレッチングの指導技術を習得できるようにする。また、レジス
タンスエクササイズに用いる運動は、どの様な運動をどの程度行わせれば良いのかが重要である。基礎体力の育成、目的別トレーニング
などを実施する際にも、アイソトニックトレーニングやアイソメトリックトレーニング、サーキットトレーニングなどのトレーニング種
目の特性を踏まえた上で、レジスタンス運動のプログラムへの取り組み方に対する理解を深めさせる。
［授業終了時の到達目標］
ストレッチングの基本的な理論を踏まえたうえで、各身体部位におけるストレッチングを学ばせ、健康運動指導に役立つストレッチン

グの運動プログラムの作成と指導ができるまでを達成課題とする。また、レジスタンス運動が、健康づくり運動になぜ有効なのかを科学
的根拠に基づき（エビデンス）、理論と実践体験から健康運動実践指導に役立つ知識・技法を習得させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ストレッチングとは、ストレッチングの歴史
2．ストレッチングの種類とその特性 ①伸張の持続時間による分類 ②パートナーの有無による分類
3．ストレッチングの目的 ①疲労回復 ②柔軟性の向上 ③ウォームアップ・クールダウンとして
4．ストレッチングの効果と安全性
5．ストレッチングの実際：部位毎のストレッチング ①頸部 ②体側 ③胸部 ④上背部と上腕背部
6． ⑤前腕 ⑥大腿前部・大腿後部 ⑦腰部と臀部 ⑧大腿内側・大腿外側
7．準備・整理体操：目的に応じた体操と注意点、指導法、ストレッチングプログラムの作成
8．ストレッチングの実践・発表
9．健康づくりとレジスタンス運動、レジスタンス運動の分類．アネロビック（無酸素性）な動作・運
動の必要性とその種類 ①筋の活動様式からみた分類とその特徴 ②運動様式からみた分類

10．アイソトニックトレーニングの実際
①適切なプログラムの立案と基礎体力の養成
②フリーウエイトトレーニングとマシーントレーニングの実際

11．目的別トレーニングとマックス（MAX）の測定法
12．自重や身近な用具を用いたトレーニングの実際、アイソメトリックトレーニングの実際
13．器具を用いないレジスタンストレーニングの実際
14．サーキットトレーニングの実際
15．レジスタンス運動のプログラムの作成法
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習として参考テキスト

にてストレッチングとレジスタンスエクササイズについて調べ、様々な場において日々実践しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：㈶健康・体力づくり事業財団

『健康運動実践指導者用テキスト』
受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技）50％
試験（理論）30％
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授業科目名 WMHE204 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

エアロビックダンス （ 講義・演習・実習 ） 中村 悠希
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
エアロビクスの実技科目として、エアロビクスダンスを健康運動に活かせるように、基本から実践の応

用までを学ばせ、最終的には、エアロビクスダンスの運動プログラムが組み立てられるようにすることを
授業の目的とする。
［授業全体の内容の概要］
エアロビクスダンスの基礎的な知識を学ばせた上で、①ウォーミングアップ、②メインエクササイズ（エ

アロビクス）、③筋コンディショニング、クーリングダウンのパートから構成させたエアロビックダンス
の運動プログラムを遂行させる。また、心拍応答を確かめながら、性、年齢、体力などの違いを理解させ
エアロビクスダンスの特性と効果についても明らかにさせる。
［授業終了時の到達目標］
健康運動実践種目としてのエアロビクスダンスを、基本から応用までを充分に習得させ性、年齢、体力

などの違いを考慮し、目的に応じたエアロビクスダンスの運動プログラムの作成と実践力を養わせる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．エアロビクスダンスの受講と心構えについて
2．エアロビクスダンスとは
3．エアロビクスダンスの特性
4．エアロビクスダンスのプログラム構成
5．メインエクササイズ（エアロビクス）
6．エアロビクスダンスの実際⑴
7．エアロビクスダンスの実際⑵
8．エアロビクスダンスの実際⑶
9．エアロビクスダンス運動のプログラム作成⑴
10．エアロビクスダンス運動のプログラム作成⑵
11．利用者に対するエアロビクスダンスの模擬指導の体験⑴
12．利用者に対するエアロビクスダンスの模擬指導の体験⑵
13．エアロビクスダンスの試験（実技）
14．エアロビクスダンスの指導⑴
15．エアロビクスダンスの指導⑵
試験（理論）
［準備学習］
エアロビクスダンスは、音楽にあわせて様々な身体運動を行い健康増進を学ばせる科目である。幼児か

ら高齢者までを対象に幅広く実施するため、各年代に応じた運動の生体反応のメカニズム（運動生理学）
を事前に調べ理解しておくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

受講態度 10％
レポート 10％
実技試験 50％
理論試験 30％
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授業科目名 WMHE204 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

エアロビクスダンス （ 講義・演習・実習 ） 中村 悠希
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
エアロビクスの実技科目として、エアロビクスダンスを健康運動に活かせるように、基本から実践の応

用までを学ばせ、最終的には、エアロビクスダンスの運動プログラムが組み立てられるようにすることを
授業の目的とする。
［授業全体の内容の概要］
エアロビクスダンスの基礎的な知識を学ばせた上で、①ウォーミングアップ、②メインエクササイズ（エ

アロビクス）、③筋コンディショニング、クーリングダウンのパートから構成させたエアロビックダンス
の運動プログラムを遂行させる。また、心拍応答を確かめながら、性、年齢、体力などの違いを理解させ
エアロビクスダンスの特性と効果についても明らかにさせる。
［授業終了時の到達目標］
健康運動実践種目としてのエアロビクスダンスを、基本から応用までを充分に習得させ性、年齢、体力

などの違いを考慮し、目的に応じたエアロビクスダンスの運動プログラムの作成と実践力を養わせる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．エアロビクスダンスの受講と心構えについて
2．エアロビクスダンスとは
3．エアロビクスダンスの特性
4．エアロビクスダンスのプログラム構成
5．メインエクササイズ（エアロビクス）
6．エアロビクスダンスの実際⑴
7．エアロビクスダンスの実際⑵
8．エアロビクスダンスの実際⑶
9．エアロビクスダンス運動のプログラム作成⑴
10．エアロビクスダンス運動のプログラム作成⑵
11．利用者に対するエアロビクスダンスの模擬指導の体験⑴
12．利用者に対するエアロビクスダンスの模擬指導の体験⑵
13．エアロビクスダンスの試験（実技）
14．エアロビクスダンスの指導⑴
15．エアロビクスダンスの指導⑵
試験（理論）
［準備学習］
エアロビクスダンスは、音楽にあわせて様々な身体運動を行い健康増進を学ばせる科目である。幼児か

ら高齢者までを対象に幅広く実施するため、各年代に応じた運動の生体反応のメカニズム（運動生理学）
を事前に調べ理解しておくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

受講態度 10％
レポート 10％
実技試験 50％
理論試験 30％
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授業科目名 WMHE205 授業の種類 授業担当者

ジョギング・ウォーキング（ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
ウォーキングやジョギングは健康の保持増進のための運動として多くの国民に実施されている。健康づ

くりを目的としたウォーキングやジョギングの正しい理論を学び、科学的根拠に基づいた安全かつ効果的
なウォーキングおよびジョギングの実技指導ができる力を養う。
［授業全体の内容の概要］
健康の保持・増進を目的としたウォーキングおよびジョギングの正しい理論に基づいて実技を行う。ま

た、様々な環境におけるウォーキングやジョギングを体得する。さらに、その指導法を学び、指導練習を
行う。
［授業終了時の到達目標］
ウォーキング・ジョギングの基本的な特性および指導方法を習得する。また、個々に合わせた安全かつ

効果的なウォーキング・ジョギングの指導プログラムを作成し、実技指導ができる力を身に着ける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ウォーキングの理論と実際
2． ①ウォーキングの特性、基本的なウォーキング姿勢
3． ②ウォーキングの運動強度（速度、心拍数、自覚的運動強度）
4． ③ウォーキングの強度設定、ウォーキング実施時の安全指導と諸注意
5．ジョギングの理論と実際
6． ①ジョギングの特性
7． ②ジョギングの運動強度（速度、心拍数、自覚的運動強度）
8． ③ジョギングの強度設定、ジョギング実施時の安全指導と諸注意
9．ウォーキング・ジョギング指導の実際
10． ①基本的なウォーキング技術とフィールドウォーキング体験
11．個別の目標運動強度によるウォーキング
12． ②基本的ジョギング技術とフィールドジョギング体験
13．個別の目標運動強度におけるジョギング
14． ③インターバルウォーキング・ジョギング
15．ジョギング・ウォーキングの実技試験
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習として参考テキスト

にてジョギング・ウォーキングについて調べ、様々な場において実践しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：
・㈶健康・体力づくり事業財団
『健康運動実践指導者用テキスト』

受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技）50％
試験（理論）30％

166



授業科目名 WMHE206 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

運動生理学 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
子どもから高齢者までの健康運動の実践指導を実施する上で、当然にして獲得しておくべき、身体活動

の生理学的な変化や適応現象について理解を深めさせる。医療・保健・健康スポーツ分野に関する専門的
な知識を習得することを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
運動生理学は、身体活動の分野に科学的基礎を与えるものである。そこで、エネルギー出力系、運動と

筋系、運動と神経系等、特に身体活動に関係の深い諸器官の運動に対する変化までを学習させる。
［授業終了時の到達目標］
本講義では、運動の基本的な仕組みから始め、運動の生理機能や栄養素の代謝に及ぼす影響、また、運

動生理学の知識を持って安全に健康運動が指導できるように運動負荷試験を体験させ、トレーニングによ
る呼吸循環系の適応を評価させる。さらに、発育発達、加齢の側面からも体力、運動能力の知識を理解さ
せる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．運動と神経系について理解させる
2． �運動と体性神経系、運動と自律神経系
3．運動と骨格筋について理解させる
4． �筋力の発揮、筋線維の種類とその性質
5． �筋活動のエネルギー供給機構と運動の特性
6． �トレーニングによる筋力増加とそのしくみ
7．運動と呼吸循環器系について理解させる
8． �運動の持続に対する呼吸循環器系の働き
9． �運動時の呼吸器系の働き
10． �運動時の循環器系の働き
11． �全身持久力トレーニングの方法と効果
12． �加齢と呼吸循環器系の能力の変化
13．運動処方の実際、健康増進のための運動
14．潜在性有病者のための運動指導の注意事項
15．運動生理学の総括
試験
［準備学習］
予習：毎授業の前に、運動中に筋や臓器がどのような変化を起こすのかを調べること
復習：授業中に配布されるワークシートや資料を参考に、復習ノートを作成すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
青木高、他：健康・スポーツの生理学、建帛社
健康運動実践指導者用テキスト、㈶健康・体力づく
り事業財団

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 10％
レポート 20％
試験 70％
レポート等にはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE307 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

健康づくり施策概論 （ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
「世界保健機関（WHO）憲章：1946」は、健康の定義を「健康とは、単に病気あるいは虚弱でないと

いうだけではなく、身体的、精神的、社会的に良好な状態（well-being）である」を採択した。この定義
は、さらに「健康を積極的に表現する」方向へと進み、「良好な、満足のいく状態（well-being）」を作り
出していくヘルスプロモーション（健康増進）の進展となった。健康運動実践指導者への健康管理上の重
要性を理解させる。
［授業全体の内容の概要］
「世界保健機関（WHO）憲章」の健康と健康の概念を十分に理解させ、わが国における健康実態の現

状（疾病構造の変化）を明らかにし、さらに、生活習慣病とメタボリックシンドロームについて詳しく把
握させ、生活習慣病の危険因子と運動による生活習慣病予防の効果についても知識を持たせる。
［授業終了時の到達目標］
運動を開始するに当たってのメディカル・チェックの重要性を理解させ、メディカル・チェックの検査

項目と基準についての知識を学ばせ、健康運動指導が安全に遂行できるように知識を持たせる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．健康と健康増進の概念：健康の定義、アルマ・アタ宣言、オタワ憲章
2．健康と体力について：病気とは、健康とは、体力とは
3．健康づくりの必要性について
4．わが国の健康の実態と健康づくり施策
5． 1）疾病構造の変化
6． 2）第1次国民健康づくり対策、第2次国民健康づくり対策
7． 3）21世紀の国民健康づくり運動（健康日本21）
8． 4）健康づくりとしての運動
9． 5）健康づくりのための運動基準2006
10．生活習慣病とメタボリックシンドローム
11． 1）成人病から生活習慣病へ
12． 2）生活習慣と生活習慣病
13． 3）メタボリックシンドローム
14．高齢社会と介護予防について
15．メディカル・チェックについて：メディカル・チェックの必要性と検査項目、そ

の手順について
試験
［準備学習］
毎回、授業の前に資料のプリントを配り、それを使用して授業をすすめる。その為、授業中に指示した

範囲を予習したうえで授業に参加すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献 健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団
授業への参加状況 30％
定期試験 70％
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授業科目名 WMHE308 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

健康づくりと運動プログラム （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］

生活習慣病やメタボリックシンドロームの予防、健康維持・増進のための科学的根拠に基づいた身体活動・
運動について学び、自他ともに身体活動・運動を通した健康管理を行う能力を養う。また、健康運動実践指導
者として必要な正しい身体活動・運動プログラムを理解し、適切な身体活動・運動プログラム作成を目指す。
［授業全体の内容の概要］

科学的根拠に基づいた健康づくりのための身体活動・運動プログラムについて、厚生労働省の身体活動指針
およびアメリカスポーツ医学会のガイドラインを読み解きながら基本的な知識を概説する。また、様々な症例
に対し、習得した知識を生かしながら評価から身体活動・運動プログラム計画を行い、互いに討議する。
［授業終了時の到達目標］

科学的根拠に基づいた健康づくりのための身体活動・運動における基本的な知識を理解し、疾患を有さない
成人～高齢者における身体活動および運動プログラムを作成できる力を身に着ける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．健康づくりにおける身体活動（運動・生活活動）の必要性と運動不足による影響
2．健康づくりのための身体活動基準2013
3．健康づくりのための身体活動指針2013～アクティブガイド～
4．身体活動量の評価
5．トレーニングの原理・原則
6．健康づくりのための運動プログラム作成の基礎、目標心拍数の計算方法
7．健康づくりのための運動種目とその特徴

～有酸素運動・レジスタンス運動・ストレッチング・バランス運動～
8．健康づくりのための運動プログラムの流れ
9．ウォーミングアップとクーリングダウン
10．運動指導者として必要な能力、安全管理法
11．症例検討：健康づくりのための運動プログラム作成①有酸素運動プログラム
12．症例検討：健康づくりのための運動プログラム作成②レジスタンス運動プログラム
13．症例検討：健康づくりのための身体活動プログラム作成①成人
14．症例検討：健康づくりのための身体活動プログラム作成②高齢者
15．総括
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、参考テキストにて健康づ

くりのための身体活動・運動プログラムについて熟読しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：・健康づくり事業財団『健康運動実践指

導者テキスト（改訂版）』
参考文献：・厚生労働省『健康づくりのための身体

活動指針2013〈アクティブガイド〉』
・アメリカスポーツ医学会『運動処方の
指針 原著第8版』南江堂

受講態度 20％
課題提出 20％
試験 60％
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授業科目名 WMHE309 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

運動障害と予防・救急処置（ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
運動を指導する場合には、参加者が運動に参加する前に参加者の健康状態を把握し、運動が禁忌でない

ことを確認しておくことが大切である。運動やスポーツの安全指導に心がけるためには、体調が悪い時に
は体調に合わせた運動をどの程度行わせればよいのか、また運動を中止させなければならないのかの判断
が重要になってくる。そのため、健康運動実践指導者として各々における運動による障害発生の原因とそ
の対処法ができるように学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
安全指導は健康運動の指導者が当然に知っておかなければならない重要な指導知識である。そのために、

運動実践にともなって生じる障害の予防について、内科的疾患外科的疾患の症状、原因、対処法までを広
く学ばせる。
［授業終了時の到達目標］
運動実践にともなって生じる障害の予防については参加者の健康状態を把握し適切な安全指導が必要と

なる。そのため、運動前、運動実施中、運動後における運動の安全シ移動に対応できるように学ばせる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．運動実践にともなって生じる障害の予防についての概要
2．運動中止の判定1）運動中止の必要な自覚症状
3．運動中止の判定2）運動中止の必要な他覚症状
4．運動時に対応すべき内科的事項
5． 1）運動中止の判定 ①メディカルチェック
6． ②運動開始前の症状、③運動実施中の症状
7． 2）胸痛：①狭心症、②心筋梗塞の鑑別判断と救急処置・予防法
8． 3）腹痛：①運動前の腹痛における原因と予防法、②運動中の腹痛における原

因と予防法
9． 4）熱中症：①熱痙攣、②熱失神、③熱疲労、④熱射病の原因、症状、応急処

置、予防法
10．内科的な慢性障害の概要とその予防方法
11．外科的な急性・慢性障害の概要とその予防方法
12．下肢のテーピング技法について
13．上肢のテーピング技法について
14．救急処置の実際①心肺蘇生法について
15．救急処置の実際② AED、気道異物除去について
試験
［準備学習］
運動中の事故は思わぬことで招いてしまう。授業の前に資料としてプリントなどを配布するが、新聞や

雑誌などで運動中の障害や救急処置に関する記事に目が触れたら資料として役立てるようにしておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：㈶健康・体力づくり事業財団

『健康運動実践指導者用テキスト』
授業への参加状況 30％
定期試験 70％
試験についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE309 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

運動障害と予防・救急処置Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
運動を指導する場合には、参加者が運動に参加する前に参加者の健康状態を把握し、運動が禁忌でない

ことを確認しておくことが大切である。運度やスポーツの安全指導に心がけるためには、体調が悪い時に
は体調に合わせた運動をどの程度行なわせればよいのか、また運動を中止させなければならないのかの判
断が重要になってくる。そのため、健康運動実践指導者として各々における運動による障害発生の原因と
その対処法ができるように学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
安全指導は健康運動の指導者が当然に知っておかなければばらない重要な指導知識である。そのために、

運動実践にともなって生じる障害の予防について、内科的疾患外科的疾患の症状、原因、対処法までを広
く学ばせる。
［授業終了時の到達目標］
運動実践にともなって生じる障害の予防については参加者の健康状態を把握し適切な安全指導が必要と

なる。そのため、運動前、運動実施中、運動後における運動の安全指導に対応できるよう学ばせる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．運動実践にともなって生じる障害の予防についての概要
2．運動中止の判定
3． 1）運動中止の必要な自覚症状
4． 2）運動中止の必要な他覚症状
5．運動時に対応すべき内科的事項
6． 1）運動中止の判定 ①メディカルチェック
7． ②運動開始前の症状、③運動実施中の症状
8． 2）胸痛：①狭心症、②心筋梗塞の鑑別判断と救急処置・予防法
9． 3）腹痛：①運動前の腹痛における原因と予防法、②運動中の腹痛における原

因と予防法
10． 4）熱中症：①熱痙攣、②熱失神、③熱疲労、④熱射病の原因、症状、応急処

置、予防法
11．慢性的な内科的障害：貧血、オーバートレーニング症候群の概念と予防法
12．外科的に対応すべき事項
13． 1）主な急性の運動障害
14． 2）主な慢性の運動障害
15．運動障害と予防・救急処置Ⅰの総括
試験
［準備学習］
運動中の事故は思わぬことで招いてしまう。授業の前に資料としてのプリントなどを配布するが、新聞

や雑誌などで運動中の障害や救急処置に関する記事に目が触れたら資料として役立てるようにしておくこ
と。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

授業への参加状況 30％
定期試験 70％
試験についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE310 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

栄養摂取と運動 （ 講義・演習・実習 ） 小板谷典子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
戦後、生活スタイルの変化に伴い、疾病構造は大きく変化した。「健康日本21」の栄養・食生活の分野

では栄養は生活習慣病と関連の深いことを指摘している。栄養は運動・休養とともに健康の保持・増進に
とって重要な要因である。ここでは、健康な身体を有し、高い運動能力を確保するために正しい栄養学を
踏まえた上で、望ましい食生活に関する知識を修得させる。
［授業全体の内容の概要］
食事は体を構成する上でも、生命活動を維持する上でも摂取することが不可欠である。正しい栄養学の

知識を習得させ、生活習慣病の誘引となる食生活について理解させる。また、健康運動のための各種運動
のおおよそのエネルギー消費量や、食事が健康と運動に重要な役割を有していることを修得させる。
［授業終了時の到達目標］
日々の正しい食事習慣の獲得は、健康な身体や強い運動能力と深い係わりを有している。健康運動実践

指導者として参加者に正しい運動の栄養知識を提供するためにも、運動と食事のエネルギー・バランスの
コントロールによる適切な栄養管理の実践法を修得させる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．健康と栄養：健康に必要な食事とは ―五大栄養素と水の役割
2． 1）健康と栄養⑴：たんぱく質、炭水化物、脂質
3． 2）健康と栄養⑵：ミネラル、微量元素、電解質
4．消化・吸収について
5．食品群：①三色食品群について、②6つの基礎食品群について
6．運動とたんぱく質の代謝、カルシウムについて
7．運動時におけるエネルギー源について
8．エネルギー消費量の推定法
9．肥満になるメカニズムと肥満の評価・判定法について
10．適切な減量計画
11．日常行うことができる運動のエネルギー消費量
12．日本人の食事摂取基準、健康づくりのための食生活指針について
13．健康づくりのための栄養戦略：健康日本21、食生活指針、食事バランスガイドに

ついて
14．運動能力と栄養について
15．総括：栄養と体重調節について
試験
［準備学習］
・必要に応じて授業の前に資料のプリントを配布し、それを使用して授業をすすめる。
・前回の講義内容を復習して臨む ・既習関連科目の知識を整理しておく
・専門家として、常に健康情報をチェックしておく
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者養成用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

受講態度：20％
試験：80％

172



授業科目名 WMHE211 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

レジスタンスエクササイズ（ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
筋に負荷または抵抗をかけ、筋を収縮させる運動をレジスタンストレーニングと呼ぶ。授業では、レジ

スタンストレーニングに関する知識を習得し、指導者としてレジスタンストレーニングのプログラムをマ
ネジメントする能力を培い、実践指導できるようになることを目的として行う。
［授業全体の内容の概要］
レジスタンスエクササイズに用いる運動は、どの様な運動をどの程度行わせれば良いのかが重要である。

基礎体力の育成、目的別トレーニングなどを実施する際にも、アイソトニックトレーニングやアイソメト
リックトレーニング、サーキットトレーニングなどのトレーニング種目の特性を踏まえた上で、レジスタ
ンス運動のプログラムへの取り組み方に対する理解を深めさせる。
［授業終了時の到達目標］
レジスタンス運動が、健康づくり運動になぜ有効なのかを科学的根拠に基づき（エビデンス）、理論と

実践体験から健康運動実践指導に役立つ知識・技法を習得させる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．健康づくりとレジスタンス運動
2．アネロビック（無酸素性）な動作・運動の必要性とその種類
3．レジスタンス運動の分類
4． 1）筋の活動様式からみた分類とその特徴
5． 2）運動様式からみた分類
6．アイソトニックトレーニングの実際
7． 1）適切なプログラムの立案と基礎体力の養成
8． 2）目的別トレーニングとマックス（MAX）の測定法
9． 3）フリーウエイトトレーニングとマシーントレーニングの実際（Ａ）
10． 4）フリーウエイトトレーニングとマシーントレーニングの実際（Ｂ）
11．自重や身近な用具を用いたトレーニングの実際
12．アイソメトリックトレーニングの実際
13．器具を用いないレジスタンストレーニングの実際
14．サーキットトレーニングの実際
15．レジスタンス運動のプログラムの作成法
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習として参考テキスト

にてレジスタンスエクササイズについて調べ、様々な場において実践しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：㈶健康・体力づくり事業財団

『健康運動実践指導者用テキスト』
受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技）50％
試験（理論）30％

173



授業科目名 WMHE312 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

体力測定と評価 （ 講義・演習・実習 ） 下嶽進一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動・スポーツ指導をより効果的に正しく行うためには、指導対象者（被指導者）の身体的状況や

体力、運動能力などを正しく把握することが必要である。ここでは体力の定義、測定および評価の意義や
役割といった基本的理論について講義するとともに、近年、健康と体力との関連が明らかにされてきた健
康関連の体力因子である有酸素性および無酸素性作業能力測定法を重点的に学ばせ、体力測定、さらには
その評価が適切に行えるように実践的な能力を身につけさせるように学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
合理的な体力づくり、健全な健康づくりのためには、まず、体力や健康レベルを科学的に測定、評価す

る必要がある。本科目では、こうした観点から、体力や健康を主なテーマとして、既成のフィールドテス
トによる測定方法を講義する。さらに、得られた測定結果の整理、図表の作成、評価の方法などについて
も学ばせる。
［授業終了時の到達目標］
体力測定の結果と評価法を詳しく学ばせ、健康・体力づくりやトレーニング指導に活用できるまでに育

成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．体力の定義と新しい運動基準の測定・評価
2． 1）体力の定義、体力の種類（行動体力、防衛体力について）
3． 2）体力とパフォーマンス
4． 3）体力づくりから健康づくりへ
5． 4）健康づくりとしての測定評価
6． 5）現在の身体活動量の決定法
7．新体力テストの測定と評価方法
8． 1）筋力、筋持久力、俊敏性の測定と評価
9． 2）全身持久力、瞬発力の測定と評価
10． 3）柔軟性、バランス能力の測定と評価
11．無酸素性能力と有酸素性能力の測定について
12．最大酸素摂取量の測定、無酸素性閾値（AT）の測定について
13．身体組成の測定原理と測定方法
14．健康づくりのための運動指針2006（体力測定）
15．体力測定結果の分析、評価、活用方法について
試験
［準備学習］
体力測定の結果は運動プログラムの作成にとって極めて重要である。この結果を正しく評価するために、

身体の各機能の働き（機能的解剖学）を充分に理解した上で、配布資料を熟読し、体力測定と評価の理論
についての授業がスムーズに展開できるようにしっかり予習して授業に臨むこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：㈶健康・体力づくり事業財団

『健康運動実践指導者用テキスト』
受講態度 10％
レポート 30％
定期試験 60％

174



授業科目名 WMHE312 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

体力測定と評価の理論 （ 講義・演習・実習 ） 下嶽進一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動・スポーツ指導をより効果的に正しく行うためには、指導対象者（被指導者）の身体的状況や

体力、運動能力などを正しく把握することが必要である。ここでは体力の定義、測定および評価の意義や、
役割といった基本的理論について講義をするともに、近年、健康と体力との関連が明らかにされてきた健
康関連の体力因子である有酸素性および無酸素性作業能力測定法を重点的に学ばせ、体力測定、さらには
その評価が適切に行えるように実践的な能力を身につけさせるように学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
合理的な体力づくり、健全な健康づくりのためには、まず、体力や健康レベルを科学的に測定、評価す

る必要がある。本科目では、こうした観点から、体力や健康を主なテーマとして、既成のフィールドテス
トによる測定方法を講義する。さらに、得られた測定結果の整理、図表の作成、評価の方法などについて
も学ばせる。
［授業終了時の到達目標］
体力測定の結果と評価法を詳しく学ばせ、健康・体力づくりやトレーニング指導に活用できるまでに育

成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．体力の定義と新しい運動基準の測定・評価（講義）
2． 1）体力の定義
3． 2）行動体力と防衛体力
4． 3）健康関連の体力
5． 4）体力とパフォーマンス
6． 5）体力づくりから健康づくりへ
7． 6）健康状態の判定・評価
8． 7）健康づくりとしての測定評価
9． 8）現在の身体活動量の決定法
10．体力の測定と評価（講義）
11． 1）無酸素性能力と有酸素性能力の測定について
12． 2）最大酸素摂取量の測定、無酸素性閾値（AT）の測定について
13． 3）体脂肪量の測定、新体力テストの測定について
14． 4）健康づくりのための運動指針2006〔体力測定〕
15．体力測定と評価の理論に関する総括
試験
［準備学習］
健康づくり運動を実施するための評価・指標として、体力測定は重要な身体評価の項目である。また、測定結果は運動プ
ログラムの作成にとって極めて重要である。そのためには、身体の各機能の働き（機能的解剖学）を充分に理解した上で、配
布資料を熟読し、体力測定と評価の理論についての授業がスムーズに展開できるようにしっかりと予習して授業に臨むこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

授業への参加状況 40％
レポート 30％
定期試験 30％
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授業科目名 WMHE313 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

体力測定と評価の実技 （ 講義・演習・実習 ） 下嶽進一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動・スポーツ指導をより効果的に正しく行うためには、指導対象者（被指導者）の身体的状況や

体力、運動能力などを正しく把握することが必要である。ここでは体力の定義、測定および評価の意義や、
役割といった基本的理論について講義をするともに、近年、健康と体力との関連が明らかにされてきた健
康関連の体力因子である有酸素性および無酸素性作業能力測定法を重点的に学ばせ、体力測定、さらには
その評価が適切に行えるように実践的な能力を身につけさせるように学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
合理的な体力づくり、健全な健康づくりのためには、まず、体力や健康レベルを科学的に測定、評価す

る必要がある。本科目では、こうした観点から、体力や健康を主なテーマとして、既成のフィールドテス
トによる測定方法を講義する。さらに、得られた測定結果の整理、図表の作成、評価の方法などについて
も学ばせる。
［授業終了時の到達目標］
体力測定の結果と評価法を詳しく学ばせ、健康・体力づくりやトレーニング指導に活用できるまでに育

成する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．体力の定義と新しい運動基準の測定・評価（講義）
2． 1）体力の定義
3． 2）行動体力と防衛体力
4． 3）健康関連の体力
5． 4）体力とパフォーマンス
6． 5）体力づくりから健康づくりへ
7． 6）健康状態の判定・評価
8． 7）健康づくりとしての測定評価
9． 8）現在の身体活動量の決定法
10．体力の測定と評価（講義）
11． 1）無酸素性能力と有酸素性能力の測定について
12． 2）最大酸素摂取量の測定、無酸素性閾値（AT）の測定について
13． 3）体脂肪量の測定、新体力テストの測定について
14． 4）健康づくりのための運動指針2006〔体力測定〕
15．体力測定と評価の理論に関する総括
試験
［準備学習］
健康づくり運動を実施するための評価・指標として、体力測定は重要な身体評価の項目である。また、測定結果は運動プ
ログラムの作成にとって極めて重要である。そのためには、身体の各機能の働き（機能的解剖学）を充分に理解した上で、配
布資料を熟読し、体力測定と評価の理論についての授業がスムーズに展開できるようにしっかりと予習して授業に臨むこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

授業への参加状況 40％
レポート 30％
定期試験 30％
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授業科目名 WMHE314 授業の種類 授業担当者

運動指導の心理学的基礎 （ 講義・演習・実習 ） 小松 陽香
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
適切な運動を定期的に実施することで、運動不足に伴う諸症状の発生の予防、および症状の緩和を図る

ことができる。また、身体運動は心の健康増進との間にも密接な関連がある。本講義では、運動習慣の確
立を促す心理的要因について理解し、心身の健康を向上させるために運動を実施するための、適切な動機
づけを学ぶことを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
運動実践を長続きさせるためには、運動することに対する興味を喚起し、その興味が失われないように

することが重要である。本講義では、運動実践を促進、あるいは阻害する要因や、行動や生活の様式など
個人の特徴に合わせた運動の指導法について、心理学的知見をもとに学習する。
［授業終了時の到達目標］
運動実践を長続きさせるために必要な、人間の性格や行動の特徴、動機づけ、行動変容に関する心理学

的な基礎知識を習得し、生活習慣病の予防や精神的健康の向上につながる適切な運動指導とその工夫につ
いて理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．運動実践と心理学の関係
2．運動実践と心身の健康1（心身の健康とは）
3．運動実践と心身の健康2（運動実践の生理学的効果）
4．運動実践と心身の健康3（運動実践の心理学的効果）
5．運動実践にかかわる心理的・社会的要因について1（我が国の運動をめぐる現状）
6．運動実践にかかわる心理的・社会的要因について2（運動実践を妨げる要因）
7．運動参加にかかわる心理学的理論1（動機づけ）
8．運動参加にかかわる心理学的理論2（目標設定の技術）
9．運動参加にかかわる心理学的理論3（ピークパフォーマンス）
10．運動参加にかかわる心理学的理論4（行動変容理論）
11．運動指導にかかわる心理学的知識1（運動の学習と指導）
12．運動指導にかかわる心理学的知識2（リラクゼーション技法）
13．運動指導にかかわる心理学的知識3（コミュニケーションの理論）
14．運動指導にかかわる心理学的知識4（運動指導における言葉がけ）
15．運動指導の心理学的基礎の総括
試験
［準備学習］
本講義では、主に健康や運動に関する心理学について取り扱う。講義内で紹介された健康運動指導にお

ける考え方や取り組み方、指導を受ける際の感じ方や実効性について学生自身が興味を持ち、考え、自分
なりに明確にしておくことを準備学習とする。それらがエビデンスに基づいたものであれば、なおよい。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団
フィットネスシリーズ 健康・スポーツの心理学

㈱建帛社

受講態度・リアクションペーパー 40％
試験 60％
※リアクションペーパーでの質問やコメントにつ
いて授業内で回答します。
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授業科目名 WMHE315 授業の種類 授業担当者

2013年度以降入学者用

運動障害と予防・救急処置Ⅱ（ 講義・演習・実習 ）戸村 成男・中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
授業では、運動障害の予防や事故を招いた時にとっさに対応できるように、救急処置ができるように学

ばせる。参加者の健康状態を把握し、適切な運動指導を行ったとしても、何らかの事故が発生することが
ある。このような事故が発生した時に、適切に行える救急処置法についての知識と技術を修得させる。
［授業全体の内容の概要］
運動の実践指導者が当然にして知らなければならない救急処置の基礎知識 ①救急処置の考え方、②救

急法の基本、③心臓マッサージや人工呼吸の方法、④止血の仕方、⑤包帯の使い方、⑥骨折等の固定法、
⑦傷病者の運搬法、⑧緊急時の心構えと行動、⑨災害時の心得 等について理解させ、救急処置法の技術
を加えながら、救急法を系統的・実践的に体験させる。
［授業終了時の到達目標］
運動の実践指導者が当然にして知らなければならない救急処置の知識を系統的に学ばせ、いざという時

に慌てず冷静に適切な処置が行えるよう救急処置法についての知識と技術を体得させる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．事故が生じた時の対応についての概要
2．内科的対応の方法
3． 1）救急蘇生法
4． ・救急蘇生法の手順 ・一次救命処置

・軌道の確保 ・人工呼吸 ・胸骨圧迫
5． 2）AED（自動対外式除細動器）、
6． ・AEDの準備から電気ショックと心肺蘇生の再開

・心肺蘇生と AEDの繰り返し
7． 3）応急手当
8．整形外科的障害と外科的救急処置法対応の方法
9． 1）・一般的注意事項 ・四肢の検索 ・下肢の外傷での注意事項
10． 2）・挫傷に対する救急処置（RICE処置）
11． 3）・障害の症状と対応
12． ａ突き指 ｂ骨折 ｃ捻挫
13． ｄ腰痛 ｅ頭を強く打った時の対処法
14．テーピングの技術（Ａ）
15．テーピングの技術（Ｂ）
試験
［準備学習］
運動指導の場で、救急処置をとっさに慌てず、しかも冷静に適切な処置が行えるようにするためには、授業を真
剣に受けることが大切である。そのため、救急処置に関する書籍などを参考に、運動でのあらゆる健康障害や事故
に対する知識を深め、充分に予習をした上で授業に臨んで欲しい。必要に応じて教材としての資料を配布する。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
健康運動実践指導者用テキスト

㈶健康・体力づくり事業財団

授業への参加状況 30％
定期試験 70％
試験についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMHE216 授業の種類

2017年度以前入学者用

健康運動指導演習Ａ （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動指導演習Ａは、健康運動実践指導者の資格取得と現場での実践指導者となるための重要な支援

科目の1つである。福祉健康スポーツコースで学ぶ学生は、福祉の専門科目を修得するだけでなく、福祉
の領域において高度な健康運動の実践指導能力を有することが求められている。そのため、ここでは健康
運動（ダンス、健康体操等を中心に）を用いて、介護・老人保健福祉施設、アスレチック・フィットネス
クラブ、医療機関、保健センター等の介護予防・健康増進施設において運動実践の企画・指導ができる質
の高い人材を育成することを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
ダンス・健康体操の身体表現の基礎的な使い方を学び、“創る”、“踊る”、“指導する”という総合的な

点でダンス・健康体操の技能を身につけさせる。
［授業終了時の到達目標］
健康運動指導演習Ａの授業のまとめとして、ダンス・健康体操の合同発表・指導ができるように学習さ

せる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．ダンスや健康体操を行う目的（健康運動実践指導者の資格取得と現場での実践指

導能力の必要性について）
3．いろいろな曲に合わせ、身体を動かす ストレッチの体験
4．健康づくり・体操のリズムの取り方と動きについて①
5．健康づくり・体操のリズムの取り方と動きについて②
6．フォークダンスの体験①
7．フォークダンスの体験②
8．民踊の体験①
9．民踊の体験②
10．レクリエーションダンスの体験①
11．レクリエーションダンスの体験②
12．ダンスの創作（グループ学習）
13．グループ練習
14．グループ練習
15．発表会とふりかえり
実技試験
［準備学習］
健康運動指導演習Ａは、健康運動実践指導者の資格を取得する学生、健康づくり・介護予防の指導を目指す学生にとって
は、重要な講義科目である。常に現場を意識し、人前に立つと言うことを頭において、授業に臨んでほしい。
演習が多いので、学生同士のコミュニケーションを大切にして欲しい。また、スマイルハウスでの体験も考えたい。服装
は、体操着を着用すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは特に使用せず、必要に応じて、プリント
を配布する。

授業への参加状況 20％
課題 20％
定期試験 60％
人前での実技指導を行い講評を実施します。
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授業科目名 WMHE217 授業の種類

2017年度以前入学者用

健康運動指導演習Ｂ （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動実践指導者の資格取得およびその実践的指導力を習得するための支援科目の一つである。健康

運動実践指導者として、地域や健康産業、介護予防や医療の現場などにおいて行われているヨガやエアロ
ビックダンスを中心とした「健康づくりのための運動教室」のプログラム企画・運営、実践的な指導技術
や安全管理能力を養う。
［授業全体の内容の概要］
基本的なヨガのアーサナやエアロビックダンスの動きとその指導技術を提供し、指導方法の練習を行う。

さまざまな症例に対してヨガやエアロビックダンスを中心とした運動プログラムを検討し、実際にインス
トラクションする。
［授業終了時の到達目標］
対象者に合わせてヨガやエアロビックダンスを中心とした健康づくりのための運動教室のプログラミン

グや実技指導ができる力を身に着ける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．健康づくりのための運動教室の体験
3．健康づくりのためのヨガ指導①
4．健康づくりのためのヨガ指導②
5．健康づくりのためのヨガ指導③
6．健康づくりのためのヨガ指導④
7．健康づくりのためのエアロビックダンス指導①
8．健康づくりのためのエアロビックダンス指導②
9．健康づくりのためのエアロビックダンス指導③
10．健康づくりのためのエアロビックダンス指導④
11．健康づくりのための運動教室の企画・運営①
12．健康づくりのための運動教室の企画・運営②
13．健康づくりのための運動教室における指導プログラム①
14．健康づくりのための運動教室における指導プログラム②
15．総括
試験

［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、予習としてヨガやエアロ

ビックダンスについて調べ、さまざまな場において実践しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・健康づくり事業財団『健康運動実践指導者テキス
ト（改訂版）』

受講態度 10％
課題提出 10％
試験（実技） 50％
試験（理論） 30％
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授業科目名 WMHE318 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

野外活動演習 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動指導演習Ｃは、健康運動実践指導者の資格取得とともに現場での健康運動指導者となるための

重要な支援科目の1つである。野外活動の基本技術を習得することを通して、マネジメントする能力を培
い、総合的・包括的な福祉支援の実力を養うことを目的とする。

［授業全体の内容の概要］
野外活動の基本技術を学び、企画力・指導力の習得に必要な“体験する”→“理解する”→“活用（指

導）する”という総合的な学習を展開する。

［授業終了時の到達目標］
・野外活動の行事やイベントを企画・運営・評価することができるようになる。
・キャンプ実習のスタッフとして自信を持って臨むことができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．健康運動指導者に求められる野外活動のノウハウとその必要性
3．野外活動の生活技術① ～テントの設営～
4．野外活動の生活技術② ～アウトドアクッキング1～
5．野外活動の生活技術③ ～アウトドアクッキング2～
6．野外活動のアクティビティ① ～人と関わる～
7．野外活動のアクティビティ② ～自然と触れ合う～
8．野外活動のアクティビティ③ ～創作・芸術活動～
9．野外活動のアクティビティ④ ～キャンプファイヤー～
10．野外活動の企画法①
11．野外活動の企画法②
12．野外活動の企画法③
13．野外活動の企画法④
14．野外活動の企画法⑤
15．総評と本授業の総括
レポート
［準備学習］
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参すること
・グループ演習の場合には、授業以外の時間のグループ内作業分担を行い、次の授業までにその成果を持ち寄り、円
滑に演習が進むよう相互に協力すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない

参考文献：
使用する資料を授業ごとに配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
プレゼンテーション 20％
レポート 60％
プレゼンテーションについてはフィードバックを行う

3泊4日の学外におけ
る集中講義を実施する。
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授業科目名 WMHE318 授業の種類 授業担当者

健康運動指導演習Ｃ （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動指導演習Ｃは、健康運動実践指導者の資格取得とともに現場での健康運動指導者となるための

重要な支援科目の1つである。野外活動の基本技術を習得することを通して、マネジメントする能力を培
い、総合的・包括的な福祉支援の実力を養うことを目的とする。

［授業全体の内容の概要］
野外活動の基本技術を学び、企画力・指導力の習得に必要な“体験する”→“理解する”→“活用（指

導）する”という総合的な学習を展開する。

［授業終了時の到達目標］
・野外活動の行事やイベントを企画・運営・評価することができるようになる。
・キャンプ実習のスタッフとして自信を持って臨むことができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．健康運動指導者に求められる野外活動のノウハウとその必要性
3．野外活動の生活技術① ～テントの設営～
4．野外活動の生活技術② ～アウトドアクッキング1～
5．野外活動の生活技術③ ～アウトドアクッキング2～
6．野外活動のアクティビティ① ～人と関わる～
7．野外活動のアクティビティ② ～自然と触れ合う～
8．野外活動のアクティビティ③ ～創作・芸術活動～
9．野外活動のアクティビティ④ ～キャンプファイヤー～
10．野外活動の企画法①
11．野外活動の企画法②
12．野外活動の企画法③
13．野外活動の企画法④
14．野外活動の企画法⑤
15．総評と本授業の総括
レポート
［準備学習］
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参すること
・グループ演習の場合には、授業以外の時間のグループ内作業分担を行い、次の授業までにその成果を持ち寄り、円
滑に演習が進むよう相互に協力すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない

参考文献：
使用する資料を授業ごとに配布する。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
プレゼンテーション 20％
レポート 60％
プレゼンテーションについてはフィードバックを行う

3泊4日の学外におけ
る集中講義を実施する。
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授業科目名 WMHE319 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

障がい者スポーツ演習 （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義 他
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
障がい者スポーツは、総合福祉における重要な支援技術のひとつである。単にリハビリテーションにとどまらず、障がい
者の社会参加、健康増進に寄与すると共に、ノーマライゼーションを体現する活動と捉えられている。そこで本科目は、障
がい者がスポーツ活動に参加するための導入方法や指導方法について体験的に学習を進め、その道具やルールの工夫，配慮
事項等について講義と実技を行う。そして、地域や障がい者施設におけるスポーツを活動した支援者として活動できる知識
を習得する。なお本科目は、日本障がい者スポーツ協会認定中級障がい者スポーツ指導員資格の指定科目である。
［授業全体の内容の概要］
・様々なスポーツ種目の体験を基に、楽しい雰囲気をつくりだす導入法や指導法について習得する。
・様々なスポーツ種目の体験を基に、対象者に合わせてルールや用具を工夫するなどのアレンジ力を醸成する。
・障がい者のスポーツや健康づくりの現場体験をする機会を設ける。
［授業終了時の到達目標］
・対象者に対して、障がいの度合いに応じた楽しく興味を引き出す導入法が指導できる
・対象者に対して、障がいの度合いに応じたスポーツ種目の指導ができる
・障がい者のスポーツ体験や健康づくりの実際が理解できる

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション 障がい者スポーツ指導における留意点①
2．陸上競技の指導法① 競技規則と競技体験
3．陸上競技の指導法② 導入法と指導法
4．陸上競技の指導法③ 審判法
5．水泳の指導法① 競技規則と競技体験
6．水泳の指導法② 導入法と指導法、審判法
7．フライングディスクの指導法① 競技規則と競技体験
8．フライングディスクの指導法② 導入法と指導法、審判法
9．車椅子バスケットボールの指導法① 競技規則と競技体験
10．車椅子バスケットボールの指導法② 導入法と指導法
11．車椅子バスケットボールの指導法③ 審判法
12．最重度障がい者のスポーツの実際① ボッチャの体験 ※補装具の理解を含む
13．最重度障がい者のスポーツの実際② ボッチャの実際 ※補装具の理解を含む
14．補装具の理解
15．まとめ 障がい者スポーツ指導における留意点②
課題レポートを提示
［準備学習］
・実技体験の前には、youtube等を活用して映像により種目の特徴を理解しておくこと
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参すること
・実技を伴う授業の場合、体育館シューズと運動のできる服装で参加すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：・日本障害者スポーツ協会編「障害者ス

ポーツ指導教本」
受講態度 20％
種目ごとの小レポート 20％（5本総合）
※コメントを付して返却

レポート課題 60％

※学外の専用施設にて授
業を行うことがある。
詳しくはオリエンテー
ション時に提示する。
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授業科目名 WMHE319 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

健康運動指導演習Ｄ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
障がい者スポーツは、総合福祉における重要な支援技術のひとつである。単にリハビリテーションにとどまらず、障がい
者の社会参加、健康増進に寄与すると共に、ノーマライゼーションを体現する活動と捉えられている。そこで本科目は、障
がい者がスポーツ活動に参加するための導入方法や指導方法について体験的に学習を進め、その道具やルールの工夫，配慮
事項等について講義と実技を行う。そして、地域や障がい者施設におけるスポーツを活動した支援者として活動できる知識
を習得する。
なお本科目は、日本障がい者スポーツ協会認定中級障がい者スポーツ指導員資格の指定科目である。

［授業全体の内容の概要］
・様々なスポーツ種目の体験を基に、楽しい雰囲気をつくりだす導入法や指導法について習得する。
・様々なスポーツ種目の体験を基に、対象者に合わせてルールや用具を工夫するなどのアレンジ力を醸成する。
・障がい者のスポーツや健康づくりの現場体験をする機会を設ける。
［授業終了時の到達目標］
・対象者に対して、障がいの度合いに応じた楽しく興味を引き出す導入法が指導できる
・対象者に対して、障がいの度合いに応じたスポーツ種目の指導ができる
・障がい者のスポーツ体験や健康づくりの実際が理解できる

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション 障がい者スポーツ指導における留意点①
2．陸上競技の指導法① 競技規則と競技体験
3．陸上競技の指導法② 導入法と指導法
4．陸上競技の指導法③ 審判法
5．水泳の指導法① 競技規則と競技体験
6．水泳の指導法② 導入法と指導法、審判法
7．フライングディスクの指導法① 競技規則と競技体験
8．フライングディスクの指導法② 導入法と指導法、審判法
9．車椅子バスケットボールの指導法① 競技規則と競技体験
10．車椅子バスケットボールの指導法② 導入法と指導法
11．車椅子バスケットボールの指導法③ 審判法
12．最重度障がい者のスポーツの実際① ボッチャの体験 ※補装具の理解を含む
13．最重度障がい者のスポーツの実際② ボッチャの実際 ※補装具の理解を含む
14．補装具の理解
15．まとめ 障がい者スポーツ指導における留意点②
課題レポートを提示
［準備学習］
・実技体験の前には、youtube等を活用して映像により種目の特徴を理解しておくこと
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参すること
・実技を伴う授業の場合、体育館シューズと運動のできる服装で参加すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：・日本障害者スポーツ協会編「障害者ス

ポーツ指導教本」
受講態度 20％
種目ごとの小レポート 20％（5本総合）
※コメントを付して返却

レポート課題 60％

※学外の専用施設にて授
業を行うことがある。
詳しくはオリエンテー
ション時に提示する。
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授業科目名 WMHE420 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

健康運動指導演習Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動実践指導者の資格取得およびその実践的指導力を習得するための支援科目の一つである。地域、フィッ
トネス産業、医療現場など健康づくりのための運動指導の様々な現場について理解する。また、医療・保健・健康
スポーツ分野に関する幅広い知識を習得し、それらをマネジメントする能力を培い、健康運動実践指導者として施
設管理、各種事業の運営・指導について理解を深め、先をよんで行動する実践力を身につける。
［授業全体の内容の概要］
健康づくりのための運動指導の様々な現場について事例研究を行う。また、運動施設や運動関連事業おける管理
や運営技術を実践的に学び、実際に健康体操教室の運営管理計画を考案する。さらに、集団の運動指導における補
助としての役割や動き方を実践的に学ぶ。※授業日程外に行うことがある。
［授業終了時の到達目標］
・健康運動指導の対象となる幅広い領域とその必要性が理解できる。
・運動施設や運動関連事業における管理や運営方法が理解でき、自ら計画することができる。
・集団の運動指導における補助としての役割を理解し、適切に動くことができる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．フィットネス産業の動向
3．フィットネス産業の事例
4．フィットネス施設の管理運営：施設管理、財務管理、業務管理、備品管理
5．安全管理とリスクマネージメント
6．サービスと指導
7．指導者としての心得と条件、役割、指導上の留意点
8．集団指導補助の基本
9．指導補助の実践①準備と片づけ
10．指導補助の実践②指導中の人材配置
11．指導補助の実践③参加者への声がけ
12．指導補助の実践④動きのサポート
13．指導補助の振り返り
14．報告書の作成
15．総括
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、フィットネスクラブや公

共の運動施設などを視察し、現場体験をしてくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・健康づくり事業財団
『健康運動実践指導者テキスト（改訂版）』

受講態度 20％
課題提出 30％
試験 50％
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授業科目名 WMHE420 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

健康運動指導演習Ｅ （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・前期 選択
［授業の目的］
健康運動実践指導者の資格取得およびその実践的指導力を習得するための支援科目の一つである。地域、フィッ
トネス産業、医療現場など健康づくりのための運動指導の様々な現場について理解する。また、医療・保健・健康
スポーツ分野に関する幅広い知識を習得し、それらをマネジメントする能力を培い、健康運動実践指導者として施
設管理、各種事業の運営・指導について理解を深め、先をよんで行動する実践力を身につける。
［授業全体の内容の概要］
健康づくりのための運動指導の様々な現場について事例研究を行う。また、運動施設や運動関連事業おける管理
や運営技術を実践的に学び、実際に健康体操教室の運営管理計画を考案する。さらに、集団の運動指導における補
助としての役割や動き方を実践的に学ぶ。※授業日程外に行うことがある。
［授業終了時の到達目標］
・健康運動指導の対象となる幅広い領域とその必要性が理解できる。
・運動施設や運動関連事業における管理や運営方法が理解でき、自ら計画することができる。
・集団の運動指導における補助としての役割を理解し、適切に動くことができる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．フィットネス産業の動向
3．フィットネス産業の事例
4．フィットネス施設の管理運営：施設管理、財務管理、業務管理、備品管理
5．安全管理とリスクマネージメント
6．サービスと指導
7．指導者としての心得と条件、役割、指導上の留意点
8．集団指導補助の基本
9．指導補助の実践①準備と片づけ
10．指導補助の実践②指導中の人材配置
11．指導補助の実践③参加者への声がけ
12．指導補助の実践④動きのサポート
13．指導補助の振り返り
14．報告書の作成
15．総括
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、フィットネスクラブや公

共の運動施設などを視察し、現場体験をしてくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・健康づくり事業財団
『健康運動実践指導者テキスト（改訂版）』

受講態度 20％
課題提出 30％
試験 50％
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授業科目名 WMHE421 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

健康運動指導演習Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動実践指導者の資格取得およびその実践的指導力を習得するための支援科目の一つである．医療・保健・
健康スポーツ分野に関する幅広い知識を習得し、それらをマネジメントする能力を培うことを目的とする．具体的
には健康運動実践指導者として運動施設管理、健康体操教室などの集団指導の運営管理および指導についてさらに
理解を深める。対象者の特性に応じた安全かつ効果的な集団運動プログラムを計画し，指導案をたてて指導する力
を身につける。
［授業全体の内容の概要］
運動施設や健康体操教室などの集団指導における管理や運営技術をスタッフとして実践的に学ぶ．対象者特性を
理解するために、症例検討を行う。個別に配慮して集団を指導する運動指導者として短時間の指導案をたててメイ
ンの指導を担当する。※授業日程外に行うことがある。
［授業終了時の到達目標］
・健康運動実践指導者として必要な知識をもち、安全かつ効果的な集団の運動指導ができる．
・運動施設や集団指導における管理や運営方法について理解し，計画立案および実践することができる．

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．集団運動指導における対象者特性の把握
3．集団全体と個人への配慮
4．対象者特性に応じた集団運動指導プログラム
5．短時間の指導案の作成
6．指導案に基づいた指導練習
7．集団運動指導の実践①
8．集団運動指導の実践②
9．集団運動指導の実践③
10．集団運動指導の実践④
11．集団運動指導の実践⑤
12．集団運動指導の実践⑥
13．指導の振り返り
14．指導力向上に必要な要素
15．総括
レポート・試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、指定された運動プログラ

ムの指導案を作成し、自主的に指導練習を行っておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・健康づくり事業財団
『健康運動実践指導者テキスト（改訂版）』

受講態度 20％
課題提出 30％
試験 50％
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授業科目名 WMHE421 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

健康運動指導演習Ｆ （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3年次・後期 選択
［授業の目的］
健康運動実践指導者の資格取得およびその実践的指導力を習得するための支援科目の一つである．医療・保健・
健康スポーツ分野に関する幅広い知識を習得し、それらをマネジメントする能力を培うことを目的とする．具体的
には健康運動実践指導者として運動施設管理、健康体操教室などの集団指導の運営管理および指導についてさらに
理解を深める。対象者の特性に応じた安全かつ効果的な集団運動プログラムを計画し，指導案をたてて指導する力
を身につける。
［授業全体の内容の概要］
運動施設や健康体操教室などの集団指導における管理や運営技術をスタッフとして実践的に学ぶ．対象者特性を
理解するために、症例検討を行う。個別に配慮して集団を指導する運動指導者として短時間の指導案をたててメイ
ンの指導を担当する。※授業日程外に行うことがある。
［授業終了時の到達目標］
・健康運動実践指導者として必要な知識をもち、安全かつ効果的な集団の運動指導ができる．
・運動施設や集団指導における管理や運営方法について理解し，計画立案および実践することができる．

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．集団運動指導における対象者特性の把握
3．集団全体と個人への配慮
4．対象者特性に応じた集団運動指導プログラム
5．短時間の指導案の作成
6．指導案に基づいた指導練習
7．集団運動指導の実践①
8．集団運動指導の実践②
9．集団運動指導の実践③
10．集団運動指導の実践④
11．集団運動指導の実践⑤
12．集団運動指導の実践⑥
13．指導の振り返り
14．指導力向上に必要な要素
15．総括
レポート・試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。また、指定された運動プログラ

ムの指導案を作成し、自主的に指導練習を行っておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・健康づくり事業財団
『健康運動実践指導者テキスト（改訂版）』

受講態度 20％
課題提出 30％
試験 50％
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授業科目名 WMHE422 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

ヘルスプロモーション （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
ヘルスプロモーションは全ての人々が自らの健康を管理するプロセスであり、21世紀における健康戦略

として我が国においても重要な課題とされている。我が国および諸外国におけるヘルスプロモーションを
理解し、我が国における今後のヘルスプロモーション政策課題およびその具体的な解決策を提案する力を
身に着ける。
［授業全体の内容の概要］
我が国および諸外国におけるヘルスプロモーション、身体活動を中心としたヘルスプロモーションの特

徴や課題について概説する。また、我が国における今後のヘルスプロモーションの政策課題の方向性につ
いて講義し、具体的な政策提案についてグループワークを行う。
［授業終了時の到達目標］
我が国および諸外国におけるヘルスプロモーションの現状と今後の課題について理解し、それに対する

具体的な解決策を提案することができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．健康とは
2．WHOのヘルスプロモーション：オタワ憲章、バンコク憲章
3．我が国におけるヘルスプロモーションの歴史的背景と変遷
4．現代が抱える健康問題
5．各ライフステージにおけるヘルスプロモーションの課題
6．ヘルスプロモーションにおける健康教育の役割①行動科学
7．ヘルスプロモーションにおける健康教育の役割②データヘルス
8．我が国における健康施策としての健康日本21と健やか親子21
9．我が国における健康施策①：企業での取り組み
10．我が国における健康施策②：地域での取り組み
11．ヘルスリテラシー
12．諸外国におけるヘルスプロモーション
13．健康な社会づくりの提案①：グループワーク：データから読み解く健康課題
14．健康な社会づくりの提案②：グループワーク：施策提案
15．健康な社会づくりの提案③：発表会
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。国や地域などで取り上げられて

いる健康問題を探し、取り組むべき課題を考える。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・島内憲夫他『ヘルスプロモーション（21世紀の健
康戦略シリーズ）』垣内出版

・その他の参考資料は必要に応じて提示する。

受講態度 20％
課題提出 30％
試験 50％
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授業科目名 WMHE323 授業の種類

2017年度以前入学者用

子ども体育指導論 （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
幼児期の発育発達に合わせて必要となる心身の健康や健全な生活習慣のあり方について理解する。幼児

期の身体運動の基本となる「走・跳・投」の運動を遊びの中で体験し、運動指導方法や運動プログラムの
立案方法など指導者として必要な知識と指導技術の向上を図る。また、療育を必要とする子どもの理解と
プログラムのアレンジ法についても理解を深める。
［授業全体の内容の概要］
・理論のみならず、運動の体験を踏まえた解説から実践的な知識を修得する。
・運動の体験を基に、個人またはグループによるプログラムのアレンジを行う演習を多用する。
［授業終了時の到達目標］
・幼児に対して実施する発育発達段階に応じた適切な身体運動の方法や指導展開について理解する。
・幼児期に必要な運動プログラムの拡がりをイメージすることができる。
・療育を必要とする子どもについて理解し、運動プログラムの提供ができる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション 子どもの遊びと健康① ～遊びの現状と課題～
2．子どもの遊びと健康② ～幼児期の体力、運動能力と必要とされる運動遊び～
3．用具を用いない運動遊び（身体コントロール、鬼ごっこ）
4．集団遊び（小人数、大人数）
5．野外遊び（自然を感じる遊び）
6．身近な素材を用いた遊び（ビニール袋、風船）
7．用具を使った遊び（ボール、縄跳び）
8．複数の遊びを組み合わせた種目の体験と創作1
9．複数の遊びを組み合わせた種目の体験と創作2
10．マット運動の実践と指導法1（倒立系）
11．マット運動の実践と指導法2（転回運動系）
12．組体操と組立体操の実践と指導法
13．運動遊びのプログラミングと指導法
14．安全管理
15．まとめ
試験
［準備学習］
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参
すること

・実技を伴う授業の場合、体育館シューズと運動のできる服装で参加すること
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：使用しない
参考文献：・伊藤昭義「からだとこころを創る幼児体育」NHK出版
・菊池秀範「幼児期の運動遊びの指導と援助」萌文書林
・東根明人、宮下桂治「もっともっと運動能力が身につく魔法の方法」
・瀬戸口清文「なかよし仲間の運動あそび」メイト保育事業部

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度 20％
レポート 20％
試験 60％
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授業科目名 WMHE324 授業の種類 授業担当者

障害者・高齢者スポーツ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
本科目は、総合福祉における主な支援対象である障がい者や高齢者（以下、対象者）にとってのスポーツの意義
を理解することを重要なねらいとする。そのために障がいの理解や対象者の志向タイプ（競技・生きがい・健康・
リハビリ等）を踏まえることや、対象者にとってのスポーツ活動に関する、歴史・思想、社会的・制度的観点等に
ついて体系的に講義を行う。また、実際のスポーツ種目を紹介し、その用具やルールの工夫、配慮事項について講
義と実技を行う。そして地域や障害者施設、高齢者施設におけるスポーツを活用した支援者として活動できる知識
を得る。
なお本科目は、日本障がい者スポーツ協会認定中級障がい者スポーツ指導員資格の指定科目である。

［授業全体の内容の概要］
・対象者にとってのスポーツの意義を体系的に学習する。
・理論のみならず、様々なスポーツ種目の体験を踏まえた解説から実践的な知識を習得する。
・対象者のスポーツや健康づくりの現場体験をする機会を設ける。
［授業終了時の到達目標］
・対象者にとってのスポーツの意義が理解できる
・対象者への支援に活用できるスポーツ種目の体験ができる
・対象者との交流を通して、障害者及び高齢者にとってのスポーツの重要性を認識できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション
2．全国障害者スポーツ大会の理解① ―意義と目的―
3．全国障害者スポーツ大会の理解② ―歴史―
4．全国障害者スポーツ大会の理解③ ―選手団の編成―
5．全国障害者スポーツ大会の理解④ ―コーチの役割―
6．全国障害者スポーツ大会の理解⑤ ―実施競技⑴―
7．全国障害者スポーツ大会の理解⑥ ―実施競技⑵―
8．障がい者スポーツ種目の指導法① ―ボッチャ⑴―
9．障がい者スポーツ種目の指導法② ―ボッチャ⑵―
10．障がい者スポーツ種目の指導法③ ―ブラインドサッカー⑴―
11．障がい者スポーツ種目の指導法④ ―ブラインドサッカー⑵―
12．障がい者スポーツ種目の指導法⑤ ―ゴールボール⑴―
13．障がい者スポーツ種目の指導法⑥ ―ゴールボール⑵―
14．障がい者スポーツ種目の指導法⑦ ―風船バレー―
15．まとめ
課題レポートを提示

［準備学習］
・授業の確認として配布資料を読み返し、授業内容を理解した上で、配布済の課題シートを作成し、持参
すること

・実技を伴う授業の場合、体育館シューズと運動のできる服装で参加すること
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・日本障害者スポーツ協会編

「障害者スポーツ指導教本」
その他、適宜資料を配布する

受講態度 20％
小レポート 20％
※コメントを付して返却する

課題レポート 60％
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授業科目名 WMHE425 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

運動処方論 （ 講義・演習・実習 ） 長阪 裕子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
運動療法は生活習慣病や運動器疾患の治療の一環として認められているが、運動は両刃の剣であり、実

施方法によっては病状を悪化させることがある。そこで、病態や薬の作用機序について理解した上で、安
全かつ効果的な具体的な運動処方について学び、各症例における評価から運動処方を作成する力を養う。
［授業全体の内容の概要］
科学的根拠に基づいた各疾患の治療ガイドやアメリカスポーツ医学会のガイドラインを読み解きながら

基本的な知識を講義する。また、様々な有疾患の症例に対し、習得した知識を生かしながら評価から運動
処方を行い、互いに討議する。
［授業終了時の到達目標］
科学的根拠に基づいた運動処方の基本的な知識を理解し、有疾患者の運動療法プログラムを作成できる

力を身に着ける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．運動処方とは
2．運動処方のためのメディカル・チェック
3．運動処方のためのフィジカル・チェック
4．運動負荷試験の理論
5．運動負荷試験の実際
6．データに基づく運動処方作成の理論と安全管理
7．肥満症に対する運動処方
8．糖尿病に対する運動処方
9．高血圧・脂質異常症に対する運動処方
10．心疾患に対する運動処方
11．脳血管疾患に対する運動処方
12．運動器疾患に対する運動処方（主として変形性関節症）
13．虚弱高齢者に対する運動処方
14．症例検討①
15．症例検討②
試験
［準備学習］
配布した資料を参考に振り返り、指定した演習シートに取り組むこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：
・アメリカスポーツ医学会
『運動処方の指針 原著第8版』南江堂
・田中喜代次他『中高年者のための運動プログラム（病
態別編）』㈶日本体育協会監修、NAP

・健康づくり事業財団
『健康運動実践指導者テキスト（改訂版）』

受講態度 20％
課題提出 20％
試験 60％

192



授業科目名 WMHE426 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

スポーツマネジメント （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
私たちの生活において「スポーツ」は非常に身近な文化の1つである。スポーツへの興味の有無に関わ

らず、スポーツに関するさまざまな情報を共有するようになった。それを通じてスポーツへの関わり方も
多様化し、スポーツを通じて身体を動かすだけでなく、メディアを通じてスポーツを楽しんだり、ボラン
ティアを通じてスポーツの関わりを実践している人も多い。こうしたスポーツ文化の広がりは、必然的に
スポーツをマネジメントすることの重要さを示唆している。よって、この授業では、私たちが生涯にわた
りスポーツ文化を享受するために必要なマネジメントについて学習することを目的としている。
［授業全体の内容の概要］
スポーツ産業の構造、健康産業の構造、スポーツ・健康政策の変容等をマネジメントの観点からケース

スタディを通じて学習し、実践力を養う内容構成にする。
［授業終了時の到達目標］
スポーツを消費する立場、スポーツをサービス提供する立場、双方の視点から学習することで、現代社

会に必要なスポーツマネジメントについての総合的理解を目指します。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．マネジメントとは―ドラッカー理論を手がかりに―
2．消費社会の成り立ちとスポーツ
3．スポーツマネジメントの必要性
4．スポーツ産業の構造
5．スポーツマーケティングの実際―グローバル化するサッカー―
6．スポーツマーケティングの実際―オリンピックビジネス―
7．スポーツマーケティングの実際―Ｊリーグの戦略―
8．市民スポーツとしてのマラソン
9．スポーツ政策の変遷と実際―総合型地域スポーツクラブ構造を考える―
10．健康政策とスポーツの関係性
11．健康産業の実際―フィットネスクラブのマーケティング―
12．健康産業の実際―健康運動指導士による健康指導サービスの実際―
13．スポーツのガバナンス―スポーツコミッション―
14．スポーツを支えるボランティア―新しい公共とスポーツ―
15．現代社会とスポーツマネジメントの展開
試験
［準備学習］
これまでの自分とスポーツの関係について振り返りながら、これまで自分がどのようにしてスポーツと

関わってきたのか、あるいは、現在関わっているのかについて再考してみてください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献
実践から読み解くスポーツマネジメント

加藤清孝編著 晃学出版

試験 70％
授業内リアクションペーパー 30％
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授業科目名 WMHE227 授業の種類 授業担当者

介護実務基礎 （ 講義・演習・実習 ） 田中 康雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
介護に関する知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことがで
きるようにすることを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
介護に関する職務の理解、尊厳の保持・自立支援、介護の基本、介護・福祉サービスの理解と医療との連携、介
護におけるコミュニケーション技術、老化・認知症・障害の理解、こころとからだのしくみと生活支援技術につい
て体系的に学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
・基本的な介護を実践するために最低限必要な知識・技術を理解する。
・利用者、家族、多職種との円滑なコミュニケーションの取り方の基本を理解する。
・介護に関する社会保障の制度、施策、サービス利用の流れについての概要を理解する。
・介護職員初任者研修修了程度の介護力を身につける。
※本授業は大学の指定する通信制介護職員初任者研修事業者と連携して行い、学内授業の他に指定事業者が行う通
学講習（スクーリング）、通信形式、修了試験がある。単位認定者には、埼玉県介護職員初任者研修課程修了証
明書が発行される。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション：介護職員初任者研修について
2．介護職における職務の理解及び指定事業者によるスクーリング等について
3．介護における尊厳の保持・自立支援
4．介護の基本
5．介護・福祉サービスの理解と医療との連携
6．介護におけるコミュニケーション技術
7．老化の理解
8．認知症の理解
9．障害の理解
10．こころとからだのしくみ①（介護に関するこころのしくみの基礎的理解）
11．こころとからだのしくみ②（介護に関するからだのしくみの基礎的理解）
12．こころとからだのしくみと自立に向けた介護
13．生活支援技術①（介護過程の基礎理解）
14．生活支援技術②（生活支援技術の理解）
15．まとめ
レポート等
なお、学内授業の他に、指定事業者が行う通学講習（スクーリング）、通信形式、修了試験が
ある。

［準備学習］
【予習】授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の前に前回のノートや配布資料を読み返

してくること。（2時間）
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。（2時間）
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
指定事業者『介護職員初任者研修講座テキスト』及
び授業時にプリント配布
（参考文献）
『介護職員初任者研修テキスト』、公益財団法人介
護労働安定センター

受講態度：20％、小テスト：20％
レポート：60％
なお、成績評価のフィードバックについては、小テ
ストを返却し、レポートの講評を行う。また、指定事
業者が行う通学講習（スクーリング）、通信形式を終
えた上で、修了試験に合格する必要がある。
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授業科目名 WMHE328 授業の種類 授業担当者

介護予防 （ 講義・演習・実習 ） 戸村 成男
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
「介護予防」は、平成18年（2006年）4月の改正介護保険法において導入された。これは、「要介護状態になる
ことをできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態であっても、状態がそれ以上に悪化しないようにする
（維持・改善を図る）」と定義されている。そこで、高齢者の生活や人生を尊重し、できる限り自立した生活を送
れるようにするには、どのような方策があるのか学ばせる。
［授業全体の内容の概要］
「介護予防」は、寝たきりなどの介護が必要な状態にならないように、心身の衰えを予防・回復しようという取
り組みである。そこで、どのような状態にある高齢者であっても、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・
要介護の予防や重症化の予防・軽減させるための具体的対策までを明らかにする。
［授業終了時の到達目標］
自治体が取り組んでいる介護予防の事業をそれぞれ吟味し、今後、地域包括ケアシステムの導入を見据えた地域
介護・保健・福祉のあり方までの知識を習得させる。
※地域における介護予防の活動に参加しても、高齢者の介護予防の相談業務に応じることが出来るようにする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．講義を進めるに当たってのガイダンス
2．介護保険制度の改正と介護予防
3．高齢社会における介護予防の意義
4．高齢者の身体的特徴の理解
5．介護予防検診の実際
6．行動科学の理論と行動変容のメカニズム
7．摂食嚥下障害（嚥下障害）の理解と対策
8．高齢者の体力と運動の意義
9．高齢者に対する運動指導上の留意点
10．転倒・骨折予防のための運動プログラム
11．認知症予防のための運動プログラム
12．高齢者の心を動かす介護予防プログラム
13．介護予防活動の実際
14．介護予防プログラムの作成
15．介護予防の将来と総括
定期試験
［準備学習］
高齢者の身体的・精神的・社会的特性、介護保険制度、介護予防事業、相談業務などを、福祉・保健・

医療・運動の分野から多角的に学ぶ授業である。そのため地域や行政などで、どのような介護予防事業が
展開されているか、あらかじめ調査をしておく必要がある。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）授業に合わせて資料を配布
（参考文献）
これからの介護予防・地域ケア 出版：サンライフ企画
・サブノート（subnote）：保健医療・公衆衛生

出版：メディックメディア株式会社

受講態度 30％
課題提出・定期試験 70％
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授業科目名 WMHE329 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

精神保健学 （ 講義・演習・実習 ） 大塚 静子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
現代のストレスの多い社会状況においては、心の健康を保持することは重要である。また、将来人間関

係を主とする職業につくことを志す者にとって、人の心を理解することは必要不可欠であり、その基本的
知識を習得する。その上で、心の健康を保持するための方策についても学習する。

［授業全体の内容の概要］
精神保健および精神医学の基本的知識をライフステージ、生活場面毎に習得する。その上で、予防医学

的見地から心の健康を保持するための方策についても学習する。

［授業終了時の到達目標］
将来、福祉、保健、医療場面の職場で、適切な医療保健福祉サービスが提供できるような知識、考え方

を身につける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．精神保健総論―精神保健とは
2．精神保健の今日的意義―現代社会における精神保健の意義と役割、問題点
3．ライフステージ毎の精神保健⑴―乳幼児期・児童期
4．ライフステージ毎の精神保健⑵―青年期・成人期
5．ライフステージ毎の精神保健⑶―老年期
6．生活場面における精神保健⑴―家庭
7．生活場面における精神保健⑵―学校
8．生活場面における精神保健⑶―職場、地域
9．精神障害の基礎知識⑴―精神障害総論―成因、疫学、精神症状論
10．精神障害の基礎知識⑵―精神障害各論①統合失調症、躁鬱病など
11．精神障害の基礎知識⑶―精神障害各論②神経症、心身症など
12．精神障害の基礎知識⑷―老年期の精神障害
13．精神保健福祉行政の概要―精神保健福祉法その他関連法規及び制度の概要
14．心の健康を保持するために―休養・運動・栄養、自然に生きる
15．精神保健学まとめ
試験・レポート等
［準備学習］
毎回配布する資料をよく読んでおくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
授業にあわせて資料を配布

（参考文献）
「図表で学ぶ精神保健」長尾博（培風館）

受講態度を重視（就職試験等の場合は考慮します）
40％
試験・レポート等の提出 60％
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授業科目名 WMHE230 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

レクリエーション実技 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 1年次・後期 選択
［授業の目的］
レクリエーション援助を実践する際の基本的な考え方に従い、高齢者・障がい者に対するレクリエーシ

ョンの援助技術を学ばせる。

［授業全体の内容の概要］
レクリエーション活動の援助計画に基づき、幼児、児童、一般、障害者、高齢者のスポーツ・レクリエ

ーションの実践運動を積極的に展開させる。

［授業終了時の到達目標］
レクリエーション活動の実践援助能力を習得させる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．障がい者福祉施策と障がいスポーツ
2．アイスブレーキングプログラムの体験
3．地域貢献の具体的活動～バルーンアート他～
4．レクリエーション活動の提供スキル①～同時発声同時動作の理解と習得～
5．レクリエーション活動の提供スキル②～目的に合わせたレクリエーション～
6．レクリエーション活動の提供スキル③～対象に合わせたレクリエーション～
7．レクリエーション財のアレンジ法①（障がいに応じたスポーツの工夫）
8．レクリエーション財のアレンジ法②（障がいに応じたスポーツの実施）
9．ハードル設定と CSSプロセスの体験と理解、習得
10．ホスピタリティの体験と理解
11．レクリエーションスキルの総合的活用①～総合演習のねらいと方法～
12．レクリエーションスキルの総合的活用②～レクリエーション活動の企画～
13．レクリエーションスキルの総合的活用③～レクリエーション活動の準備～
14．総合演習
15．まとめ（安全管理について）
筆記試験
［準備学習］
レクリエーションスキルを身につけるために、配布した実技資料は毎回確認して、いつでもできるよう

に学んで欲しい。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）授業に合わせ資料を配布
（参考書）「レクリエーション支援の基礎」（公益財団
法人 日本レクリエーション協会）、レクリエーショ
ンガイドブック29「楽しいアイスブレーキングゲー
ム集」（公益財団法人 日本レクリエーション協会）

（試験やレポートの評価基準など）
1．受講態度：20％
2．試験：30％
3．発表等：50％
人前での実技指導を行い、講評します
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授業科目名 WMHE231 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

スポーツ・レクリエーション論 （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
総合福祉の主要な援助技術としてスポーツ・レクリエーション（以下、「スポーツ・レク」とする）を位置づけ、

その社会的意義について、基礎的理解を踏まえた上で社会福祉の場におけるスポーツ・レク支援のあり方、支援技術
について学ばせる。
［※この講義は（公財）日本レクリエーション協会公認資格レクリエーション・インストラクター及び（公財）日本

障がい者スポーツ協会公認初級障がい者スポーツ指導員の取得講座の主要科目も兼ねている］
［授業全体の内容の概要］
社会福祉領域でのスポーツ・レクの意義、支援計画の作成法、スポーツ・レク活動の実際とその評価について授業

を展開する。特に障がい者施設、高齢者施設での支援技術については事例を挙げて詳しく指導する。
［授業終了時の到達目標］
社会福祉の場におけるスポーツ・レクの意義・あり方が理解でき、支援の計画・作成法を学び、スポーツ・レクの

実践的支援能力が修得できる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス（障がい者スポーツの意義と理念）
2．障がい者へのスポーツ・レク支援 ～全国障がい者スポーツ大会の概要～
3．スポーツ・レクリエーション支援とは
4．楽しさと心の元気づくりの理論① ～心の元気づくりの理解～
5．楽しさと心の元気づくりの理論② ～対象別心の元気づくりの考え方～
6．スポーツ・レクリエーション支援の理論① ～コミュニケーションと信頼づくり～
7．スポーツ・レクリエーション支援の理論② ～集団づくりの考え方～
8．スポーツ・レクリエーション支援の理論③ ～内発的動機付けに基づく支援のあり方～
9．スポーツ・レクリエーション支援の方法① ～ホスピタリティの考え方～
10．スポーツ・レクリエーション支援の方法② ～ホスピタリティ・トレーニング～
11．スポーツ・レク活動の計画と作成方法① ～スポーツ・レク活動の企画法～
12．スポーツ・レク活動の計画と作成方法② ～プランニング演習～
13．スポーツ・レク活動の計画と作成方法③ ～プレゼンテーションと評価～
14．スポーツ・レク活動の安全管理（リスクマネジメント）
15．まとめ（障がい者スポーツ指導者制度）
筆記試験

［準備学習］
授業時に配布した資料を参考に、ふりかえりを行ない指定した演習シートに取り組むこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『レクリエーション支援の理論と方法』

日本レクリエーション協会編
『障がい者スポーツ指導教本』

日本障がい者スポーツ協会編
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
課題作成とプレゼンテーション 20％

※プレゼンテーション後に講評を行う
期末試験 60％
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授業科目名 WMHE332 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

レクリエーション現場実習（ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
レクリエーション現場実習は、これまで学んできたレクリエーションや障がい者スポーツが現場（地域

や職域）でどのように活用されているかについて、実際に現場に出て体験学習を行う実習科目である。
［※この講義は（公財）日本レクリエーション協会公認資格レクリエーション・インストラクター、（公

財）日本障がい者スポーツ協会公認初級及び中級障がい者スポーツ指導員資格の取得講座の主要科目
も兼ねている］

［授業全体の内容の概要］
学内における基本レクチャー（5コマ分）と学外における事業への参加（10コマ分）とで構成される。
地域や職域で行われるレクリエーション事業や障がい者スポーツ大会に参加し、現場体験することで、

レクリエーション活動援助や障がい者スポーツ支援の実践能力を高める。
［授業終了時の到達目標］
・レクリエーション事業や障がい者スポーツ大会の概要について体験的に理解できる
・レクリエーション支援者や障がい者スポーツ指導員の具体的な役割について理解できる
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス、レクリエーション現場実習の意義
2．レクリエーション事業の基本的理解①―総合型地域スポーツクラブ―
3．レクリエーション事業の基本的理解②―レクリエーション協会主催事業―
4．障がい者スポーツ大会におけるボランティア①（役割）
5．障がい者スポーツ大会におけるボランティア①（実践）
6．レクリエーション事業への参加①
7．レクリエーション事業への参加②
8．レクリエーション事業への参加③
9．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ①
10．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ②
11．障がい者スポーツ大会への参加Ⅰ③
12．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ①
13．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ②
14．障がい者スポーツ大会への参加Ⅱ③
15．実習参加の振り返りとまとめ
レポート課題

［準備学習］
・配布した資料については、必ず読み返し、内容の理解に努めること
・地域や職域で開催される事業へ参加する場合には、事前にインターネット等を活用して、参加する事業
の概要について把握しておくこと

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『レクリエーション支援の基礎』

日本レクリエーション協会編
『障がい者スポーツ指導教本』

日本障がい者スポーツ協会
その他、適宜資料を配布

受講態度 20％
レポート課題 80％（3本分の総合評価）
※レポート課題の内容については、振り返り時に
発表させ、講評を行う

※学外の現場実習は、通常土曜日・日曜日
に開催される。
※レクリエーション・インストラクター資
格は、指定された事業への参加を含めて
4回以上の参加をもって認定される。
※中級障がい者スポーツ指導員資格は、指
定された事業を含めて、合計80時間以上
の事業への参加をもって認定される。よ
って、中級資格を希望する者は、1年生
から積極的に障がい者スポーツの事業に
参加しておくこと。
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総合福祉科目
社会福祉関連科目
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授業科目名 WMPS201 授業の種類 授業担当者

教育心理学 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2年次・後期 選択
［授業の目的］
心理学概論の一部に相当する授業科目で、教育という営みについての心理学的知識を学ぶ授業である。

現実の教育場面に沿いながら教育心理学の成果を理解し、教育実践に生かすことを目標とする。本科目は、
「福祉活動の一翼を担う力を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わるものである。

［授業全体の内容の概要］
教育心理学の主要な領域である、発達、学習、適応、評価について講義する。具体的には、発達と教育

の関係、「学ぶ」ことの意味、「わかる」喜びと学習意欲、教育評価、授業―学習過程とそれを支える教師
―生徒関係および生徒同士の関係、そして「教える」ということについて考える。

［授業終了時の到達目標］
「人格の完成」をめざす教育のための教育心理学的基礎を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．教育心理学の対象と方法（教育心理学とは何か、教育心理学の研究法）
2．発達と教育（発達の規定要因、発達の理論、発達と教育の相互規定的関係）
3．学習の基礎過程⑴（学習の意義、学習の理論、学習の基本的な型）
4．学習の基礎過程⑵（人間の学習の特徴、知的学習）
5．学級集団の理解（学級集団の機能、学級集団の構造と過程、学習集団）
6．教授＝学習過程⑴（教授＝学習過程の一般的プロセス）
7．教授＝学習過程⑵（教授の具体的方法、発見学習、有意味受容学習）
8．教授＝学習過程⑶
9．生活指導（学級集団活動、ガイダンス、教育相談、スクールカウンセリング）
10．障害児の心理と指導
11．教育評価⑴（教育評価とは何か、相対的評価、絶対的評価、到達度評価）
12．教育評価⑵（授業における教育評価の方法、形成的評価）
13．誤答分析・認知カウンセリング
14．教育統計
15．教師論（専門職としての教職、教師のメンタルヘルス）
試験
［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章・節に関して要点をつかみながら読んでおくこと。授業後

は分かりにくい重要語句等を心理学辞典等で確認しておくこと（ノート記録）。時間はそれぞれ1時間分。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
北尾倫彦他（1991）『教育心理学（新版）』有斐閣
（参考文献）
日本教育心理学会編（2003）『教育心理学ハンドブ
ック』有斐閣

受講態度 30％
期末試験 70％
なお、試験についての解説は掲示にて行ないます。
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授業科目名 WMPS202 授業の種類 授業担当者

臨床心理学 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
臨床心理学は応用心理学のひとつで、実践の学であり各種発達理論、臨床に役立つすべての理論の集大

成である。人格理解の方法と問題への対処法を基礎理論や各種技法をとおして学んでいく。

［授業全体の内容の概要］
・臨床心理学とは何かについて学ぶ
・臨床心理学の基礎理論を学ぶ
・心理検査等をとおして人格理解の方法を学ぶ
・心理療法の実際を具体的な事例をとおして学ぶ

［授業終了時の到達目標］
対人援助の専門職にふさわしい、臨床心理学的知識と接し方を身につける

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．臨床心理学とは何か
2．臨床心理学の歴史Ⅰ
3．臨床心理学の歴史Ⅱ
4．臨床心理学の基礎理論Ⅰ
5．臨床心理学の基礎理論Ⅱ
6．人格理解の方法Ⅰ
7．人格理解の方法Ⅱ
8．人格理解の実際Ⅰ
9．人格理解の実際Ⅱ
10．心理療法Ⅰ
11．心理療法Ⅱ
12．心理療法の実際Ⅰ
13．心理療法の実際Ⅱ
14．心理療法の実際Ⅲ
15．まとめ
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読み予習を行ってくる。講義中にとったノートや関連する文献を読み

返してくる。授業の後にテキストの該当部分の復習をし、ノートを整理する。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『臨床心理学』藤永保他編 有斐閣ブックス
（参考文献）
『総説 臨床心理学』小林重雄監修 コレール社
『臨床心理学』森谷寛之著 サイエンス社

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％
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授業科目名 WMPS203 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

心理学研究法 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
心理学研究・実践の計画立案、各種調査、検査などの実施、結果の分析・考察などの研究実践の全過程

について学ぶ。本科目は、「福祉活動の一翼を担う力を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わる
ものである。
［授業全体の内容の概要］
心理学研究法として、調査法、質問紙法、心理テスト法、観察法、面接法、実験法・実験計画法などに

ついて学ぶ。あわせて文献レビューの方法や臨床心理学的研究法など分野別の問題の研究法も扱い、デー
タ分析法として心理統計法も学ぶ。そして、心理学的な研究・実践を行う際の倫理規定や、臨床にどう取
り組み研究するかについても考える。
［授業終了時の到達目標］
データの収集、データの分析・考察方法としての心理学の研究法を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．心理学の研究とは何か、心理学研究・実践における倫理
2．心理学論文の探し方、読み方
3．心理学研究法⑴（質的調査―観察法、面接法）
4．心理学研究法⑵（量的調査―尺度作成）
5．心理学研究法⑶（量的調査―質問紙法、調査研究）
6．心理学研究法⑷（実験法、実験計画法）
7．心理学研究法⑸（準実験、単一事例実験）
8．心理学研究法⑹（事例研究法、フィールドワーク）
9．研究課題と種々の研究法（具体的研究例）
10．分野別研究技法⑴（認知研究）
11．分野別研究技法⑵（教育・発達研究、臨床心理学研究）
12．分野別研究技法⑶（性格・社会心理学研究）
13．心理統計⑴
14．心理統計⑵
15．研究計画から心理学レポート・論文の書き方
試験
［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章・節に関して要点をつかみながら読んでおくこと。授業後

は分かりにくい重要語句を心理学辞典等で確認しておくこと（ノート記録）。時間はそれぞれ1時間分。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
高野陽太郎他編（2004）『心理学研究法』有斐閣
（参考文献）
日本発達心理学会監修（2000）『心理学・倫理ガイ
ドブック リサーチと臨床』有斐閣

受講態度 30％
期末試験 70％
なお、試験についての解説は掲示にて行ないます。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

心理学研究法 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2年次・前期 選択
［授業の目的］
心理学研究・実践の計画立案、各種調査、検査などの実施、結果の分析・考察などの研究実践の全過程

について学ぶ。本科目は、「福祉活動の一翼を担う力を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わる
ものである。
［授業全体の内容の概要］
心理学研究法として、調査法、質問紙法、心理テスト法、観察法、面接法、実験法・実験計画法などに

ついて学ぶ。あわせて文献レビューの方法や臨床心理学的研究法など分野別の問題の研究法も扱い、デー
タ分析法として心理統計法も学ぶ。そして、心理学的な研究・実践を行う際の倫理規定や、臨床にどう取
り組み研究するかについても考える。
［授業終了時の到達目標］
データの収集、データの分析・考察方法としての心理学の研究法を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．心理学の研究とは何か、心理学研究・実践における倫理
2．心理学論文の探し方、読み方
3．心理学研究法⑴（質的調査―観察法、面接法）
4．心理学研究法⑵（量的調査―尺度作成）
5．心理学研究法⑶（量的調査―質問紙法、調査研究）
6．心理学研究法⑷（実験法、実験計画法）
7．心理学研究法⑸（準実験、単一事例実験）
8．心理学研究法⑹（事例研究法、フィールドワーク）
9．研究課題と種々の研究法（具体的研究例）
10．分野別研究技法⑴（認知研究）
11．分野別研究技法⑵（教育・発達研究、臨床心理学研究）
12．分野別研究技法⑶（性格・社会心理学研究）
13．心理統計⑴
14．心理統計⑵
15．研究計画から心理学レポート・論文の書き方
試験
［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章・節に関して要点をつかみながら読んでおくこと。授業後

は分かりにくい重要語句を心理学辞典等で確認しておくこと（ノート記録）。時間はそれぞれ1時間分。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
高野陽太郎他編（2004）『心理学研究法』有斐閣
（参考文献）
日本発達心理学会監修（2000）『心理学・倫理ガイ
ドブック リサーチと臨床』有斐閣

受講態度 30％
期末試験 70％
なお、試験についての解説は掲示にて行ないます。
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授業科目名 WMPS204 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

心理学基礎実験 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 60時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
心理学実験・実習に相当する授業科目で、心理学における基礎的な実験・実習を通して、心理学の研究

方法、手続き、心理学的データ収集の方法、分析方法、レポートの作成法などを習得する授業である。本
科目は、「福祉活動の一翼を担う力を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わるものである。
［授業全体の内容の概要］
心理学の主要な機能である、知覚、記憶、学習に関する基礎実験や、研究対象である情意行動、社会行

動に関する研究の基礎を実習する。方法としては実験法を中心に、観察法や調査法などを体験実習する。
毎回の実験・実習後には、データを分析、考察し、レポートを作成し、随時、それらのレポートを発表、
討論し、問題点を検討する。
［授業終了時の到達目標］
心理学の基本的な考え方および、実験計画・実施、分析・考察、レポート作成の手順を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンスおよびレポートの書き方（講義）
2．知覚の基礎実験⑴（触二点閾）
3．知覚の基礎実験⑵（ミューラーリヤー錯視）
4．知覚の実験に関するレポート発表、討論、問題の検討
5．記憶の基礎実験⑴（語の記憶）
6．記憶の基礎実験⑵（顔の記憶）
7．学習の基礎実験⑴（概念識別学習）
8．学習の基礎実験⑵（分散学習、集中学習）
9．記憶、学習の実験に関するレポート発表、討論、問題の検討
10．情意行動の基礎実験⑴（要求水準）
11．情意行動の基礎実験⑵（一対比較による好悪の尺度化）
12．社会行動の基礎実験⑴（対人距離、パーソナルスペース）
13．社会行動の基礎実験⑵（ゲームの理論）
14．観察法の実習
15．全体レポートの発表
試験・レポート等
［準備学習］
授業前に各授業回の課題について、心理学事典・ハンドブック・テキスト類によって調べておくこと。

授業後は実験・実習等それぞれの心理学レポートを作成すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（参考文献）
フィンドレイ（1996）『心理学 実験・研究レポー
トの書き方』北大路書房

『認定心理士資格準拠 実験・実習で学ぶ心理学の
基礎』（日本心理学会）

各実験レポート 80％
期末試験 20％
なお、レポートについては採点後返却します。
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授業科目名 授業の種類 授業担当者

2014年度以前入学者用

心理学基礎実験 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 60時間・2単位 2年次・後期 選択
［授業の目的］
心理学実験・実習に相当する授業科目で、心理学における基礎的な実験・実習を通して、心理学の研究

方法、手続き、心理学的データ収集の方法、分析方法、レポートの作成法などを習得する授業である。本
科目は、「福祉活動の一翼を担う力を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わるものである。
［授業全体の内容の概要］
心理学の主要な機能である、知覚、記憶、学習に関する基礎実験や、研究対象である情意行動、社会行

動に関する研究の基礎を実習する。方法としては実験法を中心に、観察法や調査法などを体験実習する。
毎回の実験・実習後には、データを分析、考察し、レポートを作成し、随時、それらのレポートを発表、
討論し、問題点を検討する。
［授業終了時の到達目標］
心理学の基本的な考え方および、実験計画・実施、分析・考察、レポート作成の手順を習得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンスおよびレポートの書き方（講義）
2．知覚の基礎実験⑴（触二点閾）
3．知覚の基礎実験⑵（ミューラーリヤー錯視）
4．知覚の実験に関するレポート発表、討論、問題の検討
5．記憶の基礎実験⑴（語の記憶）
6．記憶の基礎実験⑵（顔の記憶）
7．学習の基礎実験⑴（概念識別学習）
8．学習の基礎実験⑵（分散学習、集中学習）
9．記憶、学習の実験に関するレポート発表、討論、問題の検討
10．情意行動の基礎実験⑴（要求水準）
11．情意行動の基礎実験⑵（一対比較による好悪の尺度化）
12．社会行動の基礎実験⑴（対人距離、パーソナルスペース）
13．社会行動の基礎実験⑵（ゲームの理論）
14．観察法の実習
15．全体レポートの発表
試験・レポート等
［準備学習］
授業前に各授業回の課題について、心理学事典・ハンドブック・テキスト類によって調べておくこと。

授業後は実験・実習等それぞれの心理学レポートを作成すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（参考文献）
フィンドレイ（1996）『心理学 実験・研究レポー
トの書き方』北大路書房

『認定心理士資格準拠 実験・実習で学ぶ心理学の
基礎』（日本心理学会）

各実験レポート 80％
期末試験 20％
なお、レポートについては採点後返却します。
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授業科目名 WMPS305 授業の種類 授業担当者

心理検査法 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
心理検査は人間の行動の個人差を明らかにする技術・方法で、面接や行動観察とともに心理的側面を評

価する方法である。その使用目的に応じて多様な種類があり、心理検査の意義と基礎知識を学ぶ。

［授業全体の内容の概要］
心理検査の考え方、使用目的を知り、評価に必要な基礎知識や方法を学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
心理検査の種類、使用目的や留意点、その効用と限界、検査結果の分析方法について基礎的な知識を身

につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．心理検査とは
2．心理検査の意義
3．心理検査の発達史
4．知能検査Ⅰ
5．知能検査Ⅱ
6．知能検査Ⅲ
7．性格検査Ⅰ
8．性格検査Ⅱ
9．性格検査Ⅲ
10．適性検査
11．神経心理学的検査
12．発達検査
13．その他の検査
14．心理検査の使用と作成の問題
15．心理検査の信頼性と妥当性
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読み予習を行ってくる。講義中にとったノートや配布資料を読み返し

てくる。講義中に受けた実習についてレポートにまとめ提出する。授業の後に振り返りを行い、ノートや
配布資料を整理する。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『心理検査の理論と実際』

花沢成一他著 駿河台出版社

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％
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授業科目名 WMPS206 授業の種類 授業担当者

発達心理学 （ 講義・演習・実習 ） 柴田 崇浩
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
子どもから老人にいたるさまざまな年代の発達の諸側面について、心理学的側面から理解する。また、

発達していく過程で生じるさまざまな障害についても学ぶ。

［授業全体の内容の概要］
知覚、運動、認知、知能、感情、言語、人格、社会性の経年的変化について理解する。

［授業終了時の到達目標］
生涯発達と言われるように、子どもから老人にいたる身体・精神機能の発達の理解を前提に、その心理

的変化や特徴について学習する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．発達とは何か
2．知覚の発達
3．身体と運動能力の発達
4．認知機能の発達⑴
5．認知機能の発達⑵
6．知能の発達
7．感情・意志の発達
8．言語の発達
9．人格の発達
10．社会性の発達⑴
11．社会性の発達⑵
12．生涯発達
13．発達障害⑴自閉性障害、アスペルガー症候群
14．発達障害⑵学習障害、注意欠陥多動性障害
15．発達心理学は何をするのか
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読んで予習をしてくる。また、前回のノートや配布資料を読み返して

くる。授業の後にノートや配布資料を整理する。テキストの該当部分を要約し復習し、指定した参考書や
資料を読む。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『図で理解する発達 新しい発達心理学への招待』

川島一夫・渡辺弥生著 福村出版
（参考文献）
『発達心理学』無藤隆他著 岩波書店

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％
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授業科目名 WMPS307 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

高齢者心理学 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
加齢に伴う身体・精神機能や行動の変化について理解し、高齢者の心理や行動の特性を学習する。そし

て支援の場面における接し方を学習する。

［授業全体の内容の概要］
身体・精神機能、精神運動機能の加齢による変化、高齢者の記憶・知能・人格・適応などの老年期の特

徴について理解する。この特徴に対応した支援の方法を学習する。

［授業終了時の到達目標］
老年期の心理的特性を理解し、相談や支援に必要な基礎知識と接し方を学ぶ。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．老化の概念
2．感覚・知覚の老化
3．精神運動機能の老化
4．高齢者の記憶
5．高齢者の記憶
6．高齢者と知能
7．高齢者と知能
8．高齢者と人格
9．高齢者と適応
10．高齢者と精神障害
11．認知症高齢者の心理
12．老年期の家族・対人関係
13．施設における高齢者の心理
14．高齢者の生きがいと社会参加
15．高齢者への心理的支援
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読んで予習をしてくる。また、前回のノートや配布資料を読み返して

くる。授業の後にノートや配布資料を整理する。テキストの該当部分を要約し復習し、指定した参考書や
資料を読む。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『老年期の心理学』福屋武人編著 学術図書出版社
（参考文献）
『高齢者のための心理学』

小林芳郎編著 保育出版社

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％

209



授業科目名 WMPS308 授業の種類 授業担当者

青年心理学 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
発達の心理学のうち、思春期・青年期の心理について、その身体的成熟と社会的地位の変化に伴う心理

的変化や行動特性、その発達課題等を学ぶ授業である。本科目は、ディプロマ・ポリシーにある「福祉の
専門的知識および援助技術」に関連する心理分野の1つである。
［授業全体の内容の概要］
青年期の出現の歴史的な意味や、現代における青年期の意味をふまえ、青年期における身体と心の変化

を、とりわけ思考と感情の点から確認し、そして、その自己形成の過程を講義する。そうした大人への過
程を歩む青年に影響を与える家族や友人との関係、社会の影響等についても理解を図る。そうした青年期
の理解の上に、青年期にかかえる心の問題や悩み、その心理的援助についても学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
青年期の心理的特徴を知る。また、その青年の心理に影響を及ぼす主な要因について知る。そして、青

年の悩みや心の問題のとらえ方と援助の考え方を理解する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．青年期とその理解（青年期とは何か、歴史上の青年期の誕生、現代青年期の変化）
2．青年心理学の研究方法（青年心理学の歴史、青年研究の特徴、データの収集・分析）
3．成長する身体とジェンダー（思春期の身体的変化、思春期のこころ）
4．青年期の思考（青年期の思考の特徴、時間的展望、価値観・人生観）
5．青年期の感情（青年期の感情の特徴、自尊感情）
6．青年期の自己形成（青年期の自我と自己、理想自己、アイデンティティ）
7．青年と家族（青年期の親子関係、現代青年の親子関係の変化）
8．青年と友人（青年期の友人関係、現代青年の友人関係の変化）
9．青年と学校（学校生活と青年、青年期の学び）
10．青年と進路・職業（青年期のキャリア発達、青年期の進路、職業選択）
11．青年と社会・政治（地域・社会と青年、社会観、青年の社会参加）
12．青年と恋愛・悩み（異性との出会い、青年の悩み・悩まない青年、自己形成と悩み）
13．青年期の心理的健康⑴（青年期の精神的問題、自己形成と心理的問題）
14．青年期の心理的健康⑵（カウンセリング、セルフヘルプ・グループ）
15．大人になること（社会的経済的自立、結婚、親になること）
試験
［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章を読んでおくこと。授業後は関連する資料を新聞記事・雑

誌論文その他から検索しておくこと。時間はそれぞれ1時間分。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
白井利明他（2002）『やさしい青年心理学』有斐閣

（参考文献）
『シリーズ 荒れる青少年の心全7冊』北大路書房

受講態度 15％
レポート 25％
試験 60％
なお、レポートについては採点後返却します。
試験についての解説は掲示にて行ないます。
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授業科目名 WMPS309 授業の種類 授業担当者

障害者心理学 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
多様な障害についての理解を深め、障害に起因して生じるさまざまな心理的問題を把握し、障害者への

理解を深め、接し方を学ぶ。

［授業全体の内容の概要］
障害をどのように捉えるか、基礎理論を学び、先天性・中途の障害発生時期をも視野に入れて、障害の

種別ごとに心理的特性を理解する。また、心理的支援の際はチームアプローチが大切であることをも学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
障害種別特性を理解したうえで、障害を有する人々の心理状態を理解し、相談や支援に必要な基礎知識

と接し方を学ぶ。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．「障害」の心理学的意義
2．障害心理と基礎理論
3．肢体不自由⑴
4．肢体不自由⑵
5．視覚障害
6．聴覚障害
7．言語障害
8．知的障害
9．発達障害
10．精神障害⑴
11．精神障害⑵
12．重度・重複障害
13．高次脳機能障害
14．障害の受容と適応
15．障害者への心理学的評価と心理的支援
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読んで予習をしてくる。また、前回のノートや配布資料を読み返して

くる。授業の後にノートや配布資料を整理する。テキストの該当部分を要約し復習し、指定した参考書や
資料を読む。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『障害者の心理・「こころ」』

池田勝昭他編著 学術図書出版社

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％
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授業科目名 WMPS310 授業の種類 授業担当者

カウンセリング （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
心理的問題をかかえ援助を求める人（子どもから高齢者まで）の心の変容・成長を図るカウンセリング

の考え方や方法を学ぶ授業である。本科目は、ディプロマ・ポリシーにある「福祉の知識および援助技術」
に関連する心理分野の1つである。
［授業全体の内容の概要］
カウンセリング理論の背景にある人間観にもふれながら、クライエント中心カウンセリングを手始めに

カウンセリングの考え方や方法を知る。さらに、認知的アプローチや行動論的アプローチについても学ぶ。
そして発達段階に対応したカウンセリングのあり方や、各臨床場面に対応したカウンセリングのあり方を
考える。
［授業終了時の到達目標］
カウンセリングの理論と方法を理解し、その基本的な考え方を臨床場面に対応させて考えることができ

るようになる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．カウンセリングを学ぶに当たって
2．カウンセリングを求める人（クライエント）と受け持つ人
3．クライエント中心カウンセリングの理論⑴
4．クライエント中心カウンセリングの理論⑵
5．クライエント中心カウンセリングの方法
6．認知的アプローチによるカウンセリング
7．行動論的アプローチによるカウンセリング
8．青年期カウンセリング
9．生涯発達の段階に対応したカウンセリングの考え方
10．福祉カウンセリング（臨床場面に対応したカウンセリング）
11．集団カウンセリング
12．セルフカウンセリング・セルフセラピー
13．カウンセリングの学習法・訓練法⑴
14．カウンセリングの学習法・訓練法⑵
15．カウンセリングの学習法・訓練法⑶
試験
［準備学習］
授業前に講義テーマに対応するテキストの章を読んでおくこと。授業後は関連する実践やケース報告の

資料を本・雑誌論文その他から検索し読んでおくこと。時間はそれぞれ1時間分。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
播磨俊子他編（2003）『カウンセリングを学ぶ人のため
に』世界思想社
（参考文献）
水島他編（1987）『カウンセリングを学ぶ〔新版〕』有斐閣
鍋田恭孝編（2000）『心理療法を学ぶ〔改訂版〕』有斐閣

受講態度 15％
レポート 25％
期末試験 60％
なお、レポートについては採点後返却します。
試験についての解説は掲示にて行ないます。
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授業科目名 WMPS311 授業の種類 授業担当者

2017年度以降入学者用

心理療法 （ 講義・演習・実習 ） 大塚 静子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
心理療法は、人間理解や対人援助の方法論である。心理療法を学ぶことで、人に対する理解を深めると

ともに、福祉実践の一助とする。

［授業全体の内容の概要］
1．心理療法の基本的考え方。
2．代表的ないくつかの心理療法の特徴や方法論。

［授業終了時の到達目標］
代表的な心理療法の概要を把握し、それらの歴史的背景、治療技法等を理解する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．心理療法の歴史的背景
2．心理療法の共通要素―聴く・話す
3．心理療法の共通要素―見立てる
4．精神分析療法の理論
5．精神分析療法の実践方法
6．ユング派の心理療法の理論と実践方法
7．認知行動療法の理論
8．認知行動療法の実践方法
9．クライアント中心療法の理論
10．クライアント中心療法の実践方法
11．家族療法の理論
12．家族療法の実践方法
13．ブリーフ・サイコセラピー（短期心理療法）の理論と実践方法
14．森田療法の理論と実践方法
15．ナラライブ・セラピーの理論と実践方法
定期試験
［準備学習］
精神分析、ユング派、認知行動療法、クライアント中心療法、家族療法などについてテキストで予習し

ておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
乾吉佑他著『心理療法ハンドブック』創元社
（参考文献）
玉瀬耕治著『臨床心理学（心理学のポイントシリー
ズ）』学文社

試験・レポートの提出：60点
受講態度を重視：40点
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授業科目名 WMPS312 授業の種類 授業担当者

犯罪・非行心理学 （ 講義・演習・実習 ） 安齊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
犯罪・非行という社会的逸脱行動を通して、社会的存在としての人間の心の病理や脆弱性について講義

し、より深い人間理解をはかる。

［授業全体の内容の概要］
犯罪心理学の歴史・基礎理論を概観し、現代社会における犯罪の心理について、人間学的アプローチ、

家族構造論的アプローチ、脳・器質的要因からのアプローチ、社会病理現象について論述する。また犯罪
被害者学、犯罪における性差、さらには現代の少年非行の心理についても講義する。

［授業終了時の到達目標］
犯罪・非行を通して、人間性のより深い理解を高め、人間の心の病理や脆弱性を理解することで、弱者

に寄り添う姿勢を学ぶ。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．犯罪心理学の基礎理論
2．犯罪心理学の歴史
3．犯罪の種類 主要刑法犯
4．犯罪の種類 殺人、特に連続殺人犯
5．精神鑑定
6．性犯罪
7．犯罪と家族
8．薬物依存
9．家庭内暴力
10．犯罪と発達障害
11．被害者の PTSDと回復
12．うつ病と犯罪
13．非行と非行少年
14．法と心理学
15．犯罪と環境―事件の起こりやすい場所とは
試験
［準備学習］
普段の新聞やテレビのニュースなどで殺人事件や虐待などのニュースに注意すること。興味があれば自

分で調べて、犯人がなぜ犯罪をしたか、考える習慣をつける。このとき、現代社会の問題（例、不景気）
と、個人要因（例、性格など）を両方考慮に入れること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
「わかりやすい犯罪心理学」

安斉順子・小畠秀吾著 文化書房 博文社

（参考文献）
「犯罪・非行の心理学」藤岡淳子著 有斐閣

期末試験、受講態度、授業内小テストから総合的
に評価
期末試験 60％
授業内小テスト 20％
受講態度 20％
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授業科目名 WMPS313 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

発達臨床心理学 （ 講義・演習・実習 ） 岡本 仁美
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
子どもから老年にいたるさまざまな発達年齢の時期ごとに、どのような発達的特徴をもっているのか、

また、その時期にどのような発達上の問題が生じるのか、その問題に対してどのような対処が考えられる
のか、人間の心理を発達の側面から学習する。

［授業全体の内容の概要］
人間の発達期を乳幼児から老年に分けて、発達およびその特徴を心理的に理解し、さらに心理的問題を

有する事例や障害について学習し、基礎知識を身につける。

［授業終了時の到達目標］
人間の発達は生涯にわたる発達を対象とする。その発達の経時的変化、特徴を心理学的側面から学習す

る。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．乳児期の発達
2．乳児期の発達の障害
3．幼児期の発達
4．幼児期の発達の障害
5．児童期の発達
6．児童期の発達の障害
7．青年期の発達
8．青年期の発達の障害
9．成人期・老年期の発達
10．成人期・老年期の発達の障害
11．発達過程における基本的生活習慣の問題
12．発達過程における言語上の問題
13．発達過程における情緒・性格上の問題
14．発達過程における知的問題
15．発達に関する健診・相談
試験
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読み予習を行ってくる。講義中にとったノートや配布資料を読み返し

てくる。授業の後にノートや配布資料を整理する。テキストの該当部分を読み復習を行ってくる。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『発達臨床心理学』中島誠編 ミネルヴァ書房
（参考文献）
『よくわかる臨床発達心理学』麻生武

ミネルヴァ書房

受講態度 10％
提出物 10％
期末試験 80％
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授業科目名 WMPS414 授業の種類 授業担当者

臨床心理学実習 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 60時間・2単位 3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
臨床心理学は人間、および人間関係の存在が前提となり、人間のこころを扱う。社会の進歩・複雑化と

ともに心の悩みは大きくなってきている。そのような問題の相談や支援をする際の方法のひとつである心
理学的技法を実習をとおして学習する。

［授業全体の内容の概要］
心理アセスメント、心理面接の技法、各種心理療法の基礎、心理的問題を有する事例へのアプローチの

実際について学習する。

［授業終了時の到達目標］
実習体験や事例をとおして臨床心理学的援助技術を学習し、対人援助専門職に必要な基礎的な力を身に

つける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．臨床心理学と実習
2．心理アセスメントⅠ
3．心理アセスメントⅡ
4．心理アセスメントⅢ
5．心理アセスメントⅣ
6．心理面接の技法Ⅰ
7．心理面接の技法Ⅱ
8．心理面接の技法Ⅲ
9．心理面接の技法Ⅳ
10．心理療法Ⅰ
11．心理療法Ⅱ
12．心理療法Ⅲ
13．心理療法Ⅳ
14．事例研究Ⅰ
15．事例研究Ⅱ
試験・レポート
［準備学習］
授業の前にテキストの該当部分を読んで予習をしてくる。また、前回のノートや配布資料を読み返して

くる。授業の後にノートや配布資料を整理する。実習で学んだ体験をレポートにして提出および振り返り
を行う。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
『臨床心理基礎実習』楡木満夫他共編 培風館

（参考文献）
『臨床心理実習』松原達哉他共編 培風館

受講態度 10％
提出物 20％
期末試験 70％
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授業科目名 WMPS315 授業の種類 授業担当者

家族心理学 （ 講義・演習・実習 ） 菅野 陽子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
人間の生存にとって家族とは何か、心身の健康にかかわる家族システムとは何か、という課題について

家族成員間の関係を重視しつつ学習する。また、高度技術化・情報社会の中で、ますます孤立していく現
代の家族が抱える問題についても学習する。さらに相談場面における適切な理解と支援のあり方を学習す
る。
［授業全体の内容の概要］
家族の心理、家族関係、発達段階、家族の問題、家族関係の心理アセスメント、心理臨床的アプローチ

の実際を学習する。
［授業終了時の到達目標］
家族についての心理的側面からの理解を深め、心理的支援がいかに大切であるかを学び、対人援助の専

門職に必要な基礎知識と接し方を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．家族心理学の課題と方法
2．家族の心理構造
3．家族の心理過程
4．夫婦の関係
5．親子の関係
6．きょうだい・多世代の関係
7．家族のライフ・コースと発達段階
8．恋愛と配偶者の選択
9．父性・母性と役割行動
10．家族の問題―児童虐待・DV
11．家族の問題―家庭内暴力・自殺・非行
12．家族関係の心理アセスメント
13．家族関係への心理臨床的アプローチの実際
14．現代の家族の心理学的課題
15．家族心理学まとめ
試験・レポート等
［準備学習］
授業の後にノートや配布資料を整理すること。心理学についての基本的な知識を持っている、あるいは

他の心理学の授業を受講しておくことが望ましい。課題として、自分の家族のジェノグラム（家系図）を
提出してもらいます。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『よくわかる家族心理学』柏木惠子著

ミネルヴァ書房
参考文献：『家族の心理』平木典子・中釜洋子共著

サイエンス社
適宜、資料を配布。
その他、映像（DVD）、マンガ、新聞記事など。

（試験やレポートの評価基準など）
受講態度・提出物：30％ 試験：70％
①授業のふり返りシートを提出させ、コメントを
つけて返却します。

②小テストを行い、返却します。
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授業科目名 授業の種類

2014年度以前入学者用

グループダイナミクス （ 講義・演習・実習 ） 不開講
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
福祉領域ではさまざまな場面でグループの特性を生かした援助が行われている。グループダイナミクス

の講義では、理論を学びながら、グループディスカッションなどの参加型の学習で進めていく。体験的に
進めていくことで、実際のグループの効果、特性について実践的に学び福祉実践の一助とする。

［授業全体の内容の概要］
集団について理論を学びつつ、グループの参加者として体験していくことで自己理解、他者理解を深め

つつグループダイナミクスの理解を促す。

［授業終了時の到達目標］
グループにおける対人援助や地域活動に活用できるよう、グループダイナミクスについての知識と、福

祉の実践において役立つ基礎的な力をつける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．集団をとらえる 集団の定義
2．社会的アイデンティティ理論
3．集団の形成と発達
4．集団凝集性
5．集団内の影響過程
6．集団内コンフリクト、社会的ジレンマ
7．集団の生産性
8．集合効力感
9．集団の意思決定
10．集団決定の落とし穴
11．集団間関係
12．集団間の軋轢、コンフリクト
13．グループアプローチの演習1
14．グループアプローチの演習2
15．グループアプローチの演習3
定期試験
［準備学習］
心理学に関する基礎知識に関して、各自学習を求める。例『心理療法ハンドブック』創元社などを読み、

知識をつけること。またテキストを読み、授業前に予習しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
本間道子著『集団行動の心理学』サイエンス社
（参考文献）
I・Dヤーロム、S・ヴィノグラードフ著
『グループサイコセラピー』金剛出版

受講態度：40％
試験：60％
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授業科目名 WMPS416 授業の種類 授業担当者

2015年度以降入学者用

心理検査法実習 （ 講義・演習・実習 ） 小熊 順子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
心理学実験・実習に相当する授業科目で、心理検査の実習を通して心理検査法の理解を深め、心理検査

の実施方法・手続きを体得することをねらいとするものである。
［授業全体の内容の概要］
心理検査法について理解を深めながら、知能・認知機能検査、精神運動性検査、パーソナリティ検査（質

問紙法・投影法）、その他の心理検査の主なものをとりあげ実習する。各心理検査の実施後、結果を整理
し、検査結果の解釈を行う。また、被検査者と実施者としての体験を討議し、各検査ごとにレポートを作
成する。
［授業終了時の到達目標］
まず、各心理検査の理論を理解し、検査の手続き・実施法を体得する。そして、検査結果を読み解き、

必要な検査結果について報告できるようになることを目標とする。また、心理アセスメントとしての心理
検査法について理解を図ることを目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンスおよびレポートの書き方（講義）
2．一般知能および認知水準の検査⑴（ウェクスラー式知能検査）
3．一般知能および認知水準の検査⑵
4．一般知能および認知水準検査の報告・レポート発表、討論、問題の検討
5．パーソナリティ検査⑴（質問紙法1）
6．パーソナリティ検査⑵（質問紙法2）
7．パーソナリティ検査⑶（投影法1）
8．パーソナリティ検査⑷（投影法2）
9．パーソナリティ検査の報告・レポート発表、討論、問題の検討
10．精神運動性検査（ベンダー・ゲシュタルト検査）
11．精神状態その他の検査⑴
12．精神状態その他の検査⑵
13．精神運動性検査その他検査の報告・レポート発表、討論、問題の検討
14．テストバッテリーについての講義と実習
15．心理検査事例検討
試験・レポート等
［準備学習］
【予習】授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。授業の後に関連する文献や資料を集めること。

予習・復習には1時間以上をあてること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業内容に添った、資料を配布する。 受講態度：10％

提出物：20％
レポート：70％
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授業科目名 WMPS217 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

社会心理学 （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
人の心と社会の関係を明らかにしようとする社会心理学領域の全体像とその主要分野を学ぶ授業科目で、

社会のなかの自己、他者との関係、社会状況と個人の心との関係などを知る。そして、具体的な対人関係
と心の関係や社会問題と心との関係を考えることをねらいとする。本科目は、「福祉活動の一翼を担う力
を精神面から支える心理分野」の基礎資格に関わるものである。
［授業全体の内容の概要］
社会の中の自己、他者との関係・対人行動と社会心理、集団としての人の心と社会心理、文化の影響の

もとでの人の心、などについて学ぶ。そして、社会問題について社会心理学視点から検討し、社会心理学
の応用として諸分野の知識を理解し、その知識・技術の適用を考える。
［授業終了時の到達目標］
まず、社会の中の個人や集団の心理を理解しその知識を習得する。そして、そこにある社会問題や解決

課題について社会心理学的視点から考えることができるようになることを目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．社会心理学のめざすもの
2．社会の中の自己（自己意識、対人認知、社会的認知、自己評価）
3．性格・態度と社会心理（社会的発達、性格・社会的態度）
4．対人行動と社会心理 1（対人関係の心理学、好意的人間関係）
5．対人行動と社会心理 2（対人コミュニケーション、援助行動）
6．他者関係・集団心理と社会 1（集団に関する基礎理論、リーダシップ）
7．他者関係・集団心理と社会 2（集団による意思決定、組織の心理学、社会的影響）
8．文化的影響と人の心理 1（文化による社会化、社会的適応）
9．文化的影響と人の心理 2（ソーシャル・サポート、社会的貢献）
10．社会問題と心理学 1
11．社会問題と心理学 2
12．社会問題と心理学 3
13．社会福祉と社会心理学 1（福祉の心理、援助行動と福祉における「援助」）
14．社会福祉と社会心理学 2（幸福の社会心理学）
15．コミュニティ心理学
試験
［準備学習］
【予習】授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の前に前回のノートや配布資料を読み返
してくること。時間は1時間分。
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。授業の後に関連する文献や資料を集めること。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
和田実編（2010）『ミニマムエッセンス社会心理学』
北大路書房
（参考文献）
土肥伊都子他（2001）『福祉の社会心理学』ナカニ
シヤ出版

受講態度：20％
レポート：20％
期末試験：60％
なお、レポートについては採点後返却します。
試験についての解説は掲示にて行ないます。
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総合福祉科目
社会福祉関連科目

経営情報
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授業科目名 WMMI201 授業の種類 授業担当者

経営管理論 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2年次・前期 選択
［授業の目的］
合理的な生産管理のあり方、職場でのより良い人間関係の追求から、企業の発展と個人の自己実現との

同時追求、環境変化に対応する経営戦略・組織のあり方、環境問題を中心とする企業と社会のあり方等へ
と経営学は発展していきました。本講義ではこうした理論の発展を踏まえて、一市民として必要な経営管
理の基本知識をわかりやすく、教えていきます。
［授業全体の内容の概要］
まず、経営管理の思想を学びます。テイラーの科学的管理法、メーヨー等の人間関係論、バーナードの

近代管理論等、その内容と問題点、現代における位置づけを論じます。次に官僚制の弊害と対策を中心に、
組織の選択及び経営革新について学んでいきます。最後に近年重要性を増しつつある企業と社会の問題に
ついて考えていきます。
［授業終了時の到達目標］
一社会人として、企業についての基本的知識を身につけ、企業の改革の方向性を考えられるようになる

こと。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．経営管理の思想（序）
2．経営管理の思想⑴テイラー
3．経営管理の思想⑵人間関係論、バーナード
4．経営管理の思想⑶動機づけの理論
5．経営管理の思想⑷管理過程
6．経営管理の思想⑸リーダーの役割
7．経営管理の思想⑹日本的経営
8．組織の選択（序）
9．組織の選択⑴官僚制の弊害と対策
10．組織の選択⑵職能別組織と事業部制組織の長所短所
11．組織の選択⑶企業文化と経営革新
12．企業と社会（序）
13．企業と社会⑴環境問題
14．企業と社会⑵企業の社会的責任論
15．企業と社会⑶産業文明の諸問題
試験（小テスト又はレポート）
［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。
この確認の意味も含め毎月末レポートの提出を実施する。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
プリント・テキストを配布する。

（参考文献）
オク ムラ トク イチ

奥村悳一『経営管理論』、〈有斐閣ブックス〉

受講態度 40％
レポート 40％��

�
60％小テスト 20％

（小テストは3回実施する）
小テストはフィードバックする
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授業科目名 WMMI302 授業の種類 授業担当者

マーケティング （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
この授業は、初めてマーケティングを学ぶという人を対象にしている。まず、マーケティングとは何か

ということを理解する事から始め、マーケティングに成功した代表的な企業の例を説明する。そして、マ
ーケティングが企業を存続・発展させるのに、どれほど重要かを理解し、如何にマーケティングを進める
かを探求する。
［授業全体の内容の概要］
最初に、マーケティングとは何かという事について理解する。そして、マーケティング志向の経営、マ

ーケティング理論の体系、マーケティングの基本概念、マーケティングの戦略思考について学習する。そ
の次にマーケティングが成功した代表的な企業例について、製品、価格、広告、チャネルの観点から探求
していく。
［授業終了時の到達目標］
企業のマーケティング成功事例より、マーケティングの成功要因は何だったのかを分析できるようにす

る。また、自社商品について製造、広告、価格、流通の各分野から消費者にどのようにアプローチしたら
自社商品を購入してもらえるようになるかを分析、検討、実行できる能力を身に付けるようにする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．マーケティング発想の経営⑴ 販売マネジメントとマーケティング・マネジメント
3．マーケティング発想の経営⑵ マーケティング近視眼とは
4．マーケティング発想の経営⑶ 価値と性能
5．マーケティング論のなりたち⑴ マーケティングの誕生
6．マーケティング論のなりたち⑵ マーケティング論とは
7．マーケティング論のなりたち⑶ 進化するマーケティング論
8．マーケティングの基本概念⑴ ニコンのデジタル一眼レフカメラの場合
9．マーケティングの基本概念⑵ STPとは
10．マーケティングの基本概念⑶ 統合されたマーケティング活動
11．戦略的マーケティング⑴ 戦略とは
12．戦略的マーケティング⑵ マーケティングにおける戦略の進化
13．戦略的マーケティング⑶ 製品ポートフォリオ・マトリックス
14．戦略的マーケティング⑷ 競争地位別の市場目標と競争対応戦略
15．総 括
最終課題レポート
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「1からのマーケティング（第3版）」

石井淳蔵・廣田章光編著 碩学舎
参考文献：「ゼミナール マーケティング入門」

石井淳蔵 他著 日本経済新聞出版社

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
最終課題レポート提出 50％
課題レポートの講評を行います。
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授業科目名 WMMI203 授業の種類 授業担当者

経営事情 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
『経営事情』とは、簡潔に言えば、経営体そのものとその機能、そして当該経営体とその経営環境につ

いて考察するものである。そこには経営学そのものの構成要素となる中でも、特に重要な「経営管理」や
「経営組織」「経営戦略」「生産管理」「財務管理」などを始めとする重要な概念の理解を目的とする。
［授業全体の内容の概要］
先にも述べたように、所謂「経営事情」を学び、これを習得し、そして実体経営の分析というところに

まで至るには、先ず基本事項・基本的専門用語の理解が必要なのは自明の理である。従って、半期講義と
いう限られた時間の中でここまで至る足掛かりを獲得するため、経営とは一体何かを、経営学「概論」の
観点から、広義の「管理」と「組織」に関連づけて講義が進められることとなる。
［授業終了時の到達目標］
以上これまで上記にて述べてきたことでも分かるように、当講義はこれらの言わば「経営学概論」とも

言えるものを基本からマスターすることをその最終到達目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．資本主義社会と企業（1）
2．資本主義社会と企業（2）
3．資本主義と経営学（Ⅰ）
4．資本主義と経営学（Ⅱ）
5．経営・企業の基本概念〈1〉
6．経営・企業の基本概念〈2〉
7．現代の企業形態［ⅰ］
8．現代の企業形態［ⅱ］
9．経営管理の概念と史的展開①
10．経営管理の概念と史的展開②
11．経営組織の本質と諸構造－1－
12．経営組織の本質と諸構造－2－
13．『経営事情』総括「1」
14．『経営事情』総括「2」
15．『経営事情』総括「3」
試験（まとめ小テスト）又はレポート
［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。
その確認の意味でも、毎月末レポートの提出を実施する。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
別途、指示する。主にプリント使用

（参考文献）
『経営学原理』日本評論社、野口祐編

受講態度 40％
レポート 40％��

�
60％小テスト 20％

（小テストは3回実施予定）
小テストはフィードバックする
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授業科目名 WMMI304 授業の種類 授業担当者

2018年度以降入学者用

ネットビジネス論 （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
この授業では、IT（情報技術）やネット、それに関わる社会や経営などの全体像を理解することを目的

とする。
［授業全体の内容の概要］
この講義では次に示すテーマを取り上げ、情報通信技術をよく知らない人でも、理解できるように分か

り易く説明をする。
⑴ネットビジネスとは何か ⑵情報と情報化 ⑶サービスの価値化
⑷情報処理とコンピュータ ⑸インターネットとウェブ ⑹新たな経験則とWeb2．0
⑺経営手法と情報システム ⑻電子商取引 ⑼ビジネスモデル
⑽ソーシャルメディア ⑾インターネットマーケティング ⑿電子決済
［授業終了時の到達目標］
一般企業や福祉施設などのネットビジネス事業に関わる人に必要な知識と技術を理解し、実践できるよ

うな能力を身につける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．ネットビジネスとは何か ネットビジネスをとりまく環境
3．情報と情報化 情報の性質
4．サービスの価値化 ITサービス
5．情報処理とコンピュータ⑴ デジタル情報と情報処理
6．情報処理とコンピュータ⑵ コンピュータ処理形態とその変遷
7．インターネットとウェブ インターネットの仕組み
8．新たな経験則とWeb2．0 ロングテール現象・集合知・Web2．0
9．経営手法と情報システム 経営情報システムの発展過程
10．電子商取引 電子商取引のメリットとデメリット
11．ビジネスモデル 代表的なネットビジネスモデル
12．ソーシャルメディア ネットコミュニティの活用
13．インターネットマーケティング インターネットマーケティングの展開
14．電子決済 電子決済の必要性と電子マネー
15．総括
期末試験
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「ネットビジネス進化論（第2版）ｅビ

ジネスからクラウド、ソーシャルメディ
アへ」 中村忠之著 中央経済社

参考文献：「ｅビジネスの教科書（六訂版）」
幡鎌 博 著 創成社

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
期末試験 50％
課題レポートの講評を行います。
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授業科目名 WMMI304 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

情報ネットワーク （ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
現代は高度情報通信社会であり、専門家だけでなく一般の人も、情報通信ネットワークの知識が必要に

なってきた。普段何気なく PCや携帯電話などからインターネットに繋ぎ利用しているが、その仕組みや
システムをよく理解していない人が多いのではないか。この授業では、情報通信ネットワークの仕組みに
ついて解説し、その理解を深めることを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
この講義では、情報通信ネットワーク、コンピュータ、情報通信機器、インターネット、ネットワーク

セキュリティ、情報社会のルールとマナーなどを扱う。コンピュータや情報通信ネットワークの知識があ
まり無くても、講義内容が理解できるように、懇切丁寧に説明する予定である。
［授業終了時の到達目標］
情報通信ネットワークの知識や技術を理解することにより、PC、携帯情報端末、携帯電話などから、

インターネットなどを活用し、高度情報通信社会で活躍できる能力を、身につける。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．情報ネットワークの構成要素⑴ 情報とコミュニケーション
3．情報ネットワークの構成要素⑵ 情報が通過・中継する媒体
4．情報ネットワークの構成と原理⑴ ネットワークの構造と構成
5．情報ネットワークの構成と原理⑵ LANの構成要素
6．情報ネットワークの構成と原理⑶ 家庭内 LANの構築
7．情報ネットワークの構成と原理⑷ 無線 LANの設定
8．情報通信における約束事⑴ 情報通信のプロトコル
9．情報通信における約束事⑵ OSI参照モデル
10．情報通信における約束事⑶ TCP/IPとその機能
11．情報通信における約束事⑷ アプリケーション層とその機能
12．情報ネットワークを支える技術⑴ インターネットとイントラネット
13．情報ネットワークを支える技術⑵ WWW
14．情報ネットワークを支える技術⑶ セキュリティを向上させる技術
15．情報ネットワークを支える技術⑷ クラウドコンピューティング
期末試験
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業で配布した課題プリントは、次回の授業までに作成して提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「情報ネットワーク」岡田 正他著

オーム社
参考文献：「基礎からの通信ネットワーク」

井上伸雄 著 オプトロニクス社

受講態度 10％
課題レポート提出 40％
期末試験 50％
課題レポートの講評を行います。
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授業科目名 WMMI205 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

ビジネスソフトウェアⅠ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
この授業は、1年次必修科目である「情報リテラシーⅠ（情報基礎論Ⅰ）」の発展科目として位置づけ

られており、ワープロソフトの応用機能を理解し、より実践的な文書作成能力を習得することをねらいと
している。

［授業全体の内容の概要］
ワープロソフトの機能と基本操作を復習し、実社会に求められるスキルを養成する。文書の編集、ファ

イルの取り扱い方法について学び、体裁の整った文書の作成技術を習得する。

［授業終了時の到達目標］
大学でのレポートや論文の作成に必要な知識・用語・技術、また、実務にいかせる文書作成能力の習得

を目標とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．ワープロソフトの機能の復習（画面構成、「ファイル」タブ、「ホーム」タブ、保存、印刷）
3．ワープロソフトの機能の復習（「挿入」タブ、「ページレイアウト」タブ）
4．ITネットワークの理解（ネットワーク、電子メール、記憶メディア、セキュリティ）
5．Word文書の概要（種類、意義、留意点、社内文書・社外文書の基本形）
6．Word文書の管理（作成、保管、活用、保存、破棄）
7．Word文書の作成における日本語力（語句、漢字、敬語、文法、表現）
8．Word文書の伝達におけるマナー
9．Word文書の作成練習1（基礎―初期設定、入力、変換、フォント、段落、編集）
10．Word文書の作成練習2（表―挿入、行列、セル、罫線、文字列）
11．Word文書の作成練習3（図形―挿入、拡大縮小、コピー、配置、グループ化）
12．Word文書の作成練習4

（その他―あいさつ文、編集記号、入力オートフォーマット、ルーラー）
13．文書作成に関する実技例題演習、解答・解説1（報告書・案内状等、文章の入力）
14．文書作成に関する実技例題演習、解答・解説2（文書の編集、レイアウト、図や表の挿入）
15．前期のまとめ
課題レポート

［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「よくわかるMicrosoft Word2016ドリル」

FOM出版 富士通エフ・オー・エム株式会社 著
参考文献：「よくわかるMicrosoft Word2016＆ Micro-

soft Excel2016 スキルアップ問題集 ビジ
ネス実践編」

FOM出版 富士通エフ・オー・エム株式会社 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
課題についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMMI306 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

ビジネスソフトウェアⅡ （ 講義・演習・実習 ） 渡部 優子
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
この授業は、1年次必修科目である「情報リテラシーⅡ」（情報基礎論Ⅱ）の発展科目として位置づけ

られており、表計算ソフトの応用機能を理解し、より実践的なデータ処理能力を習得することをねらいと
している。
［授業全体の内容の概要］
表計算ソフトの機能と基本操作を復習し、実社会に求められるスキルを養成する。データの編集、ファ

イルの取り扱い方法について学ぶ。プレゼンテーションについて資料作成から発表までの手法を学ぶ。
［授業終了時の到達目標］
大学でのレポートや論文の作成に必要な知識・用語・技術、また、実務にいかせるデータ活用能力の習

得を目標とする。コンピュータを利用した発表ができるようプレゼンテーションソフトに関する知識を身
につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．表計算ソフトの機能の復習1（画面構成、「ファイル」タブ、保存、印刷）
3．表計算ソフトの機能の復習2（「ホーム」タブ、「挿入」タブ、「数式」タブ、「データ」タブ）
4．ITネットワークの理解（ネットワーク、電子メール、記憶メディア、セキュリティ）
5．Excelデータの概要（種類、意義、留意点）
6．Excelデータの管理（作成、保管、活用、保存、破棄）
7．Excelデータの作成練習1（基礎―ワークシート、セル、行列、入力、罫線、表示形式）
8．Excelデータの作成練習2（関数・計算式1―オート SUM、四捨五入、切り捨て）
9．Excelデータの作成練習3（関数・計算式2

―IF、AND、OR、VLOOKUP、関数の組み合わせ）
10．Excelデータの作成練習4（その他―相対参照・絶対参照、グラフ、データの貼り付け）
11．プレゼンテーションソフトの機能の復習
12．プレゼンテーションの作成練習1（全体的レイアウト、デザイン）
13．プレゼンテーションの作成練習2（他アプリケーションとの連携）
14．プレゼンテーションの作成練習3（発表の流れ）
15．後期のまとめ
課題レポート

［準備学習］
各回授業の中で次回の資料を配布するので、テキストの該当部分を読んでくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「よくわかるMicrosoft Excel2016ドリル」

FOM出版 富士通エフ・オー・エム株式会社 著
参考文献：「よくわかるMicrosoft Word2016＆ Micro-

soft Excel2016 スキルアップ問題集 ビジネス実
践編」「よくわかるMicrosoft PowerPoint2016応用」

FOM出版 富士通エフ・オー・エム株式会社 著

（試験やレポートの評価基準）
受講態度 20％
各回授業での提出課題 40％
最終課題 40％
課題についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMMI307 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

プレゼンテーションスキル（ 講義・演習・実習 ） 米岡 学
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
情報社会の到来により、私達を取り巻く社会の仕組みが複雑になり、人から人に目に見えない情報を正

確にわかりやすく伝える必要が生じてきた。この授業では PowerPointを利用してスライドを作成し、そ
れを使用して、分かりやすく正確に伝わるプレゼンテーション（発表）ができるようにする。
［授業全体の内容の概要］
まず、プレゼンテーションとは何かを理解し、その要綱を説明する。次に、プレゼンテーションのスラ

イドを作成する Power Pointの基本操作を学ぶ。スライドにデジタル画像データ等を入れ、見栄えの良い
スライドを作成する。最終的に、受講者全員が作成した各自作成したスライドを使用して発表を行う。こ
の授業の受講者に対して発表し、質疑応答をする。1回目の発表で合格できなかった者は、2回目の発表
をすることになる。これらにより、プレゼンテーション能力を身に付ける。
［授業終了時の到達目標］
⑴プレゼンテーションをするのに必要なストーリー作りや、資料収集の方法を修得する。
⑵Power Pointを十分にマスターし、デジタルデータ作成して、活用できるようにする。
⑶プレゼンテーションを通して、話し方や言葉遣い、質疑応答のやり方を修得する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ガイダンス
2．プレゼンテーションで重要なこと
3．プレゼンテーションの概要
4．プレゼンテーションのストーリー作成
5．Power Pointの基本操作⑴ 基本機能の説明と操作
6．Power Pointの基本操作⑵ スライド作成
7．Power Pointの基本操作⑶ デザインとレイアウト
8．Power Pointの基本操作⑷ デジタル画像データの貼り付け
9．Power Pointの基本操作⑸ スライドショーの操作と実行
10．プレゼンテーションの課題説明
11．プレゼンテーションの実施⑴ 受講生3～4人程度がプレゼンテーションをする
12．プレゼンテーションの実施⑵ 受講生3～4人程度がプレゼンテーションをする
13．プレゼンテーションの実施⑶ 受講生3～4人程度がプレゼンテーションをする
14．プレゼンテーションの実施⑷ 受講生3～4人程度がプレゼンテーションをする
15．プレゼンテーションの実施⑸ 受講生3～4人程度がプレゼンテーションをする
レポート等
［準備学習］
毎回授業終了時に、次回の授業で行う講義範囲を言うので、教科書を読んで予習してくること。
また、授業中に提出できなかった実習課題等は、次回の授業までに完成させて提出すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：「30時間でマスター プレゼンテーショ

ン＋PowerPoint2016」
実教出版企画開発部 著 実教出版

参考文献：「プレゼンテーション ZEN」ガー・レ
イノルズ 著 ピアソン・エデュケーション社

受講態度 10％
実習課題、レポート提出 30％
プレゼンテーション 60％
実習課題、レポートの講評を行います。
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授業科目名 WMMI308 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

会計実務 （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
1．会計のはたらき・しくみ・きまりを知る。
2．収益・費用と損益計算書を理解する。
3．資産・負債・純資産と貸借対照表を理解する。
［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、会計の知識が必要とされる。会計の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。
収益・費用と資産・負債・純資産を中心に説明する。
［授業終了時の到達目標］
収益・費用と資産・負債・純資産を学ぶことによって、財務諸表、主に、報告式の損益計算書と貸借対

照表が理解できるようにする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．簿記・会計の歴史⑴
2．会計のはたらき・会計のしくみ
3．会計のきまり
4．営業損益・営業外損益の計算
5．特別損益等
6．損益計算書のつくり方
7．資産の分類と評価・当座資産
8．棚卸資産
9．有形固定資産・無形固定資産・投資等
10．減価償却・繰延資産
11．流動負債・固定負債・引当金
12．純資産
13．貸借対照表のつくり方
14．株主資本等変動計算書
15．簿記・会計の歴史⑵
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
桜井久勝著 日経文庫『会計学入門』

日本経済新聞社
（参考文献）
TAC公認会計士講座編著『公認会計士試験短答式・財
務会計論理論ベーシック』TAC出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI209 授業の種類 授業担当者

ビジネス実務総論 （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
将来、ビジネス・プロフェショナルとして活躍するのに必要な資質・習慣・態度を養うとともに基礎的・

基本的知識や思考力を身につけることを目標とする。この科目は、卒業時に、ビジネス実務士の資格が授
与されるための必須科目である。
［授業全体の内容の概要］
ビジネス実務に関する基礎的・基本的知識を学習するとともに、理論的な思考力・表現力の涵養に努め

る。理論のない実践は試行錯誤となり、ムリ・ムラ・ムダを生じ、非効率的になりがちである。実務知識
を「いかに、より合理的・より能率的に実行できるか」を学習し、さらには、ビジネスを創造的に遂行す
る能力の修得に努める。
［授業終了時の到達目標］
ビジネスに対する意欲・態度を養い、企業等で、即戦力となり得る資質を身につけることを目標にする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ビジネス実務総論の学習目標と概要
2．ビジネス・プロフェショナルの条件
3．企業の社会的責任
4．企業の組織および事例研究
5．企業の規則および事例研究
6．企業と個人の役割行動
7．ビジネス・マインド
8．マナーの重要性および事例研究
9．服装・態度・行動
10．応対マナーと敬語
11．企業活動と個人の役割行動
12．ビジネス・スキル
13．経済・経営に関する課題研究
14．自己創造とキャリア・プラン⑴
15．自己創造とキャリア・プラン⑵
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
一般財団法人職業教育・キャリア教育財団
『ビジネス能力検定ジョブパス3級公式 テキスト』
（参考文献）
森脇道子編著『ビジネス実務総論』実教出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI210 授業の種類 授業担当者

ビジネス実務演習Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
ビジネス実務総論で学習した知識・理論を実践的に応用して、ビジネスの実務に関する、あらゆる場面

を想定した問題を解くことにより、思考力・判断力・問題解決能力などを練磨する。また、マナーや対人
関係のあり方などについても学習する。卒業時に、ビジネス実務士の資格が授与されるための必須科目で
ある。
［授業全体の内容の概要］
企業等に就職して1年程度の社員に必要とされる資質・企業知識・一般知識・対人関係・技能に関する

知識を中心に体系的に学習した後、臨機応変の応用力や思考・判断・問題解決能力等を総合的に養い、理
解を深化させる。
［授業終了時の到達目標］
授業15回の中で特に、コミュニケーションⅠとコミュニケーションⅡをマスターすることを目標にする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．ビジネス・パーソンに必要な資質
2．仕事の基本
3．仕事の進め方
4．社内文書
5．社外文書
6．企業と経済
7．企業の経営組織
8．ビジネス・マナー
9．コミュニケーションⅠ
10．コミュニケーションⅡ
11．仕事の基本となる8つの意識
12．仕事への取り組み
13．会社のルールと企業倫理
14．仕事と IT
15．ビジネス文書
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
一般財団法人職業教育・キャリア教育財団
『ビジネス能力検定ジョブパス3級公式 テキスト』
（参考文献）
森脇道子編著『ビジネス実務総論』実教出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI311 授業の種類 授業担当者

ビジネス実務演習Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・1単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
ビジネス実務総論およびビジネス実務演習Ⅰを基礎とし、より複雑なビジネス実務に関する問題を解く

ことにより、社員としての資質・思考力・判断力・対人関係処理能力などを身につけ、さらに企業経営の
理論・知識についても学習する。卒業時にビジネス実務士の称号が授与されるための必須科目である。
［授業全体の内容の概要］
企業等に就職して2年程度の社員に必要とされる資質・企業知識・一般知識・対人関係・技能に関する

知識の修得を目標として、思考、判断・問題解決能力等を総合的に養い、即戦力として活躍する素地を創
る。
［授業終了時の到達目標］
授業15回の中で特に、リーダーシップに関する問題⑴とリーダーシップに関する問題⑵をマスターする

ことを目標にする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．仕事の実際とビジネス文書
2．人間関係とコミュニケーション
3．情報の収集・処理・作成
4．会社で扱う文書
5．新聞・インターネットと情報収集、分析
6．業種・業界の知識
7．会社の仕組みと売上・利益
8．社会保険と税金
9．現代の企業経営に関する問題
10．企業形態に関する問題
11．経営体と経営者に関する問題
12．マネジメントの基本構造に関する問題
13．経営管理者と意思決定に関する問題
14．リーダーシップに関する問題⑴
15．リーダーシップに関する問題⑵
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
一般財団法人職業教育・キャリア教育財団
『ビジネス能力検定ジョブパス3級公式 テキスト』
（参考文献）
森脇道子編著『ビジネス実務総論』実教出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI312 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

ビジネス・インターンシップ（ 講義・演習・実習 ） 中村泰治・石本裕貴・片山昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 60時間・2単位 2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
福祉系企業における就業体験を通して、職場の現状と職業人としてのマナー、職業意識、職務遂行能力、

職場のチームワーク、ルール等を修得し、将来のキャリア選択に生かすことを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
福祉系企業の現状・職業の基本マナー・就業態度と習慣・職業倫理・研修ノートの作成要領等について

講義をする。次に各企業に1～2名を配属し、8日間程度の研修を行う。その際担当教員が企業を巡回し
て研修効果があがるようにする。研修終了後に各人に自分の就業体験・反省点・就業上の成果などをレポ
ートにまとめてもらう。
［授業終了時の到達目標］
以上の指導を通して、望ましいキャリア選択等について理解が得られることを目標とする。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．事前指導
事前に講義を実施し、配属先企業の研究やチームワーク作りを行う。

2．企業研修
各企業に1～2名を配属し、研修期間は8日間程度とする。なお、研修方法は通常

の勤務体系をとる。
3．研修先企業
インターンシップに関する研修承諾書を交わしてある福祉系企業等を研修先とする。

4．巡回指導
研修中は、企業側担当者と大学側担当者の協力のもとで研修の効果があがるように

配慮する。研修の巡回はおおむね1週間あたり1回程度とし、巡回は授業担当教員が
行う。
5．事後指導
研修終了後、学内で研修した体験・反省・成果をまとめ、就業等に関しても幅広い

理解を図る。
6．研修先との連携体制
担当教員は、研修前に研修内容、条件等の打合せを実施し、研修中は、巡回指導時

必要に応じて学生の研修の様子を中心に打合せをする。研修終了後は、企業担当者と
学生の研修期間中の総括をし、研修先との連携の維持に務める。
［準備学習］
配布するプリントやインターンシップ先の企業の事業内容について十分に勉強しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
プリントを配布する。参考文献としては、
『キャリア形成と就職成功へのステップ』

（実教出版）
『就職ハンドブック』（中央法規）

大学での成績評価と研修先企業による成績評価と
の総合評価とする。
受講態度など 40％
日誌記録、レポートなど 60％
事後指導を行う。
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授業科目名 WMMI313 授業の種類 授業担当者

企業経営論 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・前期 選択
［授業の目的］
企業は、人を雇い、様々な商品・サービスを提供しています。私たちの生活は、企業に大きく依存して

います。企業経営論では、この企業の仕組みと行動についての理解を深めていく事を目的とした講義です。
［授業全体の内容の概要］
まず、現代の主要な企業形態である株式会社の特徴、資金調達方法、統治の仕組みについて、学んでい

きます。ついで、組織の長期的発展のための経営戦略について学びます。さらに、環境問題を中心として、
企業と社会の問題について考えていきます。日本の企業社会の在り方についても取り上げます。
［授業終了時の到達目標］
まず、企業の仕組みと行動についての理解を確かなものとしたうえで、企業は誰のものかについての疑

問を深め、今後の改革の方向について考える力をつけるようにします。ついで、事業の選択、競争戦略を
中心とした経営戦略について理解したうえで、長期的な組織の発展と個人の自己実現との同時追求につい
て考えてもらいます。さらには、企業が社会に果たすべき責任・貢献について考えていってもらいます。
総じて、一社会人として、企業についての基本的知識を身につけ、経済ニュースに関心を持ち現実の生

きた経営についての理解を深めることが出来る経営経済人としての感覚を会得することを課題とします。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．企業の循環的活動を理解する
2．企業形態の歴史と実態
3．株式会社の特徴・資金調達方法
4．株式会社における所有と支配
5．会社は誰のものか（コーポレート・ガバナンス）
6．公企業と民営化
7．協同組合の課題
8．経営戦略の重要性
9．競争戦略の方法
10．多角化戦略
11．企業の社会的責任論
12．環境倫理と企業経営
13．日本の経営の特徴
14．企業社会の問題
15．国際経営及びグローバリゼーションの問題
試験又はレポート
［準備学習］
経済ニュースに関心を持ち、疑問を抱くとともに、テキストを予習しておくこと。また、授業後の復習

は必須です。受講生の理解度を知るためにも、毎月末レポートの提出を求める。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
佐久間信夫編『よくわかる企業論』ミネルヴァ書房
（参考文献）
『経営理論と実践』経営学史学会編 文眞堂

受講態度 40％
レポート 40％��

�
60％小テスト 20％

（小テストは3回実施予定）
小テストはフィードバックを行う
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授業科目名 WMMI214 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

金融事情 （ 講義・演習・実習 ） 中村 泰治
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
1．社会生活における金融の位置と役割を知ること。
2．種々の金融機関の異同を知ること。
3．金融政策と社会生活の関係を知ること。
［授業全体の内容の概要］
金融とは基本的に貨幣の貸し借りなので、まず貨幣とその貸借について説明する。次いで様々な金融機

関が様々な金融活動を行っていることを紹介する。そして代表的な金融政策とそれが企業や雇用に及ぼす
影響について解説する。
［授業終了時の到達目標］
現代社会では銀行などの金融機関と密接な関係をもたなければ、快適に生活することはできない。そこ

で金融機関の種類や役割などを正確に理解することによって、将来様々な金融機関と適切な関係を結べる
ようにする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．市場経済と貨幣
2．貨幣の役割と貨幣の貸借
3．金融の原型
4．金融機関の種類と機能
5．銀行
6．証券
7．保険と信託
8．ノンバンク
9．政府系金融機関
10．中央銀行の役割
11．金融政策⑴
12．金融政策⑵
13．金融政策⑶
14．金融業界と社会生活
15．まとめ
試験
［準備学習］
テキストは使用しないが、授業の前に参考文献の当該箇所は読んでおくこと。また、毎日の社会や経済

に関するニュースに1時間程度関心をもって見聞きすること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキストは使用しない。参考文献として呉文司他『金
融読本』（東洋経済新報社）をあげておく。

受講態度など：20％
試験・レポートなど：80％
小テストを実施し返却する。
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授業科目名 WMMI215 授業の種類 授業担当者

簿記原理Ａ （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
簿記を初めて学ぶ人を対象に、楽しく、わかりやすく理解できるように行う。

［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、簿記の知識が必要とされる。簿記の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。

［授業終了時の到達目標］
複式簿記を学ぶことにより、簿記上の取引の、仕訳と勘定記入、そして決算が理解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．複式簿記発達史序論
2．資産・負債・純資産
3．収益・費用
4．取引・勘定記入
5．仕訳・転記
6．仕訳帳・元帳
7．試算表の原理
8．6桁清算表
9．決算手続き⑴
10．決算手続き⑵
11．現金・預金
12．小口現金
13．有価証券
14．商品勘定と3分法⑴
15．商品勘定と3分法⑵
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
渡部裕亘他編著『検定簿記講義3級商業簿記（平成
29年度版）』中央経済社
（参考文献）
平松一夫編著『商業簿記3級』税務経理協会

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。

237



授業科目名 WMMI216 授業の種類 授業担当者

簿記原理Ｂ （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
簿記原理 Bを初めて学ぶ人を対象に、楽しく、わかりやすく理解できるように行う。

［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、簿記の知識が必要とされる。簿記の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。

［授業終了時の到達目標］
収益・費用と資産・負債・純資産を学ぶことによって、財務諸表、主に、報告式の損益計算書と貸借対

照表が理解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．仕入帳・売上帳
2．商品有高帳
3．売掛金・買掛金
4．手形
5．その他の債権・債務
6．貸倒れと貸倒引当金
7．固定資産と減価償却
8．資本金と引出金
9．収益・費用の繰延と見越
10．試産表の作成
11．8・10桁清算表
12．伝票
13．元帳の締め切り
14．損益計算書と貸借対照表⑴
15．損益計算書と貸借対照表⑵
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
渡部裕亘他編著『検定簿記講義3級商業簿記（平成
29年度版）』中央経済社
（参考文献）
平松一夫編著『商業簿記3級』税務経理協会

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI317 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

商業簿記（中級） （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・前期 選択
［授業の目的］
商業簿記（中級）を初めて学ぶ人を対象に、楽しく、わかりやすく理解できるように行う。

［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、簿記の知識が必要とされる。簿記の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。

［授業終了時の到達目標］
収益・費用と資産・負債・純資産を学ぶことによって、財務諸表、主に、報告式の損益計算書と貸借対

照表が理解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．簿記一巡の手続と財務諸表
2．現金預金取引
3．有価証券取引
4．債権・債務取引
5．手形取引
6．引当金取引
7．商品売買取引
8．特殊商品売買取引
9．固定資産取引
10．損益取引
11．株式会社会計
12．税金
13．決算
14．本支店会計
15．帳簿組織
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
渡部裕亘他編著『検定簿記講義2級商業簿記（平成29年
度版）』中央経済社
（参考文献）
TAC公認会計士講座編著『公認会計士試験短答式・財
務会計論計算ベーシック』TAC出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI318 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

工業簿記 （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 1，2，3年次・後期 選択
［授業の目的］
工業簿記を初めて学ぶ人を対象に、楽しく、わかりやすく理解できるように行う。

［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、簿記の知識が必要とされる。簿記の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。

［授業終了時の到達目標］
個別原価計算、総合原価計算、最終的には標準原価計算と直接原価計算が理解できる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．工業簿記の本質
2．原価
3．原価計算
4．工業簿記の構造
5．材料費・労務費・経費の計算
6．個別原価計算
7．部門別原価計算
8．単純総合原価計算
9．等級別総合原価計算
10．組別総合原価計算
11．工程別総合総合原価計算
12．標準原価計算
13．直接原価計算
14．原価・営業量・利益関係の分析
15．工場会計の独立
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
岡本清編著『検定簿記講義2級工業簿記（平成29年度
版）』中央経済社
（参考文献）
TAC公認会計士講座編著『公認会計士試験短答式・管
理会計論ベーシック』TAC出版

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI319 授業の種類 授業担当者

2017年度以前入学者用

人事管理実務 （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
日本の企業・法人の終身雇用制度や年功賃金制度は実質的に崩壊しつつあり、働く場としての企業・法

人は大きく変化する時代である。そのためには、自分のキャリアは自分で考え、自分で作っていかなけれ
ばならない事を認識させ、人事管理の骨組みを理解させる。
［授業全体の内容の概要］
1．人事管理と労働問題 2．募集・採用・配置・異動の管理
3．人材育成と人事評価 4．賃金制度・退職金制度と福利厚生
5．労働時間の多様化 6．労働法と労使関係
7．就業規則の運用
［授業終了時の到達目標］
企業・法人経営にかかわる「人」の問題について、企業・法人は何を目的に、どのような仕組みを作り、

それがどのように機能しているかという人事管理の実際とその背景にある構造について理解することを課
題とする。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．日本経済と労働問題
2．日本型人事管理の特徴
3．組織と人事管理
4．募集と採用の管理
5．配置と異動の管理
6．人材育成と教育訓練
7．人事評価と昇進管理
8．日本の賃金制度の特徴
9．福利厚生と退職金・企業年金
10．多様化する労働時間と時短
11．パートタイマーの現状と活用
12．労働法と労働契約
13．労働組合と労使関係
14．懲戒・解雇・退職と就業規則
15．労働組合への対応
試験・レポート等
［準備学習］
学生の方々が、授業の前にテキストの該当部分を読んでくること。授業の後に振り返りノートを作成す

ることをお願いします。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
今野浩一郎著『人事管理入門』日本経済新聞出版社
（参考文献）
今野浩一郎・佐藤博樹 マネジメント・テキスト
『人事管理入門』日本経済新聞社

受講態度 30％
期末試験 40％
課題提出 30％
課題を返却します。
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授業科目名 WMMI320 授業の種類 授業担当者

経営組織論 （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

15回 30時間・2単位 2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
経営組織理論は、ドイツやアメリカさらにはフランスで、十九世紀末に本格的に展開されてきたものと

言える。そこで本講では、経営組織理論のこれまでの蓄積を、より詳細に理解し、また実際の経営におけ
る知識を体系的に修得することを目標に据えて、講義をすすめていくものである。
［授業全体の内容の概要］
現代が「組織の時代」と言われて既に久しい。我々は、企業や国家あるいは学校などさまざまな組織に

所属し、組織構成員として活動を行うと同時に、行動を規制されてもいる。そこで本講では、特に企業組
織の生成と展開を体系的に据えることを主旨とし、主に学説史の視点から重要な理論を取り上げ、その特
質や問題点を検討していくものとする。
［授業終了時の到達目標］
日本・ドイツ・アメリカ・フランス等における経営組織の違いやその特性を、具体的事例等を通じて会

得することを目標としている。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．経営組織理論とは何か（Ⅰ）
2．経営組織理論とは何か（Ⅱ）
3．経営組織理論を学ぶことの意義（1）
4．経営組織理論を学ぶことの意義（2）
5．経営組織論の諸形態と展開〈1〉
6．経営組織論の諸形態と展開〈2〉
7．経営の組織構造と組織戦略［ⅰ］
8．経営の組織構造と組織戦略［ⅱ］
9．経営の組織構造と組織戦略［ⅲ］
10．経営環境と経営組織および経営戦略の基本的関係①
11．経営環境と経営組織および経営戦略の基本的関係②
12．日本型経営と経営組織理論の整合性について⑴
13．日本型経営と経営組織理論の整合性について⑵
14．経営組織理論総括［Ⅰ］
15．経営組織理論総括［Ⅱ］
試験（小テスト）又はレポート
［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。
これを確認するため、毎月末レポートの提出を実施する。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
プリント（配布）
基本的重要事項は講義内で扱うので不要
（参考文献）
『経営組織』（基礎コース）、角野信夫、新世社

主として、
①受講態度（40％）、
②レポート（40％）、
③小テスト（20％）による。
ただし就職活動に関しては、①を考慮する。
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（ ）
総合福祉科目
社会福祉関連科目
海外セミナー
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授業科目名 WMAS201 授業の種類 授業担当者

海外福祉交流ハワイセミナー （ 講義・演習・実習 ） 益子 行弘
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

集中 30時間・1単位 1，2，3，4年次・後期 選択
［授業の目的］
外国の福祉を学ぶことは福祉についての理解を深めるために大いに役立つ。実際にアメリカ合衆国へ行

き体験的に福祉を学ぶ。また、福祉の背景となるハワイ州の文化や自然などを知る。

［授業全体の内容の概要］
事前学習のあと、ハワイ州ヒロ市を訪問し、高齢者施設（ナーシングホーム、アダルトデイケアセンタ

ー、シニアセンターなど）や障害者関連施設（自立センター）などを訪問し、利用者の方々や職員の皆様
と交流を図りながらアメリカ合衆国の福祉を学ぶ。

［授業終了時の到達目標］
1．アメリカ合衆国の福祉の実態を知る。
2．ハワイの文化と自然を知る。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

事前学習（学内）※3コマ（4．5時間）
1．オリエンテーション①
2．オリエンテーション②
3．オリエンテーション③
現地学習（9泊10日）
4．アメリカ合衆国の福祉（現地講師による講義）
5．アメリカ合衆国の障害者政策（現地講師による講義）
6．ハワイ州の福祉（現地講師による講義）
7．障害者関連施設、見学、交流①
8．障害者関連施設、見学、交流②
9．高齢者施設訪問、見学、交流①
10．高齢者施設訪問、見学、交流②
11．ターミナルケア施設訪問、見学、交流
12．日系福祉施設訪問、見学、交流
13．ハワイの文化・歴史（現地講師による講義、および実習）
事後学習（学内）※2コマ（3時間）
14．報告書のまとめ
15．報告書の作成

［準備学習］
プリントや参考文献を読みアメリカの福祉やハワイの文化・自然について予習すること。最低限、英語

で日常会話ができるようにしておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
プリントを配布する。参考文献としては、
堤 未果『ルポ貧困大国アメリカ』（岩波新書）
根岸毅宏『アメリカの福祉改革』（日本経済評論社）

事前学習、現地学習、事後学習を総合的に評価し
講評します。
事前学習：15％
現地学習：25％
事後学習（レポート）：60％
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総合福祉科目
（卒業研究）
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
総合福祉学の専門知識および関連する実務的知識を応用できる実践能力を養う。そのため、学生個々の

特性に応じた生活上の諸問題に関するテーマについて主体的な研究活動を行い、社会人としてのマナー、
自己理解と福祉に対する使命感等の人格的要素を含め、「実学に勤め徳を養う」建学の精神を体現できる
資質を養う。
［授業全体の内容の概要］
研究の基本を学び、ゼミ共通テーマ「見沼ソーシャルファームの可能性」について研究する。調査の方

法、インターネットの活用技術、論文作成方法などを学び、最後に研究ノートにまとめる。
［授業終了時の到達目標］
①研究の意義や目的、リサーチクエスチョンを総合的に考えることができる、②研究計画が立案できる、
③基本的な調査方法を修得している、④論文の基本構造を理解している、⑤客観的な文章表現を理解して
いる。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション
2．研究テーマについて
3．研究ノートについて
4．テキストの読み方⑴
5．テキストの読み方⑵
6．要約の仕方⑴
7．要約の仕方⑵
8．要約の仕方⑶
9．要約の仕方⑷
10．考える方法⑴
11．考える方法⑵
12．考える方法⑶
13．考える方法⑷
14．調査報告・討論⑴
15．調査報告・討論⑵

16．オリエンテーション
17．論文の書き方⑴
18．論文の書き方⑵
19．論文の書き方⑶
20．論文の書き方⑷
21．調査報告・討論⑴
22．調査報告・討論⑵
23．調査報告・討論⑶
24．調査報告・討論⑷
25．研究ノート作成指導⑴
26．研究ノート作成指導⑵
27．研究ノート作成指導⑶
28．研究ノート作成指導⑷
29．研究ノート発表⑴
30．研究ノート発表⑵

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
①第1回～15回：テキスト予習、復習、課題（30時間）、共通テーマに関する調査・報告書作成（30時間）
②第16回～30回：テキスト予習、復習、課題（15時間）、共通テーマに関する調査・研究ノート作成（45
時間）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
テキスト：『大学基礎講座』

藤田哲也編著、北大路書房
調査報告書：40％
研究ノート（論文）：60％
調査報告書、研究ノートのいずれも個別指導時お
よび授業中に学生が報告する時に評価を伝える。
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 田中 康雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
1・2年次における社会福祉の基本的知識および援助技術の理解をもとに、ディスカッションや発表等、

学生の主体的な学習への取り組みと相互学習を通じて、学生が自ら取り組む課題を見つけ、研究活動に必
要な基本的な技術を習得する。

［授業全体の内容の概要］
社会福祉分野における研究テーマについて、先行研究をレビューする。その後、社会福祉調査法に習熟

するとともに、自らの取り組むべき研究テーマに関して、発表、討論する。

［授業終了時の到達目標］
総合福祉の概念の中から、各自が最も関心の高い分野について、先行研究を踏まえ、研究を計画・実施

する際の方法・手順を習得する。研究を通して、総合的・包括的な福祉支援の基礎力を高める。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．前期オリエンテーション
2．研究とは何か①
3．研究とは何か②
4．研究テーマの選び方①
5．研究テーマの選び方②
6．研究テーマの選び方③
7．研究計画書の立て方・進め方①
8．研究計画書の立て方・進め方②
9．研究計画書の立て方・進め方③
10．文献レビュー①
11．文献レビュー②
12．文献レビュー③
13．文献レビュー④
14．文献レビュー⑤
15．前期総括

16．後期オリエンテーション
17．文献レビューのまとめ
18．質的調査の収集方法
19．質的調査の分析方法
20．量的研究の収集方法
21．量的研究の分析方法
22．卒業テーマの発表
23．研究方法の選択：対象
24．研究方法の選択：調査方法、分析方法
25．研究計画書の作成①
26．研究計画書の作成②
27．研究計画書の作成③
28．研究計画書の発表①
29．研究計画書の発表②
30．全体総括
レポート等

［準備学習］
【予習】授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。（2時間）
【復習】授業の後にノートや配布資料を整理すること。授業の後に関連する文献や資料を集めること。

（2時間）
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
必要に応じて資料を配布する。
（参考文献）
『大学基礎講座』藤田哲也編著 北大路書房

受講態度：20％
研究発表：20％
レポート：60％
なお、成績評価のフィードバックについては、レ
ポートの講評を行う。
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
1・2年次における社会福祉の基本的理解をもとに、討論や発表など、学生の主体的な学習への取り組

みと相互学習を通じて、学生が自ら取り組む課題を見つけることを目的として、演習形式の授業を行う。

［授業全体の内容の概要］
学生の進路の多様性や社会福祉の今後の展開をかんがみ、社会福祉に加え、介護や保健・医療、心理な

どの関連領域、そして情報処理システムの導入や情報活用の可能性など、福祉の関連領域として急速な広
がりが予想される分野についても視野に入れ、幅広い分野の学習機会を提供する。

［授業終了時の到達目標］
「総合福祉」の概念の中から、各自が最も関心の高い分野あるいは21世紀の福祉社会にとって、最重要

と思われる分野を探求する。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．生活支援者として求められる資質について検討
し、従来タブー視されている「死」を生活の一
部として取り入れた上でのソーシャルワークの
在り方を検討する。

2．いくつかの事例から「生きる」ことと「死ぬこ
と」の意味について検討し意見交換を行う。

3．参加者自身自らの死生観について語る。
4．指定した文献について1名のリポーターから担

当した箇所について発表し参加者全員で意見交
換を行う。①

5．レポート発表と意見交換②
6．レポート発表と意見交換③
7．レポート発表と意見交換④
8．レポート発表と意見交換⑤
9．レポート発表と意見交換⑥
10．サナトロジーについて①
11．サナトロジーについて②
12．キュープラ・ロスについて
13．告知について①
14．告知について②
15．前期総括

16．ターミナルケアについて
17．シシリー・ソンダースの取り組みについて
18．我が国のホスピスの現状について
19．ホスピス病棟の見学

予定として東京都小金井市「桜町ホスピス」に
赴き、医療スタッフからホスピスの取り組みに
ついて学ぶ。

20．指定した文献について1名のリポーターから担
当した箇所について発表し参加者全員で意見交
換を行う。⑦

21．レポート発表と意見交換⑧
22．レポート発表と意見交換⑨
23．レポート発表と意見交換⑩
24．脳死の在り方について
25．尊厳死について
26．生命倫理について
27．ディープエコロジーについて①
28．ディープエコロジーについて②
29．4年生の卒業論文発表会に参加
30．全体総括

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
『死に行く人の17の権利』デビット・ケスラー著、

集英社
『命のあかりを求めて』矢野知彦著、旬報社

受講態度 40％
提出物 60％
提出物についてはフィードバックを行う
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
1・2年次における心理学概論・研究法・基礎実験、その他の講義科目による心理学と社会福祉の基本

的理解をもとに、演習形式の授業および心理学実験実習により、心理学の研究方法を実践的に習得するこ
とを目的とする。
［授業全体の内容の概要］
福祉心理分野の研究テーマと、その問題の基礎にある心理学の基本的テーマについて先行研究をレビュ

ーする。そこで明らかとなった基本的テーマ、たとえば認知や発達や対人関係について、観察研究や実験
的研究、調査的研究を企図・実施・分析し、レポートを作成する。その際、グループないしはゼミ全体で
の実験実習をするなかで、各学生は研究法に習熟するとともに、自らの取り組むべき研究テーマをみつけ、
発表、討論する。
［授業終了時の到達目標］
心理学の基本的なテーマについて、先行研究をふまえ、研究を企図・実施する際の方法・手順がわかる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．卒業研究Ⅰの本ゼミについてのガイダン
ス

2．子どもの心の問題についてレポート作成⑴
3．子どもの心の問題についてレポート作成⑵
4．子どもの心の問題についてレポート発表⑴
5．子どもの心の問題についてレポート発表⑵
6．子どもの心の問題ディスカッション
7．認知心理学の基礎的研究実習⑴
8．認知心理学の基礎的研究実習⑵
9．認知心理学の基礎的研究実習⑶
10．データの収集、分析、レポート作成⑴
11．データの収集、分析、レポート作成⑵
12．情意行動の基礎的研究実習⑴
13．情意行動の基礎的研究実習⑵
14．データの収集、分析、レポート作成⑴
15．データの収集、分析、レポート作成⑵

16．心理学と社会問題について⑴
17．心理学と社会問題について⑵
18．対人関係、発達等の基礎的研究実習⑴
19．対人関係、発達等の基礎的研究実習⑵
20．対人関係、発達等の基礎的研究実習⑶
21．データの収集、分析、レポート作成⑴
22．データの収集、分析、レポート作成⑵
23．研究実習総まとめの全体討論
24．福祉心理分野の研究法について⑴
25．福祉心理分野の研究法について⑵
26．各自の心理学的研究課題の探求、発表⑴
27．各自の心理学的研究課題の探求、発表⑵
28．各自の心理学的研究課題の探求、発表⑶
29．各自の心理学的研究課題の探求、発表⑷
30．総まとめ講評

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
各自の選んだ課題・テーマについて調べ、それらの発表用レジュメを作成して授業に臨む。
授業後は議論や意見を整理し、自分の課題を引き出し記録しておくこと。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
都筑学（2006）『心理学論文の書き方』有斐閣

（参考文献）
岩田正美他編（2006）『社会福祉研究法』有斐閣

発表レポート 50％
研究レポート 30％
期末試験 20％
なお、研究レポートについては採点後、コメント
をつけて返却します。
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
『総合福祉』の学習・修得にも密接に関連する「基礎経営学」の理解を狙いとして、学生の自主的・主

体的な相互学習を核として、発表や討論等、主に経営学的課題の発見を目的としての授業・演習を行う。

［授業全体の内容の概要］
学生の進路の多様化や、その後の労働移動や起業・転職の高率化をかんがみ、経済社会や企業社会に対

応するためにも、経営学の基本的な知識は、不可欠である。福祉関連施設や事業所等も広義の経営体であ
り経営組織である。そこで、経営学の基礎を、先ず歴史的重要学説の理解と修得を中心に学習する。

［授業終了時の到達目標］
『演習』という特質を考慮し、学生個々人が最も高い学問領域・分野・項目に関心がある事柄に対して

探求する姿勢が確立して行くことを、当演習の言わば到達目標としている。
［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．合理性を追求する理論体系
2．科学的管理法の発生
3．科学的管理法の展開
4．テーラー理論の全体像
5．フォードの合理的理論体系
6．自動車大量生産化の構造体系
7．流れ作業工程における経営管理
8．アメリカ経営学の基本的体系
9．近代経営学の基本的体系
10．フランス経営学の生成
11．フランス経営学の先覚的理論
12．ファヨール理論の全体像
13．管理原則論の基本的特質と展開
14．経営学理論の基本総括⑴
15．経営学理論の基本総括⑵
各ゼミ生・報告問題点報告

16．人間性重視の理論体系と特質
17．エルトン・メイヨー理論の生成
18．人間関係論の展開
19．作業現場における人間関係像
20．ハーバード学派の生成と理論
21．企業内ヒエラルヒーの人間行動
22．G・Eのダイナミクス論
23．ブラウン理論の基本的特質
24．E・ジャックスの経営学説
25．イギリス経営学の学説的意義
26．米・英・仏の経営学の相違
27．ドイツ経営学とアメリカの経営学
28．ドイツ経営学と日本型経営学
29．経営学理論の全体像総括（Ⅰ）
30．経営学理論の全体像総括（Ⅱ）
各ゼミ生・発表分野問題点報告

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
講義の理解度を深める為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
北野利信編『経営学説入門』有斐閣新書 1995年

（参考文献）
『現代企業と経営』創成社 1999年（執筆者多数）

演習（資料作成・内容・発表）成果と学習参加態
度及びレポート、試験で総合評価し講評する。
演習では、ゼミ生の積極的・主体的な参加が必要
不可欠である。
受講態度 40％ レポート 60％
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
学生の希望をよく聞き、それに基づいて相談しながら今後の研究計画を決めます。また、学生により研究の目的や得意、
不得意の部分が異なりますので、それぞれの能力が引き出されるように、個別指導を中心に行います。論文の書き方も基礎
から指導します。また、いろいろな参考文献なども紹介していきます。学生の希望により、時間をかけて相談していきたい
と考えております。
［授業全体の内容の概要］
指導する範囲
①「福祉に関する分野」ですと、例えば、海外の国々で、福祉でのアファーマティブアクション（弱者格差是正政策）や各
国の福祉政策や国外への人材移動問題、あるいは、日本とフィリピンとの間で締結された FTAにより日本の福祉施設で
働くフィリピン人を取り巻く様々な問題、などがあります。全く国際の部分に関わらない福祉研究ですと福祉分野の先生
を選ばれたほうが良いと思います。
②「国際政治学」では、福祉と全く関係ない分野でもかまいません。戦争、テロ、人権、貧困、環境、感染症、領土問題、
女性の権利、など国際社会は多様で複雑な問題が山積しております。それに対して、国連などが中心になり様々な問題解
決のアプローチが行われています。また、近年では NGO、NPOなどの存在も増大しています。これらのテーマの中で、
皆さんが関心のあるテーマを私と相談しながら、皆さんが選びそれを指導していくことになります。
③「日本政治学」は、同様に福祉と全く関係なくてもよく、選挙、政治家、地域社会の崩壊、世論、テレビなどのマスメデ
ィア、政党、福祉行政、格差社会、フリーター、ワーキングプアー、など日本国内における全ての政治に関係する現象か
ら、関心のあるものを選んでください。
④「ディベート理論」「交渉学理論」は相互に関連しています。つまり、ディベートは交渉を成功に導くための手段であり
ます。日本ではこれらが以前は学問的な考察がされてきませんでしたが、欧米では、例えば、ハーバード大学交渉学研究
所のように学問的に体系化されています。これらの理論と実践を研究することにより、国内外での交渉能力が向上します。
ここでは、これを専門に研究するよりも、例を挙げれば、「日本牛肉輸入交渉」など他のテーマと合わせて研究すること
を前提にしています。

［授業終了時の到達目標］
自分で考えたことを文章にして、それを分かりやすく相手に伝えることができるようにします。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．卒業論文の書き方①
2．卒業論文の書き方②
3．卒業論文の書き方③
4．卒業論文の書き方④
5．卒業論文の書き方⑤
6．卒業論文の書き方⑥
7．卒業論文の書き方⑦
8．卒業論文の書き方⑧
9．卒業論文の書き方⑨
10．卒業論文の書き方⑩
11．資料収集の仕方①
12．資料収集の仕方②
13．資料収集の仕方③
14．資料収集の仕方④
15．資料収集の仕方⑤

16．資料収集の仕方⑥
17．資料収集の仕方⑦
18．資料収集の仕方⑧
19．資料収集の仕方⑨
20．資料収集の仕方⑩
21．問題構成の方法①
22．問題構成の方法②
23．問題構成の方法③
24．問題構成の方法④
25．問題構成の方法⑤
26．問題構成の方法⑥
27．問題構成の方法⑦
28．問題構成の方法⑧
29．総まとめ
30．総まとめ

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
卒論を執筆する準備段階として自己の興味のあるテーマを探しそれに対応する書籍や資料を読むように

して下さい。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業の中で指示します。 受講態度：40％

提出物（レポートなど）：60％
提出物はフィードバックする
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 中島 悠介
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
1・2年次における社会福祉、福祉健康スポーツ（子ども、障害者（児）、高齢者）の基本的理解をも

とに、討論や発表など、学生の主体的な学習への取り組みと相互学習を通じて、学生が自ら取り組む課題
を見つけることを目的として、演習形式の授業を行う。
［授業全体の内容の概要］
まず健康スポーツに関わる研究論文を紹介し、自分自身の興味・関心がどのようなところにあるのかを

探究する。その後、グループワークを通して研究論文の検索、まとめを体験することで、研究論文に対す
る理解を深めていく。
［授業終了時の到達目標］
グループワークで学習したことを軸に、個々人の卒業研究のテーマを決定し、最終的には研究計画を組

み立て、来年度の卒業研究に備えること。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション
2．福祉健康スポーツに関する研究論文の紹介
3．1）運動と生活習慣病
4．2）運動と介護予防
5．研究論文の構成：緒言、目的、方法、結果
6．研究論文の構成：考察、結論、文献
7．研究論文の検索方法：インターネット
8．研究論文の検索方法：図書館
9．研究論文の要約：抄録の作成方法
10．グループワークⅠ：研究テーマの選択、

論文収集
11．グループワークⅡ：グループ討議、まとめ
12．グループワークⅢ：発表
13．グループワークⅣ：発表
14．卒業研究のテーマの決定
15．夏休みの課題の設定

16．夏休みの課題の発表①
17．夏休みの課題の発表②
18．卒業研究のテーマの発表
19．研究方法の選択：対象
20．研究方法の選択：調査方法、分析方法
21．卒業研究のテーマに関する

研究論文の検索①
22．卒業研究のテーマに関する

研究論文の検索②
23．文献のまとめ
24．研究計画書の作成①
25．研究計画書の作成②
26．研究計画書の作成③
27．研究計画の発表のための資料作成
28．研究計画の発表①
29．研究計画の発表②
30．総括

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
予習：毎授業の前に、自らの興味にある分野の研究論文を検索し、論文の要約をしてくること
復習：授業で使われた資料やワークシートを読み返し、復習ノートを作成すること

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
必要に応じて資料を配布する （試験やレポートの評価基準など）

受講態度：20％
発表：30％
レポート：50％
発表等については講評を行う
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授業科目名 WMGS301 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅰ （ 講義・演習・実習 ） 吉澤 英一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 3年次・通年 必修
［授業の目的］
卒業研究Ⅰの中に、経営情報分野がある。又経営情報分野の中に、講義科目として会計実務がある。こ

のゼミでは、簿記を初めて学ぶ人を対象に、複式簿記を、楽しく、わかりやすく理解できるように行う。

［授業全体の内容の概要］
財務諸表を理解するためには、簿記の知識が必要とされる。簿記の知識は、もはや今日では、一部の会

計専門家のものではなく、経済社会に生活する誰にとっても必要な共通の知識の一つになったのである。

［授業終了時の到達目標］
複式簿記を学ぶことにより、簿記上の取引の、仕訳と勘定記入、そして決算が理解できるように学ぶ。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．複式簿記発達史序論
2．資産・負債・純資産
3．収益・費用
4．取引・勘定記入
5．仕訳・転記
6．仕訳帳・元帳
7．試算表の原理
8．6桁精算表
9．決算手続き⑴
10．決算手続き⑵
11．現金・預金
12．小口現金
13．有価証券
14．商品勘定と3分法⑴
15．商品勘定と3分法⑵
試験・レポート等

16．仕入帳・売上帳
17．商品有高長
18．売掛金・買掛金
19．手形
20．その他の債権・債務
21．貸し倒れと貸倒引当金
22．固定資産と減価償却
23．資本金と引出金
24．収益・費用の繰り延べと見越し
25．試算表の作成
26．8・10桁精算表
27．伝票
28．元帳の締め切り
29．損益計算書と貸借対照表⑴
30．損益計算書と貸借対照表⑵
試験・レポート等

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
学生の方々が予習してくる事を前提に授業を行いますので、予習は必要です。また授業で学習したこと

を、自ら繰り返し練習することが望ましいです。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
（テキスト）
平松一夫編著『商業簿記3級』税務経理協会
（参考文献）
加古宜士編著『新検定簿記講義3級商業簿記』

中央経済社

受講態度 40％
試験・レポート等 60％
レポート等には講評を行う
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 九里秀一郎
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
総合福祉学の専門知識および関連する実務的知識を応用できる実践能力を養う。そのため、学生個々の

特性に応じた生活上の諸問題に関するテーマについて主体的な研究活動を行い、社会人としてのマナー、
自己理解と福祉に対する使命感等の人格的要素を含め、「実学に勤め徳を養う」建学の精神を体現できる
資質を養う。
［授業全体の内容の概要］
学生の主体的な研究活動を通じて、調査、報告、討論を積み重ね、卒業論文としてまとめる。

［授業終了時の到達目標］
①研究の意義や目的、リサーチクエスチョンを総合的に考えることができる、②研究計画が立案できる、
③基本的な調査方法を修得している、④論文の基本構造を理解している、⑤客観的な文章表現を理解して
いる。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．オリエンテーション
2．研究計画⑴
3．研究計画⑵
4．研究論文作成方法⑴
5．研究論文作成方法⑵
6．研究論文作成方法⑶
7．調査報告・討論⑴
8．調査報告・討論⑵
9．調査報告・討論⑶
10．調査報告・討論⑷
11．調査報告・討論⑸
12．調査報告・討論⑹
13．調査報告・討論⑺
14．中間発表⑴
15．中間発表⑵

16．オリエンテーション
17．卒業論文作成方法⑴
18．卒業論文作成方法⑵
19．個別論文指導⑴
20．個別論文指導⑵
21．個別論文指導⑶
22．個別論文指導⑷
23．個別論文指導⑸
24．個別論文指導⑹
25．個別論文指導⑺
26．個別論文指導⑻
27．個別論文指導⑼
28．研究発表の方法⑴
29．研究発表の方法⑵
30．研究発表

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
①第1回～15回：報告書作成（15時間）、卒業論文下書き作成・（45時間）
②第16回～30回：卒業論文作成（60時間）

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
参考文献：『大学基礎講座』

藤田哲也編著、北大路書房
調査報告書：40％
研究ノート（論文）：60％
調査報告書、研究ノートのいずれも個別指導時お
よび授業中に学生が報告する時に評価を伝える。
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 田中 康雄
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
「卒業研究Ⅰ」の担当教員が演習形式での継続的な指導を行い、さらに、学習を深める。3年次までの

学習や学外実習体験等を総合的にふまえて、各自の課題を明確化させ、総合福祉の理念に基づいて自ら選
んだ課題をまとめる能力を築く。研究活動を通して、総合的・包括的な福祉支援の実力を身につける。
［授業全体の内容の概要］
卒業論文を完成させるために必要な研究計画、情報収集、データ分析、まとめ、執筆、発表などの方法

について具体的に学習する。また、中間発表を行い、卒業研究の進捗状況を報告し、最終的に卒業論文を
完成させる。
［授業終了時の到達目標］
4年間の成果として、各自の研究課題についての卒業論文を作成し、発表する。研究活動を通して、福

祉活動の一翼を担える実践力を身につける。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．前期オリエンテーション
2．「卒業研究Ⅰ」の課題レポート発表①・討論
3．「卒業研究Ⅰ」の課題レポート発表②・討論
4．研究計画の見直し
5．研究計画の発表・討論
6．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導①
7．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導②
8．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導③
9．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導④
10．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導⑤
11．卒業研究の進捗状況の発表・討論、指導⑥
12．卒業研究の中間発表①
13．論文構成の検討①
14．論文構成の検討②
15．前期総括

16．後期オリエンテーション
17．論文指導①
18．論文指導②
19．論文指導③
20．論文指導④
21．論文指導⑤
22．卒業研究の中間報告②
23．論文指導⑥
24．抄録作成①
25．抄録作成②
26．卒業研究発表会の準備①
27．卒業研究発表会の準備②
28．卒業研究発表会①
29．卒業研究発表会②
30．全体総括
卒業論文・研究発表等

［準備学習］
【予習】授業の前に、卒業研究に関わる論文の検索、調査の実施、論文作成、発表の準備などを行うこと。

（2時間）
【復習】授業で行われた内容を振り返り、授業の中で明らかになった課題に取り組むこと。（2時間）
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
各自の卒業論文のテーマに応じて別途指示する。
（参考文献）
『論文の書き方マニュアル』

花井等、若松篤（著）、有斐閣

受講態度：20％
研究発表：20％
卒業論文：60％
なお、成績評価のフィードバックについては、卒
業論文の講評を行う。
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 矢野 知彦
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
「卒業研究Ⅰ」の担当教員が演習形式での継続的な指導を行い、さらに、学習を深める。3年次までの

学習や学外実習体験等を総合的にふまえて、各自の課題を明確化させ、総合福祉の理念に基づいて自ら選
んだ課題をまとめる能力を築く。

［授業全体の内容の概要］
その探求を行うための資料収集の方法やその具体的な展開、まとめ方と発表方法などについて支援と指

導を行う。また、学生間の討論による学習の広がりと深まりをめざす。

［授業終了時の到達目標］
4年間の成果として、各自の課題についての卒業論文報告を作成し、公開発表する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．卒業論文作成について基本的な方針や作
成手順について指導する。

2．学生各自の関心の高い領域について研究
し討議する。（1回3名程度）①

3．学生の関心領域について討議②
4．学生の関心領域について討議③
5．学生の関心領域について討議④
6．学生の関心領域について討議⑤
7．学生の関心領域について討議⑥
8．学生の関心領域について討議⑦
9．学生の関心の高いテーマをいくつかのグ
ループに分け、グループ毎に課題を与え
発表し討議する。（1回1グループ）①

10．発表と討議②
11．発表と討議③
12．発表と討議④
13．発表と討議⑤
14．発表と討議⑥
15．前期総括

16．卒業論文について学生各自に個別的に研
究方法の指導を行う①

17．個別指導②
18．個別指導③
19．個別指導④
20．個別指導⑤
21．個別指導⑥
22．卒業論文の骨子の発表と討議と指導
23．個別指導⑦
24．個別指導⑧
25．個別指導⑨
26．個別指導⑩
27．個別指導⑪
28．個別指導⑫
29．卒業論文口頭発表
30．総括

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
授業の前に前回のノートや配布資料を読み返してくること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
特になし 受講態度 30％

提出物 10％
卒業論文による合否 60％
適宜講評を行う
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 森住 宜司
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
「卒業研究Ⅰ」の担当教員（心理学を専門とする教員）が演習形式での継続的な指導を行い、さらに、

学習を深める。3年次までの心理学関係科目や社会福祉の学習をふまえ、各自の課題を明確化させ、福祉
に係わる心理分野および心理学基礎分野で自ら選んだ課題を研究しまとめる能力を築く。

［授業全体の内容の概要］
卒業論文テーマおよびその実験・調査等の研究方法、データの収集方法について、学生各自の発表をも

とに討論し、指導・支援を行う。また、論文作成に関しても、各学生は経過報告を含め各自発表、討論し、
それらの機会と個別指導によって卒業論文作成を支援する。

［授業終了時の到達目標］
4年間の成果として、各自の研究課題についての卒業論文を作成し、公開発表する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．卒業論文作成の基本方針についてのガイ
ダンス

2．各自の心理分野の研究テーマ発表⑴
3．各自の心理分野の研究テーマ発表⑵
4．各自の心理分野の研究テーマ発表⑶
5．各自の心理分野の研究テーマ発表⑷
6．各自の心理分野の研究テーマ発表⑸
7．研究テーマ・研究方法についての討論
8．研究テーマ・研究方法についての講義
9．卒業論文テーマ（仮）の発表⑴
10．卒業論文テーマ（仮）の発表⑵
11．卒業論文テーマ（仮）の発表⑶
12．卒業論文テーマ（仮）の発表⑷
13．卒業論文テーマ（仮）の発表⑸
14．卒業論文テーマ・研究法に関する討論
15．卒業論文テーマ・研究法に関する講義

16．卒業論文の実験・調査の経過発表⑴
17．卒業論文の実験・調査の経過発表⑵
18．卒業論文の実験・調査の経過発表⑶
19．卒業論文の実験・調査の経過発表⑷
20．卒業論文の実験・調査の経過発表⑸
21．卒業論文の実験・調査の経過発表⑹
22．卒業論文作成に関する講義
23．卒業論文骨子発表・討論・指導⑴
24．卒業論文骨子発表・討論・指導⑵
25．卒業論文骨子発表・討論・指導⑶
26．卒業論文骨子発表・討論・指導⑷
27．卒業論文骨子発表・討論・指導⑸
28．卒業論文骨子発表・討論・指導⑹
29．卒業論文の発表会⑴
30．卒業論文の発表会⑵

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
各自の選んだ課題・テーマについて、文献検索等して調べ、研究計画を立て、それらの発表用レジュメ

を作成して授業に臨む。授業後はレジュメや議論を整理し、論文作成の資料として記録し、次の課題を明
らかにしておくこと。
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
特定のテキストはない。
（参考文献）
大野木裕明他編（2002）『心理学マニュアル研究法
レッスン』北大路書房

その他の参考文献はその都度呈示する。

発表・討論参加 20％
卒業論文 80％
適宜講評を行う
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 片山 昭義
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
「卒業研究Ⅱ」は、3年次までの学習を基礎として、各自が総合福祉の観点から選んだ研究課題を明確

化し、卒業論文の作成に取り組み、完成させるプロセスを体験する。このことを踏まえ、社会人として課
題を明確に捉え、客観的に分析し、文章により明快に伝える能力を養成する。
［授業全体の内容の概要］
・ゼミの時間は、各自の研究計画の進捗について積極的な意見交換を行い、肯定的または否定的な両視点
から研究内容を深める。

・各自の自主的な研究活動を推奨し、こまめな個別指導とゼミの時間における意見交換を通じて、最終的
に卒業論文の完成へとつなげる。

［授業終了時の到達目標］
4年間の学習の成果として、各自の研究課題についての卒業論文を完成させ、公開発表する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．卒業論文作成ガイダンス
2．研究テーマの設定
3．研究テーマの発表
4．研究計画の作成1
5．研究計画の作成2
6．研究計画の作成3
7．研究計画の発表1
8．研究計画の発表2
9．卒業研究の骨子づくりと意見交換1
10．卒業研究の骨子づくりと意見交換2
11．卒業研究の骨子づくりと意見交換3
12．卒業研究の骨子づくりと意見交換4
13．卒業研究の中間発表1
14．卒業研究の中間発表2
15．夏期休暇中の研究活動、課題

16．夏期休暇中の研究活動、課題1
17．夏期休暇中の研究活動、課題2
18．卒業研究の進捗確認と意見交換1
19．卒業研究の進捗確認と意見交換2
20．卒業研究の進捗確認と意見交換3
21．卒業研究の進捗確認と意見交換4
22．卒業研究の進捗確認と意見交換5
23．卒業研究の中間発表1
24．卒業研究の中間発表2
25．卒業研究の仕上げに向けて1
26．卒業研究の仕上げに向けて2
27．卒業研究の仕上げに向けて（完成）
28．卒業研究発表会の準備
29．卒業研究発表会1
30．卒業研究発表会2

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
・意見交換で受けたアドバイスを踏まえて即日修正すること
・次回のゼミにおいて、進捗を発表できるよう各自研究活動に取り組むこと
・最新の参考文献を、図書・情報センターやインターネットから収集し、確認しておくこと
［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
必要に応じて資料等を配布する。 （試験やレポートの評価基準など）

受講態度 20％
卒業論文 80％
適宜講評を行う
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授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 石本 裕貴
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
『卒業研究Ⅰ』の担当教員が演習形式での継続的な指導を行い、さらに、学習を深める。3年次までの

学習やゼミ発表体験等を総合的に踏まえて、各自の課題を明確化させ、「基礎経営学説史」「総合福祉」の
これまでの総合的学習に基づいて自ら選択した課題をまとめる能力を築く。

［授業全体の内容の概要］
その探求を行うための資料収集の方法やその具体的な展開、まとめ方と発表方法などについて支援と指

導を行う。また、学生間の討論による学習の広がりと深まりをめざす。

［授業終了時の到達目標］
4年間の成果として、各自の課題についての卒業論文報告を作成し発表する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数

1．当授業の意義や進め方についてガイダン
ス

2．卒業研究のテーマについて指導
3．卒業研究のテーマに沿って各学生が調査・
研究を進めながら発表⑴

4．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑵
5．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑶
6．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑷
7．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑸
8．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑹
9．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑺
10．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑻
11．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑼
12．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑽
13．卒業研究のテーマに沿って各人の発表⑾
14．前期のまとめ（その1）
15．前期のまとめ（その2）
前期総まとめ

16．卒業研究の作成について
17．卒業研究テーマに沿って各学生の発表・

指導⑴
18．卒業テーマに沿っての発表・指導⑵
19．卒業テーマに沿っての発表・指導⑶
20．卒業テーマに沿っての発表・指導⑷
21．卒業テーマに沿っての発表・指導⑸
22．卒業論文中間報告
23．卒業研究テーマに沿って各学生の発表・

指導⑹
24．卒業研究の発表・指導⑺
25．卒業研究の発表・指導⑻
26．卒業研究の発表・指導⑼
27．卒業研究の発表・指導⑽
28．卒業研究の発表・指導⑾
29．卒業研究発表の方法とその指導（Ⅰ）
30．卒業研究発表の方法とその指導（Ⅱ）
各自・卒論要旨報告

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
卒業論文作成の目的の為にも、予習・復習は欠かせないので、これを実行すること。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
別途指示（各学生の卒論テーマに応じ、それぞれ指
示。単一のテキストはない。）

卒業研究への取り組み、内容等を総合的に判断し
て成績評価と講評を行なう。
授業への取り組み態度 40％
提出物（卒論含む） 60％

259



授業科目名 WMGS402 授業の種類 授業担当者

卒業研究Ⅱ （ 講義・演習・実習 ） 福田 健一
授業の回数 時間数（単位数） 配当年次・時期 必修・選択

30回 60時間・4単位 4年次・通年 必修
［授業の目的］
学生の希望をよく聞き、それに基づいて相談しながら今後の研究計画を決めます。また、学生により研究の目的や得意、
不得意の部分が異なりますので、それぞれの能力が引き出されるように、個別指導を中心に行います。論文の書き方も基礎
から指導します。また、いろいろな参考文献なども紹介していきます。学生の希望により、時間をかけて相談していきたい
と考えております。
［授業全体の内容の概要］
指導する範囲
①「福祉に関する分野」ですと、例えば、海外の国々で、福祉でのアファーマティブアクション（弱者格差是正政策）や各
国の福祉政策や国外への人材移動問題、あるいは、日本とフィリピンとの間で締結された FTAにより日本の福祉施設で
働くフィリピン人を取り巻く様々な問題、などがあります。全く国際の部分に関わらない福祉研究ですと福祉分野の先生
を選ばれた方が良いと思います。
②「国際政治学」では、福祉と全く関係ない分野でもかまいません。戦争、テロ、人権、貧困、環境、感染症、領土問題、
女性の権利、など国際社会は多様で複雑な問題が山積しております。それに対して、国連などが中心になり様々な問題解
決のアプローチが行われています。また、近年では NGO、NPOなどの存在も増大しています。これらのテーマの中で、
皆さんが関心のあるテーマを私と相談しながら、皆さんが選びそれを指導していくことになります。
③「日本政治学」は、同様に福祉と全く関係なくてもよく、選挙、政治家、地域社会の崩壊、世論、テレビなどのマスメデ
ィア、政党、福祉行政、格差社会、フリーター、ワーキングプアー、など日本国内における全ての政治に関係する現象か
ら、関心のあるものを選んでください。
④「ディベート理論」「交渉学理論」は相互に関連しています。つまり、ディベートは交渉を成功に導くための手段であり
ます。日本ではこれらが以前は学問的な考察がされてきませんでしたが、欧米では、例えば、ハーバード大学交渉学研究
所のように学問的に体系化されています。これらの理論と実践を研究することにより、国内外での交渉能力が向上します。
ここでは、これを専門に研究するよりも、例を挙げれば、「日本牛肉輸入交渉」など他のテーマと合わせて研究すること
を前提にしています。

［授業終了時の到達目標］
自分で考えたことを自分の言葉で話したり、それを文章化できる能力を育成する。

［授業の日程と各回のテーマ・内容・授業方法］
コマ数
1．実際の卒業論文構成①
2．実際の卒業論文構成②
3．実際の卒業論文構成③
4．実際の卒業論文構成④
5．実際の卒業論文構成⑤
6．実際の卒業論文構成⑥
7．実際の卒業論文構成⑦
8．実際の卒業論文構成⑧
9．実際の卒業論文構成⑨
10．実際の卒業論文構成⑩
11．卒業論文製作①
12．卒業論文製作②
13．卒業論文製作③
14．卒業論文製作④
15．卒業論文製作⑤

16．卒業論文製作⑥
17．卒業論文製作⑦
18．卒業論文製作⑧
19．卒業論文製作⑨
20．卒業論文製作⑩
21．卒業論文完成①
22．卒業論文完成②
23．卒業論文完成③
24．卒業論文完成④
25．卒業論文完成⑤
26．卒業論文完成⑥
27．卒業論文完成⑦
28．卒業論文完成⑧
29．卒業論文完成⑨
30．卒業論文完成⑩

【合同企画授業に変更する回がある】

［準備学習］
自己の卒論のテーマになる書籍とそれに関連する資料をよく読み込むことが大切です。なるべく多くの

ものを読み視野を広げてください。

［使用テキスト・参考文献］ ［成績評価の方法・基準及び課題・成績評価のフィードバック］
授業の中で指示します。 受講態度：40％

提出物（レポートなど）：60％
適宜講評を行う
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社会福祉士国家試験受験対策講座
［目的］
在学中に社会福祉士国家試験合格をめざす学生に対して、効率的・効果的な受験

学習を継続的に行う。

［目標］
社会福祉士国家試験受験に必要な倫理・知識・技術に関する基礎力をはじめ、合

格に必要な広い視野に立った応用力を身につける。計画的に受験学習に取り組み、
社会福祉士としての知識と技術を習得し、在学中に社会福祉士国家試験に合格する。

［内容と方法］
1．受験準備講座【13コマ】
（3年次、春期休業期間）
社会福祉士国家試験に備え、試験勉強のやり方や国試
出題傾向、社会福祉領域における基礎知識を復習する。
希望すれば2年次生の受講も可能。

2．受験対策講座【78コマ】
（4年次、6月～翌年1月）
1）基礎講座（6月～9月）
・オリエンテーション
・社会保障
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・人体の構造と機能及び疾病
・保健医療サービス
・心理学理論と心理的支援
・社会理論と社会システム
・権利擁護と成年後見制度
・地域福祉の理論と方法
・現代社会と福祉
・福祉行財政と福祉計画
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・社会調査の基礎
・相談援助の基盤と専門職
・相談援助の理論と方法
・福祉サービスの組織と経営
・高齢者に対する支援と介護保険制度
・児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
・就労支援サービス／更生保護制度

2）総復習講座
（10月～11月）
・過去問解説

3）直前対策講座
（12月～翌年1月）
・総まとめ講座
・実力判定模擬試験

3．その他
1）模擬試験受験支援
本学生以外の多くの受験生が受験する、以下の模
擬試験受験支援を通して、実践的な能力を養い確実
な合格を目指す。
①中央法規模擬試験受験
（9月実施予定）
②予備校模擬試験受験
（10月実施予定）
③社会福祉士養成校協会模擬試験受験
（10月実施予定）

2）本学独自の受講料等の経済的支援
学生の費用負担軽減や合格意欲喚起のため、本学独
自の受講料等の経済的支援がある。

3）本学部卒業生への受験・合格支援
在学生と同様、受験資格を有する本学部卒業生にも、
以上の講座受講解放や受験及び合格支援を行う。

［使用テキスト等］
・受験対策講座：専用テキスト及び講師作成レジュメ

［備考］
・対策講座の受講科目、日程等は変更になることがある。
・本講座についての問い合わせ窓口：福祉教育センター〔3号館3階〕
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