
対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls101] 哲学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 諏訪 是隆 スワ ゼリュウ suwa zeryu [suwa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

まず、哲学とはどういう学問なのかを明確にすることを目的とする。その成り立ちと、哲学者達の考えに触れることで、学生

諸君それぞれの在り方、生き方について改めて考えることをねらいとする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界の哲学思想を概観することで、異文化の理解し、多様な学問の考え方を習得し、今後の学問探究の場や日常生活において

課題を設定し、問題解決に取り組む姿勢を養ことができることを目標とする。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」

「異文化理解」「論理的思考力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義を中心とするが、学生との対話形式によって講義を進めていく。難解な専門用語などもあるので、講義前の学習が望まし

いが、授業に理解できるよう解説する。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

。事後学習は、授業を振り返りながら要点をノートに整理する。

【成績評価（方法・基準）】

出席30パーセント。最終授業での発表と、毎回の講義での取り組み姿勢で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

哲学ということば第1回

神話から哲学へ第2回

ソフィストとソクラテス第3回

プラトンとアリストテレス第4回

ストア派とエピクロス派第5回

キリスト教と中世第6回

ルネサンスの思想第7回

ベーコンのイドラ第8回

デカルトの懐疑第9回

ホッブズのリヴァイアサン 第10回

ロックのコモンウェルス第11回

啓蒙思想第12回

カントの批判哲学第13回

ヘーゲルの体系第14回

まとめ発表第15回

【教科書・参考書】

講義中に必要な図書、参考書を随時紹介する。

【学生へのメッセージ】

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

。共に学びましょう。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし

- 1 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls103] 倫理学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

倫理学とはどのような学問であろうか。「日本倫理思想史」という視点から、現代を生きる私たちのよりよい生き方・あり方を考

えるために、特に古代の「神をめぐる思想」から、中世の「仏法をめぐる思想」について概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

日本の倫理思想史についての基礎知識を身につけ、現代日本人の行動の基礎にある価値観を理解することを目指します。また、日

本倫理思想史を学ぶことを通して、現代における自分自身の生き方・あり方を考えるヒントとし、自ら主体的に考察していく力を習

得することを、本授業の目標とします。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「文章表現力」「口頭発表力」「批判

的思考力」「論理的思考力」「実行力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

倫理学とは何かについて概観し、本講義における視点を明確にした上で、日本の倫理思想史をたどり、日本人の倫理意識の形成を

学んでいきます。講義によって授業を進めますが、学生の深い理解に資するよう積極的にICTを活用します。また受講生が自分自身

の問題として主体的に授業に参加するようディスカッションなどを行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

【成績評価（方法・基準）】

授業に取り組む姿勢40％、レポート60％で総合的に評価します。毎回授業後にリアクションペーパーを配付し、講義内容、意見・

感想等を書いてもらいます。授業に取り組む姿勢は、このリアクションペーパーに基づいて評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

講義ガイダンス第1回

倫理学とは何か（1）倫理学と日本倫理思想史第2回

倫理学とは何か（2）なぜ日本倫理思想史を学ぶのか、倫理の重層性第3回

神をめぐる思想（1）風土と神第4回

神をめぐる思想（2）日本の神の特徴　第5回

神をめぐる思想（3）神と景観、祭祀第6回

神をめぐる思想（4）日本神話の発生と展開第7回

神をめぐる思想（5）古事記神話（1）上巻神話の概要第8回

神をめぐる思想（6）古事記神話（2）上巻神話の世界観第9回

仏法をめぐる思想（1）インド・中国仏教第10回

仏法をめぐる思想（2）日本における仏教の受容、聖徳太子第11回

仏法をめぐる思想（3）国家仏教、本地垂迹説第12回

仏法をめぐる思想（4）修験道第13回

仏法をめぐる思想（5）鎌倉仏教第14回

全体のまとめ　プレゼンテーション第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定しない。参考書：『日本倫理思想史　増補改訂版』佐藤正英著（東京大学出版会）2012年、『日本の思想とは何

か:現存の倫理学』佐藤正英著（筑摩書房）2014年、『古事記神話を読む〈神の女〉〈神の子〉の物語』佐藤正英著（青土社）

2011年ほか。

【学生へのメッセージ】

受講生一人一人が自らの問題として捉え、自分自身の考えを形成することを望みます。授業では、毎回受講生に積極的に問いかけ、

自分の考えを発言してもらいます。

【オフィスアワー】

火曜日第1時限目と木曜日第5時限目

【実務経験】

日蓮宗教師・宗教法人妙法寺副住職
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls105] 歴史学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

歴史学とはどういう学問なのかについて講義する。調べ学修や巡見を通じて歴史を体感してもらう。歴史学は、過去の史料を評価

・検証する過程を通して歴史の事実、及びそれらの関連を追究する学問であるので、歴史学を学ぶ意義を本授業で学修してもらい

たい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

歴史学とはどういう学問か修得し、調べ学修を行った日本史の時代や出来事等について理解できるようにする。歴史の講義と口頭

発表を通して多様な学問の考え方ができるようになる。本学に隣接している身延山久遠寺の歴史についても講義するので、地域

理解が深まる。日本史に関する調べ学習や口頭発表を行うことで構想力が身につく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義形式を基本とするが、身延山という地域を歩く授業（フィールドワーク）も取り入れることにする。調べ学修を行うので図書

館に行って文献検索を行う時もある。アクティブラーニングを行うので、電子機器（ipad等）を毎回持参すること。調べ学修を行

った後にディスカッションやディペートを行い、プレゼンテーション（口頭発表）してもらう。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

た内容について復習し、わからない箇所は辞書等で調べておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

期末レポート（50％）、授業に取り組む姿勢（50％）

【授業計画（各回の授業内容）】

歴史学とはどういう学問か第1回

史実と伝承第2回

日本史の時代区分第3回

史（資）料とは第4回

日本の暦　暦の見方第5回

日本の暦　旧暦と新暦第6回

日本の元号第7回

日本歴史に関する調べ学修（1）第8回

日本歴史に関する調べ学修（2）第9回

日本歴史に関する調べ学修（3）第10回

日本歴史に関する調べ学修（4）第11回

調べ学修についての発表第12回

歴史散策1第13回

歴史散策2第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：佐藤信編『図説新版歴史散歩事典』山川出版社、2019年。参考書：木村礎・林英夫編『地方史研究の新方法』八木書店、

2000年、小田中直樹『歴史学ってなんだ？』PHP新書、2004年。

【学生へのメッセージ】

授業では調べ学修を行うので、毎回ipadやノートパソコン等の電子機器を持参すること。

【オフィスアワー】

授業開始前、終了後に質問等を教室で受け付けます。その他の時間帯は、メールにて質問等を受け付けます。smochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

身延山高等学校（日本史）教員4年の勤務経験がある。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls107] 日本国憲法〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 堀 保彦 ホリ ヤスヒコ hori yasuhiko [hori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本国憲法は、国民の自由と権利を守り、自由で公正な社会を築くことを目指す法です。本授業では、日本国憲法の国民主権、基本

的人権の尊重、平和主義の基本原理とそれを実現するための統治機構を概説し、私たちと憲法の関わりについて考えます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

憲法を体系的に習得するとともに、現代社会における憲法問題について自ら主体的に考察し、自分の考えを具体的に述べることが

できるようになることを、本授業の目標とします。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「情報収集力」「文章表現

力」「論理的思考力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書及び毎回配布するレジュメ（論点メモ）を中心に講義を行い、各回の講義ポイントに関連する課題について自由にディ

スカッションしコメントシートを作成・提出するという方法で授業を行います。最終回に現代社会における憲法問題について自

らの考えをプレゼンテーションしていただきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修は、シラバスに記載した次回の講義範囲について教科書を通読し、講義時に指示した判例・新聞記事・Webニュースにつ

いての調査を毎回２時間以上行うこと。事後の学修は、配布したレジュメに基づき授業の復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のコメントシート（20％）、プレゼンテーション（40％）学力確認テスト（40％）で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

憲法とは何か第1回

明治憲法と日本国憲法第2回

日本国憲法の成立第3回

憲法の法源と解釈第4回

国民主権第5回

象徴天皇制第6回

平和国家第7回

人権尊重の原理第8回

包括的人権と法の下の平等第9回

精神的自由権第10回

表現の自由第11回

身体的自由権、経済的自由権第12回

社会権第13回

権力分立と統治機構の原理第14回

プレゼンテーション（現代社会における憲法問題について）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『憲法入門（第４版補訂版）』伊藤正己（有斐閣）2006年。参考書：『憲法とは何か』長谷部恭男（岩波新書）2006

年、『憲法入門（六訂版）』樋口陽一（勁草書房）2017年、『憲法（第７判）』芦部信喜（岩波書店）2019年。

【学生へのメッセージ】

日本国憲法施行から70有余年となりますが、その理念が完全に実現しているとは言い難く、また、社会の変化とともに新たな憲

法問題が生じています。授業では、各回の課題について事前に情報収集し、講義中のディスカッションを経て自らの考えをコメン

トシートにまとめることで情報収集力、論理的思考力、文章表現力の向上を図ることを望みます。

【オフィスアワー】

授業終了後に講師控室（大学事務室隣）にて受け付けます。メールアドレスはhori(a)min.ac.jpです。

【実務経験】

株式会社中部銀行24年。銀行におけるコンプライアンス担当の経験から得た実例を基に憲法の今日的意義について考える授業

をします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls109] 政治学〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 堀 保彦 ホリ ヤスヒコ hori yasuhiko [hori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

政治とは、集団内の利害や意見を調整する営みです。社会における利害を調整する政治の仕組みとその問題点を理解することを本

授業の目的とします。本授業では、政治体制と変動、国民代表の政治過程、利益代表の政治過程、政治と政策過程、行政統制と行政

責任、政党制、政治意識と政治行動などについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

政治や政策のプロセスを理解し、それを支える社会のさまざまな状況を把握・分析する能力を涵養することを本授業の到達目標と

します。また、この授業を通して「多様な学問の考え方」「情報収集力」「文章表現力」「批判的思考力」を修得することを目指

します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書及び毎回配布するレジュメ（論点メモ）を中心に講義を行い、各回の講義ポイントに関連する課題について自由にディ

スカッションし、コメントシートを作成・提出するという方法で授業を行います。最終回に現代社会における政治の問題点につ

いて自らの考えをプレゼンテーションしていただきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修は、シラバスに記載した次回の講義範囲について教科書を通読し、講義時に指示した新聞記事・Webニュースについての

調査を毎回２時間以上行うこと。事後の学修は、配布したレジュメに基づき授業の復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のコメントシート（20％）、プレゼンテーション（40％）学力確認テスト（40％）で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

政治学のアイデンティティー（政治学とはどのような学問か）第1回

政治の世界－政治とは何か第2回

政治体制と変動第3回

主要国の政治制度－権力分立制度の相違第4回

政治と経済、政治と福祉第5回

福祉国家の危機と再編第6回

政治過程と政治制度、国民代表の政治過程第7回

利益代表の政治過程第8回

政治と公共政策、政策過程第9回

行政－行政統制と行政責任第10回

政党と政党制第11回

政治意識と政治行動第12回

政治文化第13回

主権国家のゆくえ第14回

プレゼンテーション（現代政治の問題点について）第15回

【教科書・参考書】

教科書：『現代政治学（第４版）』加茂利男・大西 仁（有斐閣）2012年。参考書：『行政学（新版）』西尾勝（有斐閣）2001

年、『政策学的思考とは何か－公共政策学原論の試み』足立幸男（勁草書房）2005年、『現代政治の思想と行動（新装版）』丸山

眞男（未来社）2006年。

【学生へのメッセージ】

現代政治が抱えるさまざまな問題点を受講生一人一人が自らの問題として考え、自分自身の意見を形成することを望みます。授業で

は、各回の課題について事前に情報収集し、講義中のディスカッションを経て自らの考えをコメントシートにまとめることで情

報収集力、批判的思考力、文章表現力の向上を図ります。

【オフィスアワー】

授業終了後に講師控室（大学事務室隣）にて受け付けます。メールアドレスはhori(a)min.ac.jpです。

【実務経験】

株式会社中部銀行24年。銀行業界の要望を政策提言に集約する業務（利益代表活動）の経験から具体的な事例をあげて分か

りやすい授業にします。

- 5 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls111] 社会学〈R2以前入学者は社会探求科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

とが社会学の目的である。社会学というものの考え方を押さえた上で､ その基本的概念､ 現代社会が直面する諸問題についてふ

れていきたい。講義を中心とし適宜資料を配布するが、学生間の対話も行いたい。また、随時参考文献を紹介する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会学の歴史と基本的概念、主な社会学者の学説および現代社会が直面する諸課題を理解することを目標とする。様々な文化や価値

観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら共生する社会への理解や、国際的視野も養う。また、この授業を通して「多様な

学問の考え方」「地域理解」「異文化理解」「情報収集力」「情報分析力」「情報構成力」「批判的思考力」「論理的思考力」

を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義を中心とする｡適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前に指示された資料を読み、出された課題を行っておく（120分）。講義終了後には、ノートを整理しながら復習を行い、次回の

講義に備えること（120分）。

【成績評価（方法・基準）】

レポートを含む学力確認テスト（70％）、授業への積極性（30％）。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会学とはどんな学問か第1回

社会学の成立､ 歴史と展開第2回

20世紀の社会学第3回

社会的存在としての人間第4回

家族 (１)第5回

家族 (２)第6回

地域社会 (１)第7回

地域社会 (２)第8回

社会構成第9回

ライフスタイル第10回

組織と官僚制第11回

ジェンダー第12回

社会変動第13回

現代の社会問題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書は使用しないが必要に応じて資料を配布する。日本ソーシャルワーク教育学校連盟編『社会学と社会システム（最新社会福祉

士養成講座精神保健福祉士養成講座3）』（中央法規出版）2021年は、社会福祉士国家試験受験希望者には有益である。講義の中で 適

宜参考文献を紹介する｡ 宮島喬編 『岩波小辞典社会学』、那須壽編 『クロニクル社会学』 (有斐閣)､ 岩波講座 『現代社会学』

(岩波書店 26巻)、見田宗介『現代社会の理論』（岩波書店）、見田宗介『社会学入門』（岩波書店）をとりあえず参考文献とし

て挙げておく。

【学生へのメッセージ】

日頃から身近な社会問題に関心を持ってほしい｡

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 人文・社会科学系科目

講義名 [lls113] 心理学〈R2以前入学者は人間探求科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

心理学とは、ひとの「意識」や「行動」の傾向を探る学問といえます。目に見えない「こころ」を科学する視点を持ち、「臨床

心理学」「社会心理学」「発達心理学」など、さまざまな理論から考えていきます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①人の心の基本的な仕組みと機能を理解し、環境との相互作用の中で生じる心理的反応を理解する。②人の成長・発達段階の

各期に特有な心理的課題を理解する。③日常生活と心の健康との関係について理解する。④心理学の理論を基礎としたアセス

メントの方法と支援について理解する。この授業を通して「多様な学問の考え方」「傾聴力」「批判的思考力」を修得すること

を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

配布資料を基に、講義、演習、ディスカッションを行う。授業の中では、受講生が自分自身の身近な事柄にひきつけて理解できるよ

う例を示す。また講義後に、学生同士の意見交換やディスカッション、ロールプレイなどの演習も取り入れながら学修を深める

。各授業終了時には、小レポートの作成を通して学んだ内容をまとめることにより、学修の定着を図る。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、シラバスに記載した参考書を読み、内容や用語について

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

【成績評価（方法・基準）】

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

合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

心理学の歴史と対象第1回

心を探究する方法の発展　人の心の基本的な仕組みと機能第2回

心の生物学的基盤第3回

感情・動機づけ・欲求第4回

感覚・知覚第5回

学習・行動　「学習への動機づけ」についてICT機器による調べ学習第6回

認知第7回

個人差第8回

人と環境　人の心の発達過程第9回

生涯発達　心の発達の基盤　日常生活と心の健康第10回

心の不適応第11回

健康生成論　心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本第12回

心理アセスメント　心理的支援の基本的技法第13回

心理療法におけるアセスメントと介入技法の概要（１）第14回

心理療法におけるアセスメントと介入技法の概要（２）第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし。プリントを配布する。参考書：「心理学・入門――心理学はこんなに面白い」サトウタツヤ・渡邊芳之著　有

斐閣アルマ2011年。そのほか適宜資料や文献等を紹介する。

【学生へのメッセージ】

履修登録しておけば単位が出るという授業ではありません。参考図書等を読む習慣をつけるようにしてください。予習・復習し

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

なことです。一緒に心理学の世界を楽しみましょう！

【オフィスアワー】

火曜日：10:30～12:30、木曜日：10:30～11:50

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji033] 日本語リテラシー

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田淵 和子 タブチ カズコ tabuchi kazuko [tabuchi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語の説明的な文章を読んで書くことの基本的実践能力を養う。その過程で必要となる知識やスキルに対応して授業を構成す

る。具体的には、日本語の表記・語彙・構文法等を踏まえた基本的な構え、目的に応じた違い、文章を読み取って理解するス

キル、考えを整理し組み立てるスキル、書いて自己添削するスキル、等を取り上げる。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

大学において授業を理解しレポートなどを執筆するために必要となる、説明的な日本語の読み書きの基礎的な実践能力を身に着

ける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に２回目の「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[(1) 6/21, (2) 6/23] オリエンテーション・自己紹介第1回

[(1) 6/28, (2) 6/30] 問題冊子の振り返り(1)：第１問、第２問第2回

[(1) 7/ 5, (2) 7/ 7] 同上(2)：第３問、第４問第3回

[(1) 7/12, (2) 7/21] 錬成問題集の振り返り(1)：資料を理解する第4回

[(1) 7/26, (2) 7/28] 同上(2)：情報を整理・分類する第5回

[ 9/27] 同上(3)：行動に応用する第6回

[10/ 4] 同上(4)：論点・要旨を理解する第7回

[10/11] 同上(5)：想像しながら読解する第8回

[10/18] 同上(6)：文章の構造を理解する第9回

[10/25] 基礎現代文(1)：詩の心を読む第10回

[11/ 8] 同上(2)：ウホツホ探検隊第11回

[11/15] 同上(3)：冨嶽百景第12回

[11/22] 同上(4)：科学の考え方・学び方第13回

[11/29] 復習問題に関する質疑応答第14回

[12/ 6] まとめ第15回

【教科書・参考書】

『改訂版 基礎 現代文（新版完全征服）』滝本正史編著（桐原書店）2008年、『思考力・判断力・表現力 錬成問題集』Ｚ会編

集部（Ｚ会）2018年、『日本語運用能力テスト問題冊子 2021年度第1回 標準レベル』Ｚ会編集部（Ｚ会）2021年。

【学生へのメッセージ】

疑問点は積極的に質問し、「読む力」をレベルアップしましょう。

授業計画のうち(1)の日付は月曜日開講の授業で、(2)は水曜日になります。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji035] 日本語アカデミックライティング

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語で学術的な文章を書くために何が必要か、それはどのようなプロセスであるかを具体的に説く。アカデミックな文章と

は単なる主張ではなく説得のプロセスであることを明確にし、プロセスの１つ１つを追いながら、論文などがどのように構成

されてゆくかを具体的に解説する。また、個々の学問領域によって特に重要視される点などにも目を向ける。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

レポートや論文、卒業研究などの学術的な文章を書くためのスキルを身につける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に２回目の「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[ 6/22] ガイダンス／自己紹介第1回

[ 6/29] 生活記録を書く(1)第2回

[ 7/ 6] 新聞の社説をまとめる(1)第3回

 [ 7/13] 論文の要点をまとめる(1)第4回

 [ 7/20] 生活記録を書く(2)第5回

 [ 7/27] 新聞の社説をまとめる(2)第6回

 [ 9/28] 論文の要点をまとめる(2)第7回

 [10/ 5] 生活記録を書く(3)第8回

 [10/12] 新聞の社説をまとめる(3)第9回

 [10/19] 論文の要点をまとめる(3)第10回

 [10/26] 生活記録をまとめる(4)第11回

 [11/ 2] 新聞の社説をまとめる(4)第12回

 [11/ 9] 論文の要点をまとめる(4)第13回

 [11/30] 生活記録をまとめる(5)第14回

 [12/ 7] 全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『子ども白書 2019年版／2020年版』日本子どもを守る会編（かもがわ出版）2019年／2020年。参考書：『朝日新聞』『

毎日新聞』などの社説、適当な論文を用意します。

【学生へのメッセージ】

毎日の日常生活を記録してください。新聞の社説、論文を読むだけでなく、その要点を文字にまとめるように努力してください

。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [jji037] 日本語とコミュニケーション

期　間 通年 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

普段あまり意識せずに行っている日本語を使ったコミュニケーションに対して、コミュニケーション学及び言語学の角度からア

プローチし、私たちが使っている日本語やそれを使って行うコミュニケーションを客観的に見る視点を提供する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

コミュニケーション学の観点と言語学の観点とを組み合わせることにより、日本語や言語一般に対する学習者の興味を喚起す

ると共に、日常的に行っている日本語を使ったコミュニケーションに対して自覚的になることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

新入生の基礎学力向上のための補講科目の一つで、年度当初に実施する第１回「日本語運用能力テスト」（株式会社 Ｚ会ソリュ

ーションズ）の個人成績表を基として受講者（若干名）を選定し、年間15回（６月から12月まで）90分（＝講義形式60分＋質問形式

30分）の補講を実施する本学独自の教養教育プロトコル（卒業基準単位外）である。

【授業外学修の方法（時間数）】

受講者個々の学習能力に応じた授業外学修内容が提示される。

【成績評価（方法・基準）】

年度末に第２回「日本語運用能力テスト」を実施する。

【授業計画（各回の授業内容）】

[ 6/25] 自己紹介第1回

[ 7/ 9] 食生活第2回

[ 7/16]�旅行第3回

[10/ 1]�ペット第4回

[10/ 8]�ストレス解消法第5回

[10/15]�日本の自然（四季）第6回

[10/22]�スポーツ第7回

[10/29]�職業第8回

[11/ 5]�地域の特色第9回

[11/12]�携帯電話第10回

[11/19]�防災第11回

[11/26]�環境問題第12回

[12/ 3]�仕事と役割第13回

[12/10]�将来の夢第14回

[12/17]�まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語おしゃべりのたね 第2版』澤田幸子[ほか]著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『思考力・判断力

・表現力 錬成問題集』Ｚ会編集部（Ｚ会）2018年、『日本語運用能力テスト問題冊子 2021年度第1回 標準レベル』Ｚ会編集

部（Ｚ会）2021年。

【学生へのメッセージ】

積極的に会話に参加し、コミュニケーションスキルを高めましょう。

【オフィスアワー】

https://www.min.ac.jp/img/pdf/officehbw.pdf

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm009] 留学成果による単位認定

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （30）以下 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 望月 海慧 モチヅキ カイエ mochizuki kaie [imochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

交換留学生の単位を認定します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

認定科目

【授業方法（フィードバックの内容）】

認定科目

【授業外学修の方法（時間数）】

認定科目

【成績評価（方法・基準）】

認定科目

【授業計画（各回の授業内容）】

認定科目第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

副学長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm011] 社会活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
学務委員長 ガクムイインチョウ academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本学の建学の精神である「社会に身をもって尽くす」ための実践的活動に対して単位認定を行います。授業カリキュラムの中だ

けでは得られない社会活動を直に行い、社会に対する貢献とはどういうことなのかということを肌で感じてもらうための科目で

す。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

どのような活動を行うかによって具体的到達目標は異なってきますが、概念的には、社会貢献の具体的なあり方に気づき、現

場における実践を通して課題解決に取り組む姿勢が培われることが目標となります。

【授業方法（フィードバックの内容）】

第１回目のガイダンスでこの科目の意味とねらい、単位認定の方法、申請の具体的な手順などについて説明します。第２回目

以降は、それぞれの活動内容によって時間数が計算されます。

【授業外学修の方法（時間数）】

それぞれの活動内容によって異なります。

【成績評価（方法・基準）】

必要最低時間を満たすこと。例：施設ボランティアの場合は45時間。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

仏教学部長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm013] ボランティア活動の単位認定

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 認定

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
学務委員長 ガクムイインチョウ academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

ボランティア活動の単位認定を行います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

認定科目

【授業方法（フィードバックの内容）】

認定科目

【授業外学修の方法（時間数）】

認定科目

【成績評価（方法・基準）】

認定科目

【授業計画（各回の授業内容）】

認定科目第1回

【教科書・参考書】

認定科目

【学生へのメッセージ】

認定科目

【オフィスアワー】

認定科目

【実務経験】

仏教学部長
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm101] 自然科学入門／自然と環境〈R2以前入学者は社会探究科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）R3以降学生 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 神宮寺 守 ジングウジ マモル jinguji mamoru [jinguji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

自然科学の基礎的な知識として宇宙の歴史、地球の有限性、地球システムそして物質の循環とエネルギーの流れについて講義する

。人間活動の拡大が国内の大気・水・土壌環境に及ぼす影響や地球温暖化など地球環境問題ついて科学的根拠に基づいて理解

を深め、地球の限界や持続可能な開発目標（SDGs）について概説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

自然科学の知識を習得することで、自然環境に関する様々な情報について科学的に分析し評価できるようになる。また、地球シ

ステムの調和のとれた自然環境の中で、多種多様な生物が生態系を形成し生命活動を営むことの重要性を論理的に考察し表現す

る力を身につける。この授業を通して「多様な学問の考え方」「論理的思考力」「評価力」の修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業では、自然科学の基礎的知識、人間活動が国内や地球規模の自然環境に及ぼす影響、そして自然環境や生物多様性の持続として

重要と考えられるテーマについて、配布プリントを使用し、板書とともにPowerPointを活用して授業内容を理解できるように講

義する。また、受講生が自分の考えや意見を述べる機会を作る。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修では、各回の講義内容をまとめたプリントをあらかじめ配布するので、予習を２時間以上行うこと。事後の学修では

、授業で使用したスライドのプリントを当日配布するので、参考にして復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業参画度（10％）、 コメント(20％)、　レポート（30％）、　学力確認テスト(40％)により総合評価します。（コメント： 

毎回の授業終了時に配るコメント用紙に、授業内容の要点や感想、また意見や質問を書くこと。）

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

宇宙の歴史（ビッグバン宇宙、地球、生命誕生、生物進化、人類）第2回

地球システム（有限性、大気・水・地・生物の４つの圏と人間圏）第3回

自然環境に影響を及ぼす主な原因（世界の人口、化石燃料の消費）第4回

大気環境（大気の構造、大気汚染、光化学スモッグ、酸性雨）第5回

水環境（水質の汚濁と汚染、汚濁の指標 、生活排水、下水処理）第6回

土壌環境（土壌の役割、土壌汚染、地下水汚染、ダイオキシン類）第7回

地球温暖化(その１)（温室効果ガス、地球温暖化のメカニズム）第8回

地球温暖化(その２)（気候変動、二酸化炭素問題、将来予測）第9回

成層圏オゾン（オゾン層破壊のメカニズム、南極オゾンホール）第10回

海洋環境（汚染物質の種類と経路、マイクロプラスチック汚染）第11回

森林環境（森林の多機能性、森林、特に熱帯雨林の減少と劣化）第12回

生物多様性（生態系・種・遺伝子、野生生物種の減少）第13回

地球の限界(Planetary Boundaries)と持続可能な開発目標(SDGs)第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書： なし。プリントを配布する。　参考書： 『令和２年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書』環境省、『地球

環境・気候など各種データ・資料』気象庁、『環境科学入門』川合真一郎・張野宏也・山本義和著（化学同人）2018年、『地球

と環境の科学』木下紀正・八田明夫著（東京教学社）2020年、『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続

可能な開発』J.ロックストローム・M.クルム著、武内和彦・石井菜穂子監修（丸善出版）2018年。

【学生へのメッセージ】

日常の生活においても、自然科学の視点から自然環境とその変化に関心を持ち、インターネットやテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等で

授業内容に関連する情報を見たり、聞いたり、読んだりするように心がけること。

【オフィスアワー】

水曜日２時限目の授業の前後に教室にて受けつけます。

【実務経験】

危険物取扱者（甲種）資格。山梨県森林審議会委員。山梨県環境科学研究所課題評価委員。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm203] 人間関係とコミュニケーションの基礎／人間関係とコミュニケーション〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

コミュニケーション能力という言葉をよく耳にしますが、「コミュニケーション」とはどのようなものを指すのか。「人間関係

とコミュニケーション」を中心に、基礎的な理論、具体的なコミュニケーション技術、現代のコミュニケーションをめぐる問

題として新たなコミュニケーションツールなどについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

コミュニケーションの知識を体系的に習得するとともに、相手の言ったことを的確に理解し、自分の言葉で具体的に述べる力を

身につけることを、本事業の目標とします。また、この授業を通して「傾聴力」「会話力」「口頭表現力」を修得することを目

標とします。

【授業方法（フィードバックの内容）】

 授業では、コミュニケーション理論について正確に理解するよう講義すると同時に、それらを現実の自分の問題としてひきつけ

て、思考、かつ実践できるよう具体的で積極的に参加する授業を行います。また、皆さんの発表力を充実させるために、ディスカ

ッション、ディベートを行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学習では、各回の講義内容についてシラバスに記載した参考書による事前学修を毎回2時間以上行うこと、事後の学修では、

配布プリントの内容に基づき授業の復習を２時間以上行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

プレゼンテーション（40％）学力確認レポート（40％）授業参画度（20％）

【授業計画（各回の授業内容）】

人間関係と心理（自己覚知）第1回

人間関係と心理（他者理解）第2回

人間関係と心理（ラポール）第3回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの意義）第4回

対人関係とコミュニケーション（対人関係・コミュニケーションの概要）第5回

コミュニケーションを促す環境第6回

コミュニケーションの技法（物理的対人距離・心理的距離）第7回

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

コミュニケーションの技法（傾聴）第9回

コミュニケーションの技法（受容・共感）第10回

機器を用いたコミュニケーション第11回

記述によるコミュニケーション第12回

チームマネージメントとコミュニケーションの基本第13回

チームマネージメントを行う際のコミュニケーション技術第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし　プリントを配布する。参考書：『入門コミュニケーション論』宮原哲（松柏社）2006年、『グローバル社会のコ

ミュニケーション学入門』藤巻光浩（ひつじ書房）2019年、『メディア・リテラシー』菅谷明子（岩波書店）2000年。その他

の参考書は講義中に適宜紹介する。

【学生へのメッセージ】

現代社会に求められる「コミュニケーション能力」を受講生一人一人が自らの問題として捉え、落ち着いて他者の意見を聴く、自

信をもって自分の意見を述べられるようになることを望みます。毎回受講生に積極的に問いかけ、発言してもらいます。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と水曜日１時限目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

山梨県教育委員会スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーク4年での実務勤務を活かして、コミュニケーションの

重要性を感じられる授業にしたいです。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 自然科学系・総合領域科目

講義名 [lsm305] 人間の尊厳と自立〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 村瀬 正光 ムラセ マサミツ murase masamitsu [murase(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

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

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

び権利擁護の考え方を養う内容とする。人間にとっての自立の意味と、本人主体の観点から、尊厳の保持や自己決定の考え方を理

解する内容とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、情報収集力、情報分析力、読解力、文章表現力、課題設定力、実行力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業前半は、スライド等を使用し授業を進める。授業後半は、受講生と一緒に議論し、理解を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

講義毎の予習と復習のレポート：100％

【授業計画（各回の授業内容）】

人間の多面的理解第1回

人間の尊厳と人権・福祉理念第2回

人間の尊厳 普遍的尊厳第3回

人間の尊厳 個別的尊厳・多様性第4回

自立の概念第5回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第6回

事例を通して ｢自立・自律｣ を考察第7回

人権と尊厳 基本的人権第8回

権利擁護第9回

アドボカシー第10回

人権尊重第11回

スティグマ第12回

身体的な自立支援第13回

精神的な自立支援第14回

社会的な自立支援第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

積極的に授業に参加するとこを望む。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

腎臓内科医

- 16 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl101] 山梨県と峡南地域〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

林 是恭 ハヤシ ゼキョウ hayashi zekyo [zhayasi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

山梨県峡南地域の歴史と文化について学ぶために３回の巡見（フィールドワーク）を行う。予め巡見場所に関する調べ学習を行

い、予備知識を得た上で巡見を行う。自ら歩いて見学することにより、峡南地域の歴史と文化を体感する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

峡南地域が山梨県の中でどういう地域か、理解することを到達目標とする。そして、3回の巡見（フィールドワーク）は歩くこ

とも多いので健康力がつき、地域の歴史と文化を巡見するので情報収集力がつき、地域理解が深まるようになる。巡見先の人の

話を聞くので傾聴力も身につく。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

ールドワーク）する。各回の巡見後にレポートを提出してもらう。また、「やまなし観光カレッジ」事業と連携しているので授

業中に山梨県内のイベントに参加し、レポートを提出してもらう。毎回、1限は大学内で調べ学習を行い、それから巡見を行う

。授業は集中講義で、5月22日、10月9日、11月20日の3回を予定している。諸般の事情によりこの日に授業ができない場合の予備

日として12月4日、12月11日を設定する。

【授業外学修の方法（時間数）】

３回それぞれの巡見（フィールドワーク）のための各回ごとに事前学修10時間、事後学修10時間を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

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

「やまなし観光カレッジ」事業のレポート提出も評価の対象とする。

【授業計画（各回の授業内容）】

授業の概要説明、１回目巡見場所の調べ学習第1回

巡見１回目　第2回

巡見１回目第3回

巡見１回目第4回

巡見１回目第5回

２回目巡見場所の調べ学習第6回

巡見２回目第7回

巡見２回目第8回

巡見２回目第9回

巡見２回目第10回

３回目巡見場所の調べ学習第11回

巡見３回目第12回

巡見３回目第13回

巡見３回目第14回

巡見３回目第15回

【教科書・参考書】

特になし。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

３回の巡見には必ず出席すること。巡見場所、巡見日は、天候や訪問先の事情により変更することもある。巡見は基本的に学

校のバスを利用するので交通費はかかりません。拝観料他が必要となる場合は予め受講者に連絡する。昼食は各自持参。受講生数に

もよりますが、基本的にバスで巡見するので受講人数に制限があります。開講日土曜日1限～5限となります。3回の開講日に注

意してください。

【オフィスアワー】

授業内容等に関する質問があれば、3回の授業前後の時間に担当教員が対応する。毎回、1時間目に調べ学修を行うが、具体的な巡

見場所を知りたい受講生は事前に担当教員に聞いてください。メール可　smochi(a)min.ac.jp



【実務経験】

望月真澄：身延山宝物館学芸員として勤務経験あり。

林是恭：身延山宝物館の学芸員として勤務。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl103] 山梨県の福祉文化／身延町の福祉文化〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義と演習、実践

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

講義と演習、そして学外において福祉活動に参加して、地域文化と福祉の関わり、地域課題と福祉のあり方への理解を深め、地域

課題を解決するための基礎スキルの習得をおこなう。キーワード：福祉文化、地域課題、課題解決

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

豊かな暮らしを障がいのあるなしに関わらずすべての人々が享受できる社会形成に向けて、現在の地域にある福祉文化を概観し

、私たちが暮らす地域の福祉の多様性を理解できるようになる。次に、インターネット上から得られる情報をプロジェクターを

用いてプレゼンテーションができるようになることや、実際の現場から得られた情報を、先の情報と照らし合わせて適切に加

工し、他者に伝えられようになる。そして、それらの情報から導かれる課題を解決する具体案を作成できるようになる。キー

ワード：地域理解、情報収集力、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、文章表現力、口頭発表力、批判的思考力

、論理的思考力、課題設定力、構想力、計画力

【授業方法（フィードバックの内容）】

大学図書館、地域図書館などの資料を活用して、地域の歴史の中にある福祉文化を探索する。校外学習では地域に出かけて実際の

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

、そして実験的な観察形式によるPBL型の授業となる。特に11回～15回の授業では、それまでの授業を踏まえて、「超高齢化社会のま

ちづくり」を基本コンセプトとしてPBL型の授業を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

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

修正に150分程度は必要となる。

【成績評価（方法・基準）】

授業への参加度（50％）、プレゼンテーションの準備と発表（50％）。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション、福祉と文化の関係とその範囲第1回

身延町を理解しよう第2回

身延町の福祉実践と民間の活動第3回

資料から考察する身延町の福祉（1）第4回

資料から考察する身延町の福祉（2）第5回

地域の福祉活動での実践（身延児童館での子育て支援イベント）第6回

実践の振り返りから考える身延町の福祉　地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）（1）第7回

地域図書館の活用（地域情報の入手と加工）（2）第8回

地域図書館の活用（情報加工技術）第9回

プレゼンテーション（1）第10回

福祉に関する地域課題の検出（PBL型）第11回

地域課題解決に向けての方策検討（PBL型）第12回

地域課題解決具体案の作成（PBL型）第13回

地域課題解決具体案の作成PBL型）第14回

身延町の福祉文化の多様性理解と問題解決策のプレゼンテーション（2）第15回

【教科書・参考書】

教科書：なし。プリントを配布する。参考書：『福祉文化の協奏』増子勝義（北樹出版）2017年、『福祉文化とは何か』河東田博

編（明石書店）2010年、『福祉文化論』一番ケ瀬康子その他編（有斐閣ブックス）1997年。その他の参考書は講義中に適宜紹介

する。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

「福祉文化」という聞き慣れない言葉ですが、個が大切にされ、人と人との間に温かさを通わせることの出来る暮らしについ

て課題意識をもって共に考えましょう。



【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00

【実務経験】

なし

- 20 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl205] サービスラーニングⅠ〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会貢献活動となる活動を主題として、地域の課題について、それを体験し、まとめて整理して、内容を明かに認識して、解決

に向けての方策を考え事前に試用し、改善を加えて、再実行できるプロセスが踏めるような授業構成とする。キーワード：社会貢

献、地域貢献、課題解決、PDCAサイクル

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

大学内で学んだ知識や技術を活かして、地域社会に存在するさまざまな課題にたいする情報を収集し、分析し、まとめて、課題

解決に向けて組織的に社会的活動を行うためのコミュニケーション力を発揮し、社会的役割や市民としての責任に立脚して貢献

できる姿勢を得ることを目標とする。学生はPDCAサイクルを理解して、その活用方法を学び、論理的に組み立て、実際に運用し

、解題解決の方法として実践できる力を成果とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

峡南圏域で行われている地域活動を30時間以上行い、地域の課題を明確にする。地域活動とは、認知症カフェ、高齢者いきいき

サロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参加、イベント参加や協働、ボランティア活動等

のことをいう。

【授業外学修の方法（時間数）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。実施後は活動の振り返りを行

い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化して行う。

【成績評価（方法・基準）】

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

テーション40％）で評価を行う。単位の換算上､ ５日以上参加しなければ単位を認定できません｡�

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション：サービスラーニングとは？第1回

活動計画の構成と計画書の作成第2回

活動前の事前準備（事業者との面談と打ち合わせ）第3回

地域活動１第4回

地域活動２第5回

地域活動３第6回

地域活動４第7回

地域活動５第8回

地域活動６第9回

地域活動７第10回

地域活動８第11回

活動報告書の作成と地域課題の掘り起こし第12回

地域課題に対する解決案の作成と修正第13回

解決案の事業者への提案第14回

事後報告会と全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

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

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

単位を認定できません｡

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

元身延町教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　教養科目 地域教養科目

講義名 [lcl207] サービスラーニングⅡ〈R2以前入学者は総合科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会貢献活動となる活動を主題としえて、地域の課題について、それを体験し、まとめて整理して、内容を明かに認識して、解

決に向けての方策を考え事前に試用し、改善を加えて、再実行できるプロセスが踏めるような授業構成とする。サービスラーニン

グIとの継続でも可であるが、なるべくならば他社、他所での異なる体験を積むことを良とする。キーワード：社会貢献、地域

貢献、課題解決、PDCAサイクル

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

通して、社会的役割や市民としての責任を自覚できることを目標とする。学生はPDCAサイクルを理解して、その活用方法を学び

、実際に運用し、解題解決の方法を実践できる力を成果とする。キーワード：健康力、地域理解、情報収集力、情報分析力、傾

聴力、会話力、口頭発表力、批判的思考力、論理的思考力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

ェ、高齢者いきいきサロン活動、小中学校出張授業、子育て支援イベントの企画・運営、地域行事への参加、イベント参加や協働、

ボランティア活動等のことをいう。

【授業外学修の方法（時間数）】

地域活動を実施する前に、4時間以上の事前学習を実施し、活動目的や活動内容等の計画書を作成する。実施後は活動の振り返りを行

い、6時間以上の事後学習を実施し、活動報告を文章化・言語化する。

【成績評価（方法・基準）】

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

テーション40％）で評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

サービスラーニングⅠの成果を踏まえた活動計画立案第1回

活動計画書の具体的な作成第2回

地域活動１第3回

地域活動２第4回

地域活動３第5回

地域活動４第6回

地域活動５第7回

地域活動６第8回

地域活動７第9回

地域活動８第10回

地域活動９第11回

地域活動10第12回

事後の振り返り、報告書作成第13回

事後報告会第14回

事後報告会と全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：特になし。プリントを配布する。参考書：「ボランティア論」川村匡由編著（ミネルヴァ書房）2006年。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

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

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

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb111] 社会福祉概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉をめぐる思想・哲学・理論を理解する。社会福祉の歴史的展開の過程と社会福祉の理論を踏まえ、欧米との比較によって日本

の社会福祉の特性を理解する。社会問題と社会構造の関係の視点から、現代の社会に問題について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助活動の背景について理解する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、健康力、地域理解、情報収集力、情報分析

力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する。個人ワーク、アクティブラー

ニングを取り入れた授業を行う。授業終了後、リアクションペーパーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

試験（50％）、レポート・リアクションペーパー（30％）、学習態度（20％）などを総合的に評価。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会福祉の原理（社会福祉の歴史、思想・哲学、理論、社会福祉の原理と実践）第1回

社会福祉の原理（社会福祉学の構造と特徴）第2回

社会福祉の歴史（歴史観、政策史、実践史、発達史、時代区分）第3回

日本の社会福祉の歴史的展開（慈善事業、博愛事業、社会事業）第4回

日本の社会福祉の歴史的展開（社会福祉事業、社会福祉）第5回

欧米の社会福祉の歴史的展開（救貧法、慈善事業、博愛事業）第6回

欧米の社会福祉の歴史的展開（社会事業、社会保険、福祉国家、福祉社会国際的潮流）第7回

社会福祉の思想・哲学（社会福祉の思想・哲学の考え方、人間の尊厳）第8回

社会福祉の思想・哲学（社会正義、平和主義）第9回

社会福祉の理論（社会福祉の理論の基本的考え方、戦後社会福祉の展開と社会福祉理論）第10回

社会福祉の理論（社会福祉の理論、欧米の社会福祉の理論）第11回

社会福祉の論点（公私関係、効率性と公平性、普遍主義と選別主義、自立と依存）第12回

社会福祉の論点（自己選択、自己決定とパターナリズム）第13回

社会福祉の論点（参加とエンパワメント、ジェンダー、社会的承認）第14回

社会福祉の対象とニーズ（ニーズと需要の概念、ニーズの種類と次元、理論と課題）第15回

【教科書・参考書】

中央法規出版　社会福祉士養成講座　「現代社会と福祉」第4版。授業中に適宜プリントを配布する。

【学生へのメッセージ】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になる。人々の生活や地域

・社会について興味関心・問題意識を持っている学生の積極的参加を期待する｡ 

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb113] 社会福祉概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

福祉政策の構成要素について理解する。福祉政策と関連政策の関係について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助活動と福祉政策の関係について理解する。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、健康力、地域理解、情報収集力、

情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

社会福祉と歴史的展開をふまえて理解できるように制度論にもふれながら､ 基礎的知識を学習する。個人ワーク、アクティブラー

ニングを取り入れた授業を行う。授業終了後、リアクションペーパーを提出し、授業内容について自らの考察を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題：毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題：授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

試験（50％）、レポート・リアクションペーパー（30％）、学習態度（20％）を総合的に評価。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会問題と社会構造（貧困、孤立、失業、要援護性、偏見と差別、社会的排除）第1回

社会問題と社会構造（ヴァルネラビリティ、ニューリスク、依存症、自殺）第2回

社会問題の構造的背景（低成長経済、グローバル化、少子高齢化、人口減少社会、格差、社会意識、価値観の変化）第3回

現代の社会福祉政策の概念・理念（現代の社会問題と福祉政策）第4回

現代の社会福祉政策の概念・理念（社会保障、社会政策、福祉レジーム）第5回

福祉政策におけるニーズと資源（種類と内容、把握方法、開発方法）第6回

福祉政策の構成要素（福祉政策の構成要素とその役割・機能、政府・市場）第7回

福祉政策の構成要素（措置制度・多元化する福祉サービス提供方式）第8回

福祉政策の過程（政策決定、実施、評価・福祉政策の方法・手段・政策評価・行政評価）第9回

福祉政策の過程（福祉政策と福祉計画）第10回

福祉政策の動向と包括的支援（社会福祉法・地域包括システム）第11回

福祉政策の動向と包括的支援（地域共生社会・多文化共生・持続可能性）第12回

福祉政策と関連施策（保健医療、教育、住宅、労働、経済政策）第13回

福祉サービスの供給と利用課程（福祉供給部門・福祉供給過程・福祉利用課程）第14回

福祉政策の国際比較第15回

【教科書・参考書】

『新・社会福祉士養成講座１　現代社会と福祉（第4版）』 福祉士養成講座編集委員会 (編) 中央法規出版　2015年。資料は適宜配布

する。

【学生へのメッセージ】

社会福祉の中でもっとも基本となる科目｡ 制度体系から臨床にいたる内容をしっかり学ぶことが大切になる。人々の生活や地域

・社会について興味関心・問題意識を持っている学生の積極的参加を期待する。社会福祉概論Ⅱは社会福祉概論Ⅰの学びが基礎となる

。社会福祉概論Ⅰを修了してから受講することが望しい。 

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb119] 総合仏教

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 演習・実践

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
学務委員長 ガクムイインチョウ academic affairs committee chair

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

「建学の精神」を具体的に理解し、体感するために設けられた授業である。そのために、毎年度行われる公開の学園講座を聴

講し、その意味するところをレポートし、資質向上に供するのである。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

記に示す法要参列や、学園講座を聴講して、その内容を把握していただき、身延山大学生として資質の向上と、社会に貢献する人材

として何が必要なのかを知り、本学に入学した目的を再認識して、自己実現に向かう姿勢を養うことを目標とする。〈コンピテン

シー：情報収集力、情報分析力、情報構成力、文章表現力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

単年度に行われる三大会と法難会への参列、学園講座と公開講演会の内容を聴講し、レポートを作成、建学の精神の意味すると

ころが具体的にどのように活かされているのかを明記して、提出することが課せられる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

その後のレポート作成に120分以上が必要である。

【成績評価（方法・基準）】

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

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

点（80％）に理解度の深化点（20％）を加えて評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

上記の評価の方法及び基準に従うこと。第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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

年度末に、その年度に何度（何回）出席したか各自で確認すること。

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb215] 仏教福祉学概論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

仏教と社会福祉の関係を、仏教発祥の地インドから概観して、現代の社会福祉の問題点を、仏教的活動からどのように理解できる

かを考察する。また、仏教は､ 自己と他者との関係について､ 特に優れた思想を有している｡ この思想を社会福祉学の観点から捉え

なおし､ 現代的エートスに置き換えることが可能かどうかを考察する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本学の教育の三本柱に一つである社会貢献を実現してゆくために、現代の福祉社会に有益な思想体系として再構築されたものを仏教

福祉学と位置づけて､その概要を把握することを目的とする｡　そのため、仏教思想に裏付けられた福祉ワークの重要性を理解し

、現代の社会福祉へどのようなアプローチが可能かについて、立案し自ら主体的に考えられるようになることを目標とする。ここ

では、社会福祉学と仏教学との学際的領域を学ぶのであるから、学問の多様性を吸収するために、異なる指針によって書かれたテ

キストの読解力を養い、論理的に再構築された学際領域を、自分の言葉で表現できることを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

検索用に使用するタブレットは必携である。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

ファイルキャビネット（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約２時間を要する。事後学修について：講義中の

ノート整理や、難語理解のための調べ学修などに約２時間を要する。

【成績評価（方法・基準）】

最終確認テスト50％、授業中の取り組み30％､ 中間レポート10％、ノート提出10％。授業中の取り組みの基準は、テキストの当該

箇所の理解と、質問、授業中の積極的な姿勢により判断する。中間レポートの内容は、テキスト・資料の理解が深まっているかを

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

してもらう。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション－授業の進め方とテキストと資料の紹介－第1回

仏教社会福祉とは何か？(テキストpp.9-31)第2回

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

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

仏教社会福祉のあゆみ（１）－先人の偉業－(テキストpp.35-43)第5回

仏教社会福祉のあゆみ（２）－近代～戦後－(テキストpp.44-64)第6回

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

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

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

仏教社会福祉の支援（４）－地域福祉－(テキストpp.95-100)第10回

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

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

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

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

まとめと評価第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

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

など多数あるので詳細はオリエンテーション時に紹介する｡



【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし単位互換科目〉

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

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

いこと､特に福祉に携わる人の基本は他者の言葉を傾聴できるかどうかにある｡�

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員、身延町ふるさと創生委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb221] 法華経概論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 庵谷 行亨 オオタニ ギョウコウ otani gyoko [ohtani(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

法華経の概要について学修します。成立、原典、漢訳本、構成、思想内容、仏教における位置づけなど、法華経の基本的事項に

ついて概説します。キーワード：法華経・迹門・本門・開会・菩薩。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本授業では、法華経の概要を総合的に理解することにより、法華経の教えをとおして大乗仏教の基本的思想や日本仏教の原点お

よび日蓮聖人の法華仏教の内容を把握し、自発的に考察を深め、自身の考えを発表する力を養うことを目標とします。キーワー

ド：情報分析力・読解力・会話力・文章表現力・口頭発表力・論理的思考力。　

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義をとおして、法華経の思想をどのように受け止め、どのように生かしていくかについて考察を深めます。具体的には毎回課題

を提示し、受講生が発表(プレゼンテーション)し、全員で意見交換(ディスカッション)をおこないます。

【授業外学修の方法（時間数）】

各回の授業では、シラバスの記載内容に基づいて事前学修を２時間以上おこない、授業後はノートを整理して講義内容の理解に努

めるなど事後学修を２時間以上おこなってください。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト（80％）、課題発表(授業中に課題に関する学修成果を発表)・意見交換(発表者に対する質問や意見)などの授業へ

の取り組み姿勢(20％)を基準として総合的に評価します。80％＋20％＝100％。

【授業計画（各回の授業内容）】

法華経の成立第1回

法華経の原典・漢訳本第2回

法華経の構成第3回

法華経説法の場所第4回

法華経説法の開始第5回

日本仏教における法華経の位置づけ　その１第6回

日本仏教における法華経の位置づけ　その２第7回

法華経迹門の思想第8回

法華経本門の思想第9回

法華経の開会思想第10回

法華経の題号喩第11回

法華経品中の譬喩第12回

法華経の菩薩思想第13回

法華経の娑婆即寂光思想第14回

法華経学修のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『誰でもわかる法華経』庵谷行亨著（大法輪閣）2000年。参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及会編（

平楽寺書店）1924年、『法華経・仏典講座』７　田村芳朗・藤井教公著（大蔵出版）1992年。その他の参考書は講義中に適宜紹

介します。

【学生へのメッセージ】

講義内容の関係から後期の「法華経概論Ⅱ」と併せて受講することを望みます。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

宗教法人宗長寺代表役員23年。社会における宗教の役割を視点に授業します。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb223] 法華経概論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 庵谷 行亨 オオタニ ギョウコウ otani gyoko [ohtani(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

法華経各品の概要について学修します。とくに方便品第二・如来寿量品第十六・如来神力品第二十一などの主要品をはじめ、虚

空会の思想や起顕竟の法門など、法華経各品の基本的事項について概説します。キーワード：方便品・如来寿量品・如来神力品

・起顕竟。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本授業では、法華経各品の概要を総合的に理解することにより、法華経全体の思想内容を印度・中国・日本の三国仏教を踏まえ

て把握し、主体的に考察を深め、自身の意見を発表する力を養うことを目標とします。キーワード：情報分析力・読解力・会話

力・文章表現力・口頭発表力・論理的思考力。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義をとおして、法華経各品の思想をどのように受け止め、どのように生かしていくかについて考察を深めます。具体的には毎回

課題を提示し、受講生が発表(プレゼンテーション)し、全員で意見交換(ディスカッション)をおこないます。

【授業外学修の方法（時間数）】

各回の授業では、シラバスの記載内容に基づいて事前学修を２時間以上おこない、授業後はノートを整理して講義内容の理解に努

めるなど事後学修を２時間以上おこなってください。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト（80％）、課題発表(授業中に課題に関する学修成果を発表)・意見交換(発表者に対する質問や意見)などの授業へ

の取り組み姿勢（20％）を基準として総合的に評価します。80％＋20％＝100％。

【授業計画（各回の授業内容）】

序品第一・方便品第二第1回

譬喩品第三・信解品第四　　　　第2回

薬草喩品第五・授記品第六　　　第3回

化城喩品第七・五百弟子受記品第八　　第4回

授学無学人記品第九・法師品第十　　　第5回

見宝塔品第十一・提婆達多品第十二　　　第6回

勧持品第十三・安楽行品第十四　　　第7回

従地涌出品第十五・如来寿量品第十六　　第8回

分別功徳品第十七・随喜功徳品第十八　　　　　第9回

法師功徳品第十九・常不軽菩薩品第二十　　　　　第10回

如来神力品第二十一・嘱累品第二十二　　　　　第11回

薬王菩薩本事品第二十三・妙音菩薩品第二十四　　　第12回

観世音菩薩普門品第二十五・陀羅尼品第二十六第13回

妙荘厳王本事品第二十七・普賢菩薩勧発品第二十八第14回

法華経全体のまとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日蓮聖人教学の基礎』二　庵谷行亨著（山喜房佛書林）1989年。参考書：『真訓両読妙法蓮華経並開結』法華経普及

会編（平楽寺書店）1924年、『法華経・仏典講座』７　田村芳朗・藤井教公著(大蔵出版)1992年、『誰でもわかる法華経』庵

谷行亨著（大法輪閣）2000年。その他の参考書は講義中に適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

講義内容の関係から前期の「法華経概論Ⅰ」と併せて受講することを望みます。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

宗教法人宗長寺代表役員23年。社会における宗教の役割を視点に授業します。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb225] 発達心理学

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

対人援助では、他者を理解する枠組みや理論などの根拠が求められます。その一つの視点として、本授業では人の受精から老年期

までの発達の過程について考え、発達の基礎理解から対人援助につなげることを目指します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

生涯発達を受胎から死に至るまでと位置づけ、生涯にわたって発達し続ける人間について考え、理解を深めていきます。この授業

を受講することで、人は生涯どのように発達し、そのプロセスにおいて心理学的構造や機能の獲得、保持、変容、そして衰退が

どのように起こるのか理解し、対人援助の方法を検討できることを目指します。受講を通して、特に「健康力」「情報収集力」

「改善力」の修得を重視します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

基本的には指定した教科書に載っている重要な事項について解説し、その内容について受講生が理解し、考えることができる授業

を行います。講義後、必要に応じてグループワーク、ディスカッションを取り入れる予定です。また、教科書に載っていない

ような日常の出来事や事例、映像資料等を紹介し、用語を身近なものとして理解できるように授業を進めます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学修を行うこと。事前学習では、教科書を読み、基本的な用語の理解に努め

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

【成績評価（方法・基準）】

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

合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション／発達するとはどういうことか・生涯発達の考え方第1回

生命の芽生えから誕生まで第2回

赤ちゃんがとらえる世界第3回

乳児のコミュニケーションと人間関係の発達第4回

愛着理論―愛着関係の成立と個人差／小テスト１第5回

ことば遊びの発達第6回

かかわりの中で育まれる自己第7回

仲間の中での育ち第8回

学童期の発達―学校での学び／小テスト２第9回

思春期・青年期の発達第10回

大人になるために－親になること働くこと第11回

老いることと発達ー人生を振り返る第12回

発達におけるつまずきへの理解／小テスト３第13回

プレゼンテーションー生涯発達のなかで自己を捉えるー第14回

まとめ：授業の振り返りとディスカッション第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

【学生へのメッセージ】

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

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

す。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb227] 仏教文化史〈R2以前入学者は仏教芸術系科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

インドの仏教文化を時代ごとに学修する。その後、スリランカや東南アジアで発展した仏教美術を概観する。また、シルクロ

ードと中国の仏教芸術と訳経、日本の寺院建築と美術などにも焦点を当て詳述する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

影響を受けた文化の変遷を理解し、その特徴を把握できることである。キーワード：多様な学問の考え方、異文化理解、外国

語リテラシー、情報の収集・分析・構成力、文章と口頭による自分の考えの表現力

【授業方法（フィードバックの内容）】

プロジェクターや、インターネット、視聴覚教材を用い、双方向授業を行う。受講生は、積極的に情報を収集して、資料作成に励

んでもらいたい。講義に臨む時には、あらかじめ指定された歴史や地域の特徴を調べておくこと。講義後には、地域、年代の特

徴とそこに形成された仏教文化の特徴を理解するように努めること。受講生による調べ学習の発表も2回予定している。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

ルキャビネット（初回に説明）から各自ダウンロードして参照すること。約２時間の学修時間を必要とする。事後学修について：

講義中のノート整理や、難語理解のための調べ学習などに約２時間を必要とする。発表形式の事前学習は、６時間程度を必要とす

る。

【成績評価（方法・基準）】

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

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

見など、積極的な授業参加を評価)=30％の計100％によって評価する｡発表時の評価はルーブリック形式で行う。シートは事前に示し

、了解を得る。

【授業計画（各回の授業内容）】

仏教文化史の研究方法、授業の進め方、評価方法の説明第1回

仏教文化の地域区分と年代区分　総論 第2回

インド－仏教文学の発祥 と仏教美術の発生－無仏時代からガンダーラ様式とマトゥラー様式第3回

インドーグプタ様式とポストグプタ期～サールナート派の成立第4回

グプタ様式とポストグプタ期～サールナート派へ 第5回

シルクロードと仏教文化の伝播第6回

中国の仏教芸術－六朝時代と石窟寺院第7回

中国の仏教芸術－隋・唐代 第8回

中国の仏教芸術－宋代以降第9回

朝鮮半島の仏教美術第10回

日本－黎明期の仏教美術・飛鳥～平安 第11回

日本－鎌倉以降 第12回

スリランカの仏教美術第13回

東南アジアージャワ・スマトラ・クメール の仏教美術第14回

東南アジアーミャンマー・タイ・ベトナム・ラオス の仏教美術第15回

【教科書・参考書】

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

紹介する。必要資料はファイルキャビネットにアップしておくので、各自でダウンロードして、事前に学習に用いること。

【学生へのメッセージ】

仏教芸術専攻の学生は、必修科目、専門基礎科目であるため､２年次で受講することがのぞましい｡ 

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。



【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb229] 日本文化史〈R2以前入学者は仏教芸術系科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

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

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

ることを、受講生の到達目標とします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

日本文化について学ぶことで、地域理解を深める。多岐にわたる種類の文献を読み込むことで読解力を養い、多様な学問の考

え方を修得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

明など）を行ないます。またその際、テーマについてのディベートの機会も適宜設けます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、シラバス記載の参考書や授業内で指示した参

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

なりに整理しておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組みの姿勢（毎回のリアクション・ペーパーへの記入等。50%）および学力確認テスト（50%）により、総合的に評

価を行ないます。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

聖徳太子と日本第2回

仏教文学（１）：古典第3回

仏教美術第4回

神仏習合の文化（１）：その諸様相第5回

神仏習合の文化（２）：日蓮聖人と神祇第6回

唱える仏教（１）：その創出第7回

唱える仏教（２）：その展開第8回

日本人の死生観（１）第9回

日本人の死生観（２）第10回

日本人の死生観（３）第11回

食文化と仏教第12回

日本文化創出の試み第13回

仏教文学（２）：近代第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：レジュメをもって代替とする。参考書：末木文美士『日本宗教史』（岩波新書）2006年、蓑輪顕量編『事典　日本の仏教

』（吉川弘文館）2014年、蓑輪顕量『日本仏教史』（春秋社）2015年。

【学生へのメッセージ】

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

パーの記入に注力すること。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門基礎科目 専門基礎科目

講義名 [mmb317] デス・エデュケーション

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 --

担当者 村瀬 正光 ムラセ マサミツ murase masamitsu [murase(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

生医療、終末期医療など生老病死の諸問題に関して概要を解説し、具体的な事例を一緒に議論する。医療現場における宗教・宗

教家の意義を、実際の活動などを通して解説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

生老病死の諸問題を、自分の言葉で説明できるようになること。〈コンピテンシー：多様な学問の考え方、情報収集力、情報分

析力、傾聴力、文章表現力、論理的思考力、課題設定力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

授業前半は、スライド等を使用し授業を進める。授業後半は、受講生と一緒に議論し、理解を深める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

講義毎のレポート100％

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション（授業の進め方、自己紹介など）第1回

宗教とは（岸本英夫著『宗教学』を中心に）第2回

倫理学（自由主義の原則）第3回

生殖医療の現状１第4回

生殖医療の現状２第5回

終末期医療の現状１第6回

終末期医療の現状２第7回

臨死体験のワーク第8回

日蓮聖人の終末期第9回

精神疾患について（自死、自殺）第10回

グリーフワーク第11回

傾聴第12回

終活、事前指示第13回

医療現場における宗教者第14回

ビハーラについて（長岡西病院ビハーラ病棟）第15回

【教科書・参考書】

授業中に適宜、資料を配付する。参考図書：『宗教学』岸本英夫著・原書房、『生物と無生物のあいだ』福岡伸一著・講談社現代

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

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

【学生へのメッセージ】

積極的に授業に参加することを望む。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

腎臓内科医
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 教職課程

講義名 [cfs239] 世界の宗教思想／世界の宗教思想Ⅰ〈R2入学者は宗教学系科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 諏訪 是隆 スワ ゼリュウ suwa zeryu [suwa(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

世界の宗教・思想を概観することによって、宗教が人間の人格形成、または文化にどのように関わっているのかを知ることを

目的とする。また、現時点での学生諸君の宗教観を認識してもらい、宗教への偏見や誤解を解消することにも寄与できると思う

。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

世界の宗教を学ぶこと通じて、異文化を理解する力を養い、多様性について深く考察できるようにする。また、宗教の起源や

未知の宗教文化を知ることで、多様な学問の考え方や論理的な思考力を高めることを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義によって授業を進めていくが、DVD鑑賞などを使い視覚的に理解を深めていく場合もある。

理解度を測るために、学生諸君に意見を求めることもあるので、常に問題意識をもって望んで欲しい。

【授業外学修の方法（時間数）】

日常生活の中で、常に宗教的な意義を考察する。

【成績評価（方法・基準）】

出席30％。授業への参加態度、レポート内容によって評価。講義最終日にレポート提出。　

【授業計画（各回の授業内容）】

イントロダクション第1回

宗教と文化第2回

キリスト教の成立第3回

キリスト教と文化第4回

キリスト教と哲学第5回

世界の宗教第6回

世界の宗教第7回

仏教以前のインド思想第8回

仏教の成立第9回

法華経の成立意義第10回

中国在来思想第11回

中国仏教第12回

法華経の内容第13回

日蓮聖人と法華経第14回

レポート提出第15回

【教科書・参考書】

教科書：特に指定はしない｡各講義において適宜紹介する。

【学生へのメッセージ】

宗教という枠組みを俯瞰的に見ることで、自身と宗教との関わり方が見えてくる。自分なりの宗教を語れるようになって欲しい

。

【オフィスアワー】

授業の前後に教室にて対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [cse205] 社会教育経営論Ⅰ／社会教育計画Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田 真司 クリタ シンジ kurita shinji [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育計画の計画体系と評価体系、学習展開計画案、各地の具体的な推進計画について解説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

多様な主体と連携・協働を図りながら、学習成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていくための知識・技能を習得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

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

方法を採用します。

【授業計画（各回の授業内容）】

対話型討論：「社会教育とは何を指すのか」第1回

教育基本法第13条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）第2回

社会教育計画の計画体系と評価体系第3回

社会教育計画の具体的な学習展開計画案第4回

社会教育計画の実例の検討第5回

社会教育関連施設のネットワーク化第6回

人的ネットワークの活用（NPO、地縁団体、テーマ別クループ、人材バンク）第7回

コーディネーターによる学習支援（橋渡し、循環、情報提供、コーチングなど）第8回

社会教育調査とデータの活用第9回

学習成果を発表する場づくり第10回

子ども読書活動推進計画第11回

芸術文化振興に関する計画第12回

スポーツ振興に関する計画第13回

家庭の教育力向上の支援、親力向上推進計画第14回

総括　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておきましょう。受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に

備えましょう。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [cse307] 社会教育経営論Ⅱ／社会教育計画Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田 真司 クリタ シンジ kurita shinji [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

生涯学習の成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていく方法論や実際の具体的な事例について解説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

多様な主体と連携・協働を図りながら、生涯学習の成果を地域課題解決やまちづくりにつなげていくための知識・技能を習得し

、発表します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

毎回のテーマについての参考資料やプリントなどを配布して授業を進めます｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

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

方法を採用します。

【授業計画（各回の授業内容）】

まちづくり・地域活性化策としての社会教育第1回

社会教育と住民参加第2回

社会教育施設と専門職員・コーディネーターが果たす役割第3回

地域フィールドワークによる学習課題の抽出第4回

学習成果の公開と評価第5回

ヨコのネットワークとタテのネットワーク第6回

青少年の居場所つくりと青少年リーダーの育成第7回

障害者とともに学ぶ仕組み第8回

事例の検討：静岡県富士宮市、長野県飯田市第9回

事例の検討：徳島県上勝町、長野県下條村第10回

事例の検討：滋賀県長浜市、石川県輪島市第11回

事例の検討：長野県飯山市、京都府美山町第12回

事例の検討：新潟県村上市、大分県豊後高田市第13回

成果発表第14回

総括　振り返りとシェアリング第15回

【教科書・参考書】

講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に前回の講義ノートや資料に必ず目を通しておきましょう。受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に

備えましょう。社会教育経営論１を履修済みであることが望ましい｡

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [cse409] 社会教育課題研究／社会教育課題研究Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するに必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。この授業では

、地域住民が主体的に学ぶ社会教育活動の課題について、主として地域づくり、まちづくりに関する実践例を取り上げて、相互に

検討していきたい。授業の性格上、参加者が主体的にテーマを決めて参加してほしい。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①社会教育制度及びその理念、社会教育施設の役割、職員の任務を理解することができる。②社会教育活動が直面する諸課題につ

いて、理解することができる。③参加者が主体的にテーマを決め、学習し発表・討論する力を身につけることができる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義・演習のの併用方式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡  学生諸君にも報告をお

願いする｡� 

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修120分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。事後学修120分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめ

る。

【成績評価（方法・基準）】

レポートを含む期末試験50％､ 授業への取組の姿勢50％

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

社会教育の理念と制度第2回

ユネスコ学習権宣言とその展開第3回

戦後日本社会の変容と社会教育の課題第4回

地域開発、公害問題第5回

森林保護と漁業の発展第6回

原子力発電をめぐる諸問題第7回

少子高齢化、過疎化とまちづくり第8回

日本社会の格差と貧困第9回

子ども食堂第10回

義務教育費の無償化とまちづくり第11回

性的マイノリティの人権第12回

地域づくり実地調査…柴又、谷中、根津、千駄木第13回

社会的ひきこもり者支援第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

りは面白い』(ふきのとう書房) 

【学生へのメッセージ】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい｡ 授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。学生諸君の意向も聞いて

テーマも決めます。

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [cse411] 社会教育演習／社会教育課題研究Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するために必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。

地域住民が主体的にに学ぶ拠点である社会教育施設の具体的役割について、実践的に学ぶことを目的とします。身延町をはじめ山

梨、長野、東京各地の公民館活動、、住民が企画する学びの実態について具体的事例を通して学びます。必要に応じて、文献研

究、実地調査も行います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①地域における人々の学びの拠点である社会教育施設の機能、学習支援者としての職員の枠割を理解する。②学習講座企画と省察

を通して、社会教育支援者としての実践的力をつける。③グループ活動を通して、仲間と共に探求、実践し、地域社会を形成する力

をつける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

演習形式で行う。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡ 学生諸君に発表をお願いする｡�

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修120分　指示されたテキストや資料をあらかじめ読んでおく。事後学修120分　テキストや資料を読み直し、ノートにまとめ

る。

【成績評価（方法・基準）】

発表を含む期末レポート50％､ 授業への取組み姿勢50％

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

学びの拠点としての社会教育施設第2回

学習支援者としての社会教育主事の専門性第3回

身延町の社会教育施設（公民館）第4回

身延町の社会教育施設(中富和紙の里）第5回

身延町の社会教育施設（金山博物館）第6回

参加者からの講座企画案の検討（１）第7回

参加者からの講座企画案の検討（２）第8回

環境問題の講座企画事例第9回

平和教育の講座企画事例第10回

社会の格差と貧困についての講座企画事例第11回

家族支援についての講座企画事例第12回

文化活動についての講座企画事例第13回

地域の過疎化対策についての講座企画事例第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

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

』(講談社)､ 深山正光 『国際教育の研究』桐書房 

【学生へのメッセージ】

日頃から新聞､ 雑誌の教育記事に関心を持ってほしい。授業の性格上、学生諸君の積極的参加を期待する。学生諸君の意見も聞いて

テーマも考えます。

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会教育主事資格取得課程

講義名 [cse513] 社会教育実習／社会教育主事実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会教育主事としての職務を遂行するに必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着を図ることをねらいとします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①社会教育関連施設の機能、役割、事業内容について説明ことができる。②社会教育施設の特徴に応じた講座の企画立案の視点、手

順について説明することができる。③地域づくりと社会活動におけるコーディネーター、オルガナイザー等の役割を踏まえな

がら、現場の学習支援活動に関わることができる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

教育施設においての実習　1週間。身延町役場及び社会教育施設の主催する行事の補助参加　１週間。

社会教育実習は社会教育課題研究、社会教育演習を履修してから受講してください。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

事前学修は、指導担当者から指示された課題を必ず行うこと。

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

【成績評価（方法・基準）】

実習先の評価と実習記録の記入内容とを総合的に勘案しておこないます｡�

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

【教科書・参考書】

実習なのでテキストや参考文献は掲載しません。

【学生へのメッセージ】

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

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

び掲示板等で指示されるガイダンスには､ 必ず参加してください｡

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会福祉主事資格取得課程

講義名 [csw301] 社会福祉体験実習研究

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉とはどのような学問なのか、「福祉」をテーマに制度と支援技術などを学び、これからの福祉問題にも触れ専門知識と援助

技術を取得する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会福祉体験実習に臨む際の基本的な知識・技術及び留意事項を学ぶ。〈コンピテンシー：地域理解、情報収集力、情報分析力、情

報構成力、読解力、傾聴力、会話力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義、実技演習、グループワーク。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回のリアクションペーパー（10％）、授業で出される課題（10％）、レポート（30％）、学力確認テスト（50％）

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

社会福祉､ 障害児教育の基本理念第2回

視覚障害､ 聴覚障害､ 言語障害第3回

運動障害､ 知的障害､ 病弱・虚弱第4回

ダウン症､ てんかん､ その他の障害第5回

盲・聾・支援学校の教育第6回

社会福祉施設の定義､ 種類第7回

福祉サービスの種類第8回

高齢者にかかわる施設第9回

グループワーク第10回

児童福祉・障害児にかかわる施設第11回

グループワーク第12回

介護実技第13回

介護実技第14回

総括・実習事前説明第15回

【教科書・参考書】

授業中に指定します。

【学生へのメッセージ】

社会福祉体験実習につながる大切な講義です｡ 集中して受講してください｡

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：00から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　資格取得科目 社会福祉主事資格取得課程

講義名 [csw403] 社会福祉体験実習

期　間 通年 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉の制度はどのような学問か、福祉の制度を中心に学習し介護技術等の支援方法を学び専門知識と援助技術を取得する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

高齢者福祉施設や､ 支援学校での実習を通して社会福祉及び介護等の体験を行う。〈コンピテンシー：健康力、地域理解、情報収集力

、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

実習内容の詳細は各実習施設及び支援学校の実習指導者の指示に従うこと。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

全日程出席の上､ 実習先の指導者評価50％､ 実習記録50％

実習前に授業・前日の実習内容を必ず復習すること、実習後は内容の習得が得られるよう反復すること。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会教育主事及び社会福祉主事資格取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間

教育職員免許状取得の場合：高齢者福祉施設実習５日間・支援学校２日間
第1回

【教科書・参考書】

必要に応じて指示する。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：00から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji101] 漢字Ⅰ（Chinese CharacterⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導してゆく。日本語能力試験（Ｎ１

）合格レベルの日本語能力を取得することを、本授業の目標とします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

解することができる。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト50％、小テスト20％、受講態度30％で総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第１～第２回第2回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第３～第４回第3回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第５～第６回第4回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第７～第８回第5回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第９～第11回第6回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第12～第13回第7回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第14～第17回第8回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第18～第21回第9回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第22～第24回第10回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第25～第28回第11回

『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』第29～第31回第12回

言葉の構成について第13回

音の変化について第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター漢字日本語能力試験Ｎ１』。参考書：『漢字引きナーズ　24の原則でわかる』武部良明（アルク社）

2014年、『漢字のなりたち（日英対訳）』白川静（平凡社）2016年。

【学生へのメッセージ】

語学学習には事前・事後学習に時間をかけることが必要です。繰り返し繰り返し身につくまで徹底して習練しましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji103] 漢字Ⅱ（Chinese CharacterⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

留学生の日本語教育に関する科目の一つであるので、漢字の成り立ちや類義語等、幅広く指導してゆく。日本語能力試験（Ｎ１

）合格レベルの日本語能力を取得することを、本授業の目標とします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

解することができる。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト50％、小テスト20％、受講態度30％で総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

同じ部分・同じ音読みをもつ漢字を覚えよう　その１第2回

同じ部分・同じ音読みをもつ漢字を覚えよう　その２第3回

訓読みを覚えよう　その１第4回

訓読みを覚えよう　その２第5回

難しい読みを覚えよう　その１第6回

難しい読みを覚えよう　その２第7回

語彙で覚えよう　その１第8回

語彙で覚えよう　その２第9回

語彙で覚えよう　その３第10回

いろいろな覚え方をしよう　その１第11回

いろいろな覚え方をしよう　その２第12回

新聞を読もう　その１第13回

新聞を読もう　その２第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『日本語総まとめＮ１漢字』佐々木仁子他著（アスク出版）2019年。参考書：『漢字マスターＮ１』アークアカデミー編

著（三修社）2011年。ほか講義時に指示する。

【学生へのメッセージ】

語学学習には事前・事後学習に時間をかけることが必要です。繰り返し繰り返し身につくまで徹底して習練しましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji117] 読解Ⅰ（Reading ComprehensionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

問題演習によって日本語の読解力を深め、あわせて情報分析力・文章表現力を高める。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベ

ルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子・清水知子・初鹿野阿れ・中村則子・田代ひとみ（スリーエーネットワー

ク）2011年、『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』福岡理恵子・清水知子・初鹿野阿れ・中村則子・田代ひとみ（スリーエ

ーネットワーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１読解スピードマスター』菊池富美子・黒岩しづ可・竹田慎吾・日置陽子

（ジェイ・リサーチ出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji125] 聴解Ⅰ（Listening ComprehensionⅠ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本人の会話レベルの聴解ができるよう、さまざまな状況下の「会話」や近年の「時事」について、テキストをもとに概説しま

す。また学生が興味・関心を持つ「時事」やニュース等についても取り上げ、幅広く内容理解ができるように授業を進めていきま

す。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

この授業では、受講生が日本語の聴き取りに慣れ、日本語能力検定試験合格レベルまで日本語の聴解レベルを上げていくことを目

指します。基礎的な聴き取りから複合的な内容まで含め、日本人の会話レベルの聴解ができる力を身につけられるよう、ラジオ

放送の理解ができる程度の力量の獲得を通し、日本語を聴き取り理解する力を養うことを目標とします。この授業を通して、特

に「読解力」「傾聴力」「会話力」「異文化理解」「外国語リテラシー」を修得することを重視します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

自主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすることを求めます。

【成績評価（方法・基準）】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、課題への取り組み（10％）により総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション－簡単な聞き取り－第1回

会話（その１）第2回

会話（その２）第3回

会話（その３）第4回

会話（その４）第5回

会話（その５）第6回

会話（その６）第7回

会話（その７）第8回

会話（その８）第9回

時事（その１）第10回

時事（その２）第11回

時事（その３）第12回

時事（その４）第13回

時事（その５）／プレゼンテーション－自己の学びの歩み－第14回

まとめ―聴解Ⅱへの布石第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

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

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

練習の方法は授業で解説します。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji205] 語彙Ⅰ（VocabularyⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

語彙の習得は語学の基本であり、これによって読解力・傾聴力・会話力などのコミュニケーション力、あわせて文章表現力・

口頭発表力などの表現力を身につける。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って練習問題をこなし、確認しつつ進める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子・阿保きみ枝・宮田公治（スリーエーネットワ

ーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１語彙スピードマスター』中島智子・高橋尚子・松本知恵（ジェイ・リサーチ出版）

2011年、『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji207] 語彙Ⅱ（VocabularyⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 岡田 文弘 オカダ フミヒロ okada fumihiro [ookada(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

語彙の習得は語学の基本であり、これによって読解力・傾聴力・会話力などのコミュニケーション力、あわせて文章表現力・

口頭発表力などの表現力を身につける。日本語能力試験（Ｎ１、N２）合格レベルの日本語能力を取得する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って練習問題をこなし、確認しつつ進める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、指定テキストにしたがって、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

毎回の演習の到達度50%、課題への取り組み50%で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

演習第2回

同上第3回

同上第4回

同上第5回

同上第6回

同上第7回

同上第8回

同上第9回

同上第10回

同上第11回

同上第12回

模擬試験第13回

同上第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

『新完全マスター語彙、日本語能力試験Ｎ１』本田ゆかり・来栖里美・前坊香菜子・阿保きみ枝・宮田公治（スリーエーネットワ

ーク）2011年、『日本語能力試験問題集Ｎ１語彙スピードマスター』中島智子・高橋尚子・松本知恵（ジェイ・リサーチ出版）

2011年、『日本人の心がわかる日本語』森田六郎著（アスク出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

事前・事後学習をきちんと行って、日本語習得につとめてください。

【オフィスアワー】

木曜12:00-13:00（ookada(a)min.ac.jp）

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji219] 読解Ⅱ（Reading ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験のＮ１あるいはＮ２の合格を目標として、指定されたテキストに沿って読解力を高める授業を行う。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

。キーワード：外国語リテラシー、異文化理解、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

指定されたテキストに沿って、授業を進めていく。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業での取り組み：70％、Ｎ１あるいはＮ２模擬試験：30％。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス　テキストの例題について第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど（１）第2回

同上（２）第3回

同上（３）第4回

同上（４）第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど（１）第6回

同上（２）第7回

同上（３）第8回

同上（４）第9回

第３部　実戦問題（１）第10回

同上（２）第11回

同上（３）第12回

同上（４）第13回

模擬試験第14回

まとめと振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡・清水・初鹿野・中村・田代著（スリーエーネットワーク）20

11年、『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ２』田代・中村・初鹿野・清水・福岡著（スリーエーネットワーク）2011年

【学生へのメッセージ】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでまいりましょう。　

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji227] 聴解Ⅱ（Listening ComprehensionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本人の会話レベルの聴解ができるようテキストをもとに概説します。また学生が興味・関心を持つ「時事」やニュース等につ

いて、学生が調べ、プレゼンテーションをする機会を設けます。日本語能力試験を視野に、練習問題に取組むことで、必要なス

キルを修得できるよう授業展開をします。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

す。複雑な内容でも、日本人の会話レベルの聴解ができるようになること、またラジオ放送を理解できる力を養います。この授

業を通して、特に「読解力」「傾聴力」「会話力」「異文化理解」「外国語リテラシー」の修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

自主学習を行ったり、苦手なところについて練習してくるようにすることを求めます。

【成績評価（方法・基準）】

練習問題の成績（50％）、授業への取り組み（40％）、課題への取り組み（10％）により総合的に評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その１）第2回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その２）第3回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その３）第4回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その４）第5回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その５）第6回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その６）第7回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その７）第8回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その８）第9回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その９）第10回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その10）第11回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その11）第12回

練習問題・時事に関するプレゼンテーション（その12）第13回

模擬試験・解説（その１）第14回

模擬試験・解説（その２）第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

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

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

授業では映画なども見ていくことを予定しています。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji309] 文法Ⅰ（GrammarⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金 炳坤 キム ビョンコン kim byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N2のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

１課：～とき・～直後に、２課：～している（進行中）第2回

３課：～後で、４課：範囲の始まりと終わり・その間第3回

５課：～だけ、６課：～だけではなく・それに加えて第4回

７課：～について・～を相手にして、８課：～を基準にして第5回

９課：～に関連して・～に対応して、10課：～や～など第6回

11課：～に関係なく・無視して、12課：強く否定する・強く否定しない第7回

13課：～（話題）は、14課：～けれど第8回

15課：もしそうなら・たとえそうでも、16課：～だから（理由）１第9回

17課：～だから（理由）２、18課：～できない・困難だ・～できる第10回

19課：～を見て評価すると・～の立場で評価すると、20課：結果はどうなったか第11回

21課：強く言う・軽く言う、22課：～だろうと思う第12回

23課：感想を言う・主張する、24課：提案する・意志を表す第13回

25課：強くそう感じる・思いが強いられる、26課：願う・感動する第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N2』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N2（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji311] 文法Ⅱ（GrammarⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金 炳坤 キム ビョンコン kim byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N1のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

解することができる。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

第２部１課：文の組み立て１；決まった形第1回

第２部２課：同上２；名詞を説明する形式第2回

第２部３課：同上３；接続に注意第3回

第３部１課：時制第4回

第３部２課：条件を表す文第5回

第３部３課：視点を動かさない手段１；動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け第6回

第３部４課：同上２；「～てくる・～ていく」の使い分け第7回

第３部５課：同上３；受身・使役・使役受身の使い分け第8回

第３部６課：同上４；「～てあげる・～てもらう・～てくれる」の使い分け第9回

第３部７課：指示表現「こ・そ・あ」の使い分け第10回

第３部８課：「は・が」の使い分け第11回

第３部９課：接続表現第12回

第３部10課：省略・繰り返し・言い換え第13回

第３部11課：文体の一貫性第14回

第３部12課：話の流れを考える第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N1』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N1（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji321] 作文Ⅰ（CompositionⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本講義は日本語の基礎的文法や表現方法の獲得をねらいとする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本講義受講によって（１）テーマに関する書籍などを読解し（２）問題に対して課題設定を行い（３）それらを文章表現をも

って他者に伝える力を身につけることができるようになる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習を基として演習形式で授業を展開する。また受講生自身

にディスカッション、比較検討したりできるようにICT機器を用いた授業を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

日本語科目にて習得した力を作文として表現するため、積極的な予習復習が望まれる。故に事前を毎回２時間以上行い、事後に

おいては各回の内容に基づいた復習を２時間以上行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

代名詞の使い方　基礎編　第2回

代名詞の使い方　応用編第3回

代名詞の使い方　まとめ第4回

接続詞の使い方　基礎編第5回

接続詞の使い方　応用編第6回

接続詞の使い方　まとめ第7回

モノの基礎的表現法　第8回

モノの表現法　文語と口語第9回

モノの表現法　相違点と相似点　第10回

意見を述べる　感想文第11回

意見を述べる　意見文第12回

意見を述べる　まとめ第13回

課題作文　テーマと内容第14回

課題作文（発表）第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜指示する。参考書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』佐藤政光他著（第三書房）2002年、『新完全

マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年、『悪文・乱文から卒業する 正しい

日本語の書き方』スクール東京（ディスカヴァー・トゥエンティワン）2018年。

【学生へのメッセージ】

語学は弛まない積み重ねで力になるのが語学である。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組むように。

【オフィスアワー】

火曜日4時限目、水曜日2時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

【実務経験】

宗教法人法養寺代表役員、日蓮宗宗宝霊跡審議会専門員。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji329] 会話Ⅰ（ConversationⅠ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

この授業では「話す」技能に焦点をあて、日常生活の会話が円滑にできるよう毎回テーマを決め、発表をする機会を設ける。

またテキストやディスカッション、ロールプレイを通して多角的に「話す」力の向上ができるよう、授業展開をする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

キーワード：外国語リテラシー、異文化理解、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

が適切かをテキストやディスカッション､ロールプレイを通して学ぶ。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

確にしておくこと。事後の学習では、ノートや配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（50%）、期末試験および発表（50%）により総合的に判断します。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション第1回

自己紹介で好印象を与えよう第2回

きっかけを話そう第3回

町の様子を話そう第4回

健康について話そう第5回

自分の特技について伝えよう第6回

言い換えて説明しよう第7回

印象に残った出来事を話そう第8回

比べて良さを伝えよう第9回

動きの順序を説明しよう第10回

ストーリーを話そう第11回

最近の出来事を話そう第12回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その１第13回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討　その２第14回

まとめ･発表第15回

【教科書・参考書】

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

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

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

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

日本語能力試験問題集や文献､視聴覚教材を適宜に紹介する。

【学生へのメッセージ】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji413] 文法Ⅲ（GrammarⅢ）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 金 炳坤 キム ビョンコン kim byungkon [kim(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（JLPT）N1のレベル認定を目指します。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

解することができる。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めていきます。毎回小テスト（成績評価の対象）を行いますので、予習・復習に励んでください。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回４時間程度の授業外学修が望まれます。教科書の語彙は単語帳を作って憶えるようにしてください。教科書の文法はノート

に整理し活用できるようにしておいてください。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、小テスト（30％）、学力確認テスト（40％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス第1回

１課：時間関係、２課：範囲の始まり・限度第2回

３課：限定・非限定・付加、４課：例示第3回

５課：関連・無関係、６課：様子第4回

７課：付随行動、８課：逆接第5回

９課：条件、10課：逆接条件第6回

11課：目的・手段、12課：原因・理由第7回

13課：可能・不可能・禁止、14課：話題・評価の基準第8回

15課：比較対照、16課：結末・最終の状態第9回

17課：強調、18課：主張・断定第10回

19課：評価・感想、20課：心情・強制的思い第11回

模擬試験１第12回

模擬試験２第13回

模擬試験３第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター文法日本語能力試験N1』友松悦子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能力試験

公式問題集：公式問題集；N1（第二集）』国際交流基金他編集（凡人社）2018年。

【学生へのメッセージ】

今年の日本語能力試験の実施日は、第１回：７月４日（日）、第２回：12月５日（日）です。

〔https://www.jlpt.jp/application/domestic_index.html〕

【オフィスアワー】

授業の前後、火・水・木曜日の昼休みに対応します。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji415] 文法Ⅳ（GrammarⅣ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 桑名 法晃 クワナ ホウコウ kuwana hoko [hkuwana(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

日本語能力試験（Ｎ１）合格レベルの日本語能力を取得することを本授業の目的とし、読解に力を入れ、その中で文法事項の確認

を行っていきます。交換留学生と一般留学生が対象になります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

解することができる。〈コンピテンシー：外国語リテラシー、読解力、文章表現力、論理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストに即しながら、講義を行います。小テストを毎回実施し、理解度を確認しながら進めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学修は、シラバスに則してテキストにしっかり目を通しておくこと。事後学修は、授業内容の復習を行い、練習問題を解き

理解を深めること。各120分の学修が必要となります。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み30％、小テスト30％、学力確認テスト40％により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

ガイダンス：テキストの例題をやってみよう第1回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その１第2回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その２第3回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その３第4回

実力養成編　第１部　評論・解説・エッセイなど　その４第5回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その１第6回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その２第7回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その３第8回

第２部　広告・お知らせ・説明書きなど　その４第9回

第３部　実戦問題　その１第10回

第３部　実戦問題　その２第11回

第３部　実戦問題　その３第12回

第３部　実戦問題　その４第13回

模擬試験第14回

まとめおよび振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新完全マスター読解日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年。参考書：『日本語能

力試験問題集Ｎ１読解スピードマスター』 菊池富美子他(著（ジェイ・リサーチ出版）2011年。

【学生へのメッセージ】

間違うことを恐れず、数多くの問題に取り組んでいきましょう。

【オフィスアワー】

火曜日1時限目と木曜日5時限目

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji423] 作文Ⅱ（CompositionⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

本講義は日本語の文法表現を身につけ、論述文が的確にかけるようになることを目的とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

本講義受講によって（１）テーマに関する書籍などを読解し（２）問題に対して課題設定を行い（３）それらを文章表現をも

って他者に伝える力を身につけることができるようになる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

受講生自身にディスカッション、比較検討したりできるようにICT機器を用いた授業を行う。また読む事から書く事へ。文章作成の

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

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

講義への取り組み姿勢20％、質疑応答10％、課題作文70％ 

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション　第1回

まぎらわしい表現　基礎編第2回

まぎらわしい表現　応用編第3回

まぎらわしい表現　まとめ第4回

使用されている間違った日本語表現　接続詞第5回

使用されている間違った日本語表現　否定第6回

使用されている間違った日本語表現　敬語第7回

使用されている間違った日本語表現　代名詞第8回

使用されている間違った日本語表現　口語表現第9回

中間報告　レポート作成第10回

討論　テーマ設定第11回

討論　問題についてのアプローチ第12回

討論　資料概説と作成方法第13回

課題・報告書作成について第14回

報告書の発表第15回

【教科書・参考書】

教科書：適宜指示する。参考書：『表現テーマ別　にほんご作文の方法（改訂版）』佐藤政光他著（第三書房）2002年、『新完全

マスター読解　日本語能力試験Ｎ１』福岡理恵子他著（スリーエーネットワーク）2011年、『悪文・乱文から卒業する 正しい

日本語の書き方』スクール東京（ディスカヴァー・トゥエンティワン）2018年。

【学生へのメッセージ】

語学は弛まない積み重ねで力になるのが語学である。宿題・課題を毎回課すので地道に取り組むように。

【オフィスアワー】

火曜日4時限目、水曜日2時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

【実務経験】

宗教法人法養寺代表役員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　日本語科目 日本語能力試験取得課程

講義名 [jji431] 会話Ⅱ（ConversationⅡ）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

目的に応じた自然な会話や口頭発表ができるように、実際の場面を模擬的に体験、練習する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

｡抽象的なことが話せ、聞き手の理解や反応に応じた話し方ができるようになる｡�キーワード：外国語リテラシー、異文化理解

、コミュニケーション力

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

において発表の機会を持つ。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、テキストの指定された箇所を解き、疑問点等を明

確にしておくこと。事後の学習では、ノートや配布資料を整理して授業内容の理解に努めること。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（50%）、学力確認テストおよび発表（50%）により総合的に判断します。

【授業計画（各回の授業内容）】

好きなシーンを紹介しよう第1回

子どもたちに母国の行事を紹介しよう第2回

グラフや表を説明しよう第3回

困った状況を伝えて交渉しよう第4回

不満に対処しよう第5回

就職試験制度について説明しよう第6回

働くことの意義について討論しよう第7回

身延中学校での交流授業に向けて：内容の検討第8回

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

スピーチコンテストのリハーサル       第10回

身延中学校での交流授業に向けて：プレゼンテーション第11回

心に残る言葉第12回

留学生活を振り返って第13回

将来の夢を語ろう第14回

まとめ ･ 発表第15回

【教科書・参考書】

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

2010年。参考書：『日本語おしゃべりのたね第2版』西口光一監修（スリーエーネットワーク）2011年、『中上級学習者のため

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

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

【学生へのメッセージ】

自身の意見や考えを積極的に述べることを求める。

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca205] キャリア教育Ⅰ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路 実春 アワジ ミハル awaji miharu [mawaji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会で活躍するための基礎力を養い、就職活動やその後の生活に活かせる知識を習得します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会人としての心構えや知っておきたい様々なマナー・敬語などの一般常識、人と関わる中で必要不可欠なコミュニケーション

について学ぶことで、（１）傾聴力・会話力・口頭表現力が向上し、（２）一般的な論理的思考ができるようになります。他

にも、働くことに関する法律を学ぶことで、雇用契約を締結する際の条件確認に活かすことができる他、社会保障や税金の支払

いなどについての知識が身につきます。

【授業方法（フィードバックの内容）】

配布資料に基づいて、講義、演習、ディスカッションなどを行います。講義の内容によっては、知識を得るだけではなく、簡単

なゲームなどを通して「感じる」「考える」時間を作っています。

【授業外学修の方法（時間数）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日20分間自分自身について、将

来について、考える時間を作ってください。

【成績評価（方法・基準）】

小論文（40％）、ロールプレイ（30％）、課題提出（20％）、授業参画（10％）によって評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

夢を叶えるために第1回

敬語と接遇用語第2回

ビジネス電話に関する知識　その１第3回

ビジネス電話に関する知識　その２第4回

ビジネス電話に関するロールプレイ（ビジネスシーン・インフォームシーン）第5回

マナーの基本　その１（マナーの本質・挨拶・お辞儀・身だしなみ・訪問のマナー・席次）第6回

マナーの基本　その２（名刺交換・紹介の順番・案内のしかた・お茶やお菓子の出し方といただき方・見送りのしかた）第7回

マナーの基本　その３（季節のご挨拶・葬儀・結婚披露宴）　第8回

マナーの基本　その４（ロールプレイ）第9回

コミュニケーションの基本　その１第10回

コミュニケーションの基本　その２第11回

社会人としての心構え　その１第12回

社会人としての心構え　その２第13回

知っておきたい法律・規則第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

講義ではプリントを配布します。

【学生へのメッセージ】

講義中は積極的に考え行動してください。また欠席・遅刻をしないよう心掛けてください。

【オフィスアワー】

授業の前後、毎週教室にて受け付けます。

【実務経験】

高等学校・専門学校・大学・企業研修を担当いたしました。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca301] 手話実践（日常会話）

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月 香代 モチヅキ カヨ mochizuki kayo [kayomochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

手話を学ぶこと、実践を通してで知った聴覚障害者の存在を基に、言語としての手話の力を深めていきます。実践の会話を広げ日

常会話の基本を演習することでさらに手話を身に付け、手話を読み取れるように進めていきます。この授業を通してさらにコミュ

ニケーションの力を育てます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

し、本授業では、手話の特徴を学びながら語彙を増やすことでさらにコミュニケーション力が身につくようになります。また聴

覚障害者の理解をさらに深めるため、聴覚障害者から話をしてもらう時間を作り、実践的な学びから異文化理解を具体的にできる

ようにします。〈コンピテンシー：異文化理解、外国語リテラシー、会話力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

具体的に学べるようにします。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

を書いておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

自己紹介（名前・住所・家族・趣味・数字）表現と読み取り（その１）第1回

自己紹介（仕事・あなたの家・指文字）表現と読み取り（その２）第2回

話しかけてみましょう（一日・一ヶ月・一年）表現と読み取り（その１）第3回

話しかけてみましょう　表現と読み取り（その２）第4回

話しあってみましょう　表現と読み取り（その３）第5回

まとめ第6回

実践 (聴覚障害者と交流)第7回

具体的表現（その１）（形・動作・状況を工夫して表現しましょう）第8回

具体的表現（その２）（意味をつかんで表現しましょう）第9回

置き換えの表現（意味に合った手話を表現しましょう）第10回

実践（聴覚障害者と交流）第11回

表情（表情の強弱・速度を工夫して表現しましょう）第12回

主語の明確化（その１）（位置・方向を工夫して表現しましょう）第13回

主語の明確化（その２）（位置・方向を工夫して表現しましょう）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)2013年、参考書：『手話を学ぼう　手

話で話そう』（社会福祉法人全国手話研修センター）2014年、『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（一般社団法

人全日本ろうあ連盟）2014年

【学生へのメッセージ】

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

て伝えること・伝わることを感じられるように進めていきます｡  

【オフィスアワー】

水曜日：11:00～14:00と授業終了後。e-mail：kayomochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

手話通訳士資格取得し23年。その通訳経験をもとに、演習を繰り返し、聴覚障害者の背景も具体的に学べるように進めます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca303] 手話実践（通常会話）

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 望月 香代 モチヅキ カヨ mochizuki kayo [kayomochi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

今まで学んできた視覚言語である手話とはどのようなものなのかを自分の言葉で話せるようにしてもらいます。社会の中に共に暮

らす聴覚障害者の存在を理解したうえで、自己紹介、実践会話を通して身に付けた手話をさらに使用言語となるように授業を進めま

す。理解と実践によって人間力、コミュニケーション力の向上につながります。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

聴覚障害者は私たちと同じ社会で暮らしています。今後、出会うこともあるはずです。その時、当たり前にコミュニケーションが

できるのは大切なことです。また、聴覚障害者について他の人に話せること、それは人間力に繋がります。本授業では、会話、

実践を通して学びます。それによりコミュニケーション力が身につきます。また、仲間とのコミュニケーションも必要だと再

確認ができるように、グループで学びます。〈コンピテンシー：異文化理解、外国語リテラシー、会話力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

前半はテキストを使用しながら､語彙の確認を中心に実践練習を行ないます｡後半は、聴覚障害者を考えて自分ができるコミュニケ

ーションを考え、手話で発表できるように確認していきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ２時間以上の事前・事後の学習をおこなうこと。事前学習では、授業内容を確認すること。特に後半は

自分の内容を考えてくること。事後学習では、授業中自分が気付いたことをまとめ、振り返りを行う。また、授業中指示されたこと

を確認する。

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

基本文法の確認第1回

手話の形・方向・位置のまとめ（その１）第2回

手話の形・方向・位置のまとめ（その２）第3回

手話の形・方向・位置のまとめ（その３）第4回

手話の形・方向・位置のまとめ（その４）第5回

手話の形・方向・位置のまとめ（その５）第6回

実践 (聴覚障害者との交流)第7回

主語の明確化　指さしを使って表現しましょう（その１）第8回

主語の明確化　指さしを使って表現しましょう（その２）第9回

主語の明確化　体の向きをかえて表現しましょう（その１）第10回

主語の明確化　体の向きをかえて表現しましょう（その２）第11回

空間の活用（その１）第12回

空間の活用（その２）第13回

空間の活用（その３）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『手にことばを』(公益社団法人東京都聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟)2013年、参考書：『手話を学ぼう　手

話で話そう』（社会福祉法人全国手話研修センター）2014年、『今すぐはじめる手話テキスト　聴さんと学ぼう！』（一般社団法

人全日本ろうあ連盟）2014年

【学生へのメッセージ】

授業中に仲間通しでやり取りしたことを考え、復習し次の受講をすることが望ましい。今後自分が人として成長していく上で､ 何

が大切なのか､ 何をしなければならないかを、一人一人が考え、みんなで話せるようにしてほしい｡ 

【オフィスアワー】

水曜日：11:00～14:00と授業終了後。e-mail：kayomochi(a)min.ac.jp

【実務経験】

手話通訳士資格取得し23年。その通訳経験をもとに、演習を繰り返し、聴覚障害者の背景も具体的に学べるように進めます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca307] キャリア教育Ⅱ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 淡路 実春 アワジ ミハル awaji miharu [mawaji(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

「自己の希望就職先で内定をもらうこと」を目的とし、自己分析や企業分析をして、マッチングする企業にアプローチしていく

上で、志望動機や自己アピールおよび履歴書の書き方のコツを学び、模擬面接で実践を体験してもらいます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

企業へアプローチしていく上で、自分と向き合い自分を知ることや、企業研究を自主的に行い、自分の考えを具体的に述べる力や

文章で伝える力を身に付けることを授業の目標とします。また、この授業を通して、傾聴力や会話力、文章表現力、口頭表現力

、情報収集力、倫理的思考力を習得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

」「感じる」時間を作っています。

【授業外学修の方法（時間数）】

予習および復習は、講義時に配布するプリントにより進めてください。講義内容を振り返り、毎日10分間（1週間で70分）自分自

身について、将来について考え、実際の就職活動に活かせるよう努めてください。

【成績評価（方法・基準）】

小論文試験（40％）、自己表現（30％）、課題提出（20％）、授業参画（10％）によって評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

就職活動のプロセス第1回

自己分析その１第2回

自己分析その２第3回

企業研究とマッチング第4回

志望動機第5回

自己アピール第6回

履歴書の作成第7回

お礼状の書き方第8回

面接の種類と対策第9回

第一印象の重要性と身だしなみ第10回

美しい姿勢とお辞儀/面接の流れを確認する第11回

正しく聴いて分かりやすく答える（理解する力・伝える力）　質疑応答例第12回

ディスカッションその１第13回

ディスカッションその２第14回

総括（小論文）第15回

【教科書・参考書】

毎講義時にプリントを配布します。

【学生へのメッセージ】

就職活動に必要な知識を得るために、欠席はしないよう心掛けてください。講義中は積極的に考え行動してください。

【オフィスアワー】

授業の前後、毎週教室にて受け付けます。

【実務経験】

高等学校・専門学校・大学・企業研修を担当いたしました。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [sca409] キャリア教育Ⅲ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 ジル・エマ・ストロースマン ジル・エマ・ストロースマン jill emma strothman [jill(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

一歩進んだ英語を使えるようになるための授業です。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

た、それぞれのキャリアに役立つ英語の修得できます｡ 

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学修を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

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

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

【授業計画（各回の授業内容）】

Pronunciation第1回

Greetings第2回

You　and　Your　Family第3回

Everyday　Life　in　Minobu第4回

Future　Dreams第5回

High　School　Days第6回

中間テスト第7回

Reading　Comprehension第8回

Telephoning第9回

Fixing　an　Appointment第10回

Complaints第11回

Requests　and　Offers第12回

Specific　Career　Terminology１第13回

Specific　Career　Terminology２第14回

まとめと前期試験第15回

【教科書・参考書】

教科書：最初の授業の際､ 一緒に選びます。参考書：英和・和英辞典　など 

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

月曜日５時限

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t11732] インターンシップⅠ〈R2以前入学者〉

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者
木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

将来の就職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計10日間

のインターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

について纏めること。

【成績評価（方法・基準）】

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

大学インターンシップ細則』に準じる。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

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

る企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会としても意義が大き

いものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシップは非常に価値ある体験

と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

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

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

池上要靖：火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

池上要靖：宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t21735] インターンシップⅡ〈R2以前入学者〉

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者
木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

将来の就職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計10日間

のインターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

について纏めること。

【成績評価（方法・基準）】

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

大学インターンシップ細則』に準じる。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

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

る企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会としても意義が大き

いものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシップは非常に価値ある体験

と思われます。

１、受講資格

（１）一般企業等へのインターンシップ

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

（２）身延山久遠寺及び寺院等へのインターンシップ

　信行道場に入行できる程度の読経・所作及び声明のできる学生。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

池上要靖：火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

池上要靖：宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t31738] インターンシップⅢ〈R2以前入学者〉

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者

木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

将来の就職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計10日間

のインターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

について纏めること。

【成績評価（方法・基準）】

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

大学インターンシップ細則』に準じる。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

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

る企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会としても意義が大き

いものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシップは非常に価値ある体験

と思われます。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

望月真澄：水曜日１時限目、質問はemailでも可（smochi(a)min.ac.jp）

伊東久実：火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00（ito(a)min.ac.jp）

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

望月真澄：博物館学芸員として勤務経験あり。

伊東久実：なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 全専攻共通　専門科目 キャリア系科目

講義名 [t41741] インターンシップⅣ〈R2以前入学者〉

期　間 通年 （1回） 単 位 数 必修 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者

木村 中一 キムラ チュウイチ kimura chuichi [kimura(a)]

望月 真澄 モチヅキ シンチョウ mochizuki shincho [smochi(a)]

伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

将来の就職先について、この体験が役立つようにすることを到達目標とする。インターンシップを行うことにより地域理解、

会話力、実践力がつく。またこの体験が将来の就職先に役立つようにすることを到達目標とする。具体的には主に（１）課題設

定を自ら行い（２）問題意識をもって、その解決法を構想・計画する。（３）そしてその構想計画に基づいて実行した結果を振

り返り改善策を構築することを目標とする。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

望者は、一定期間一般企業へ、僧道への就職希望者は身延山久遠寺及び本学周辺の仏具販売店等への就業体験を行う。合計10日間

のインターンシップを行うことにより、２単位を修得できる。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

について纏めること。

【成績評価（方法・基準）】

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

大学インターンシップ細則』に準じる。

【授業計画（各回の授業内容）】

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

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

る企業は年々増加しています。特に中小企業やベンチャー企業にとっては、優秀な人材と出会う機会としても意義が大き

いものといわれています。また、僧道を目指す場合も、久遠寺や仏具店においてのインターンシップは非常に価値ある体験

と思われます。

第1回

【教科書・参考書】

特にない。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

木村中一：火曜日４時限目、水曜日２時限目、質問はemailでも可（kimura(a)min.ac.jp）

望月真澄：水曜日１時限目、質問はemailでも可（smochi(a)min.ac.jp）

伊東久実：火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00（ito(a)min.ac.jp）

【実務経験】

木村中一：宗教法人法養寺代表役員

望月真澄：博物館学芸員として勤務経験あり。

伊東久実：なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt113] 保育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

保育の基本的な理念や意義について概説します。保育における子ども理解を基盤として、子どもとのかかわり方や子育て支援の在

り方について、具体的に理解を促します。

キーワード：保育の基本、子ども理解、現代的課題

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

この授業を受けることにより、保育実践に必要となる子どもの理解や発達の捉え方、さらに保育の制度や現状について理解するこ

とができます。また、子育て支援の内容や方法について、施設の活動に参加することで理解を深めることができます。この授業を

とおして「思考力」、「表現力」、「コミュニケーション力」を習得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

主として講義形式ですが、ディスカッションなど活発な意見交流を促し双方向授業を行います｡ 理解を深めるために地域の保育

所、児童館等で実地に学ぶフィールドワークも含めます(保育施設訪問後のフィードバックを大切にする)。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

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

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

保育とは何か第1回

保育の基本となること（1）第2回

保育の基本となること（2）第3回

保育の基盤としての子ども観　第4回

保育における「子ども理解」とは第5回

子どもの発達を捉える「まなざし」第6回

子ども理解を深めるために－「子どもの声を聴く」ことから第7回

環境による保育とは第8回

子どもが育つ環境の基本第9回

現代の子育てと子育て支援（1）第10回

現代の子育てと子育て支援（2）第11回

保育の実際について(１)－子育て支援施設訪において子育て支援イベントに参加－第12回

フィードバック第13回

保育の現状と課題第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：『新しい保育講座　保育原理』渡邉英則 (ミネルヴァ書房） 2018。参考書：『育ての心（上）倉橋惣三文庫』・ 『育

ての心（上）倉橋惣三文庫』津守真著（フレーベル館）1988年、『子ども理解と援助』高嶋景子著（ミネルヴァ書房） 2011年。

【学生へのメッセージ】

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

あるので注意すること｡

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00

【実務経験】

私立幼稚園教諭、国立大学附属幼稚園教諭。保育者経験を生かして、保育の現場での表現活動について実践に生かせる技術

や指導方法を伝えます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt115] 教育原理

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 田沼 朗 タヌマ アキラ tanuma akira [tanuma(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

教育の思想や理念と制度の変遷、現代の教育が直面する課題について概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

近代から現代に至る日本の教育の思想と歴史をたどり､ 現在子どもが直面する課題と子どもの権利を保障する教育改革の原理およ

びその内容を探りたい｡子どもが直面する課題と教育改革の理論とその内容について理解できることを目標とする。この授業で

は、多様な学問の考え方、地域理解、異文化理解、批判的、論理的思考力についての修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

基本的に講義形式。教科書は特に使用しない｡ 授業ごとに資料を配布し参考文献を紹介する｡学生諸君との対話も考えたい。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うこと。事前学修：あらかじめ指示されたテキストや資料を読み、自

分の意見をまとめておく。事後学修：授業を振り返り、要点をノートに整理する。

【成績評価（方法・基準）】

レポートを含む期末試験70％、授業への取組の姿勢30％

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション ーコロナ禍の中で明らかになった学校教育の課題第1回

近代公教育制度の発足 (１) 近代学校成立の意味第2回

近代公教育制度の発足 (２) 教育目的をめぐる論争第3回

教育勅語の成立とその意味第4回

大正新教育運動と教育改革第5回

ファシズムと教育第6回

戦後教育改革 (１) 敗戦と教育第7回

戦後教育改革 (２) 日本国憲法、教育基本法の成立とその思想第8回

教育の逆コース第9回

高度成長期の教育思想第10回

現代教育問題 (１) おちこぼれ・体のおかしさ・非行・家庭内暴力第11回

現代教育問題 (２) 校内暴力・管理教育（体罰、校則）第12回

現代教育問題 (３) いじめ・不登校第13回

新自由主義改革の展開とその矛盾…格差と貧困第14回

子どもの権利条約の精神の意義、まとめ第15回

【教科書・参考書】

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

い｡ 適宜資料を配布し、参考文献を紹介する。とりあえず竹内常一 『少年期不在』(青木書店)､ 竹内常一 『子どもの自分くずし

と自分つくり』(東京大学出版会)､ 田沼朗・他編 『いま､ なぜ教育基本法の改正なのか』(国土社)､ 山住正己 『日本教育小史』

(岩波書店)、日本子どもを守る会編『子ども白書　2020　子どもコロナクライシス』（かもがわ出版）に目を通しておいてほしい

。

【学生へのメッセージ】

日頃から新聞、雑誌の教育記事に関心を持ってほしい。

【オフィスアワー】

月曜日12時から13時、火曜日12時から12時30分、水曜日12時から13時。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt211] 高齢者福祉論／高齢者

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

高齢者の定義と特性を踏まえ、高齢者とその家族の生活とこれを取り巻く社会環境について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

高齢者に対する法制度と支援の仕組みについて概説する。〈コンピテンシー：健康力、地域理解、情報収集力、情報分析力、情報

構成力、読解力、傾聴力、会話力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書、参考書、各種資料を通して、受講者の高齢者への理解度を深めていきます。また同時に今後必要とされる資料を読み取る力を

高めていきます。加えて現実に起きている高齢者問題についてグループ討議などの方法で、多角的にものを考える力つけていき

ます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学修では、各回の講義内容についてシラバスに記載した教科書、参考書による学修を毎回2時間以上行うこと。事後の学修

では、配布プリントの内容について授業の復習を2時間以上行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業内テスト（40％）、学力確認テスト（50%）、授業参画度（10％）。授業参画度は毎回のリアクションペーパーなどにより総合

評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

高齢者の定義と特性第1回

高齢者の生活実態　(介護需要、介護予防)第2回

高齢者を取り巻く社会環境第3回

高齢者福祉の歴史第4回

高齢者福祉の理念　(人権の尊重、尊厳の保持、介護保険法)第5回

高齢者観の変遷　　(敬老思想、エイジズム、社会的弱者、アクティブエイジング)第6回

高齢者福祉制度の発展過程第7回

高齢者に対する法制度第8回

老人福祉法第9回

高齢者の医療の確保に関する法律第10回

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11回

育児・介護休業法の概要第12回

高齢者と家族等の支援における関係機関と専門職の役割第13回

高齢者と家族等に対する支援の実際第14回

高齢者領域における社会福祉士の役割第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新・社会福祉士養成講座　第１３巻　高齢者に対する支援と介護保険制度｣（中央法規出版 ）2019年。参考書：『よくわ

かる高齢者心理学』佐藤眞一（ミネルバ書房）2016年『高齢者福祉論（初めて学ぶ社会福祉）』杉本敏夫（ミネルバ書房）2016年

。

【学生へのメッセージ】

「少子高齢化社会」は日本の喫緊の課題ですが、何が問題なのか受講生一人一人が問題意識を持つよう望みます。授業では

メディアで報道されていることにも触れますので、自分の考えをまとめられるよう望みます。

【オフィスアワー】

火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt227] 社会福祉調査の基礎／社会調査の基礎

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 國枝 俊弘 クニエダ トシヒロ kunieda toshihiro [kunieda(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

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

の視点で、社会調査の目的、歴史と社会的意義について概説します。既存の社会調査の活用方法、および基本的な社会調査の設計方

法を指導します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会調査に関する基本的事項、社会調査の目的、歴史、方法論、各種調査方法とその長所と短所、調査倫理など知識と設計、分析の

技本的な技能の習得を目標とします。この授業をとおして「情報収集力」、「情報分析力」、「情報構成力」の修得を目指しま

す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

資料を用いての講義形式がベースに、可能な範囲で授業内で調査に関連するワーク、一般に公開されている社会調査データを探し

解釈した結果の発表・ディスカッション等も行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ1時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前・事後では、課題、学習講義中に作成したノートを見

直しを行い、理解を深め、不明点を明確にすること。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト（80%）、およびレポート／課題（20%）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

社会調査とは－社会調査の目的－第1回

社会調査における倫理と個人情報の取り扱い第2回

社会調査の種類第3回

量的調査の手順第4回

アンケート票の設計の技術第5回

量的データの処理と解釈第6回

統計法（１）基礎的な統計処理第7回

統計法（２）多変量解析第8回

調査設計実習第9回

質的調査の特徴と種類第10回

観察法と面接法第11回

社会福祉における質的データの取り扱い第12回

インタビュー実習第13回

社会調査の実施におけるIT技術の活用第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

教科書なし。参考書：宮本和彦・梶原孝之・山村豊編著『社会福祉士シリーズ５　社会調査の基礎』（弘文堂）2008年、NHK放送文

化研究所編集『現代日本人の意識構造[第九版]』（NHK放送文化研究所）2020年、木本書店・編集部『2020年版　白書の白書」

（木本書店）2020年。

【学生へのメッセージ】

様々な情報が発信される現代社会において調査リテラシーは、社会福祉の場面だけでなく日常生活でも求められる力です。社会福

祉に関わらず身近な情報について考え、発信することを求めます。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

社会調査会社に所属し、社会調査の実務だけでなく、統計分析の企業への支援を行っています。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt229] 福祉サービスの組織と経営

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 楢木 博之 ナラキ ヒロユキ naraki hiroyuki [naraki(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

福祉サービスとは何か、福祉サービスに係わる団体とは何か、福祉サービスを経営するために必要はことは何か等について説明

し、社会福祉士が福祉サービスの組織と経営を学ぶ意義を考えていく。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

福祉サービスに係わる組織や団体（社会福祉法人・医療法人・特定非営利活動法人・営利法人、市民団体、自治会など）について理

解できる。福祉サービスの組織と経営に係わる基礎理論について理解できる。福祉サービスの経営と運営管理について理解する

。この授業をとおして「地域理解」、「読解力」、「課題設定力」の修得を目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

ペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習：毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題：授業の要点をリアクションペーパーまとめて提出する（120

分～）

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

福祉サービスにおける組織と経営第1回

福祉サービスにおける組織と団体（法人とは）第2回

福祉サービスにおける組織と団体（社会福祉法人等）第3回

福祉サービスの組織と経営の基礎理論第4回

集団力学における基礎理論・リーダーシップ第5回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第6回

福祉サービスの管理運営の方法（サービス管理）第7回

苦情対応とリスクマネジメント第8回

サービス提供のあり方の方向性第9回

福祉サービスの管理運営の方法（人事管理と労務管理）第10回

人材育成第11回

専門職のキャリアアップ第12回

福祉サービスの管理運営の方法（会計管理と財務管理）第13回

福祉サービスの管理運営の方法第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

｢新・社会福祉士養成講座　第11巻　福祉サービスの組織と運営（第5版）」中央法規出版　2017年

【学生へのメッセージ】

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

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

【オフィスアワー】

毎週授業前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

社会福祉士
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt231] 社会保障論Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木 寛之 タカギ ヒロユキ takagi hiroyuki [takagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会保障制度の基本的な考え方としくみを理解するとともに、社会保障の現状と課題を捉える。社会保障を学ぶことは「私たちの

日常生活にも役に立つ」ことであるし、社会全体の生きづらさを明らかにし国が保障すべき生活の水準を考える貴重な機会で

もある。イギリスの社会保障の歴史から貧困を克服するために私たち国民が作り上げてきた社会保障制度をよく理解し、現代社会

における問題と課題を自分たちの生活に照らして考えられるようにする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

社会保障制度、社会保障の概念、理論と政策の歴史を理解し、社会保障の財政、機能、問題点を学ぶ。

〈コンピテンシー：情報収集力、情報分析力、批判的思考力、論理的思考力、課題設定力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキスト、映像資料の内容を参照しながら講義形式で進める。毎回コメントペーパーを書いてもらい理解度を確認しながら進め

ていく。試験では講義やレジュメの内容に基づきその理解度を確認する。そして、援助方法について理解できるよう、小グル

ープによる事例検討などを交えた授業にしていく。社会福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目である。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ4時間程度の授業外学修が必要です。事前学習：テキストをあらかじめ読み、レポートを作成するこ

と。質問事項をまとめておくこと。事後学習：テキスト復習し、分からないところなどを明確にしておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

評価方法及び基準：授業内コメントペーパー（３点×13回=39点）、レポート（10点×５回＝50点）学力確認テスト（レポート

形式・11点）の合計100点満点で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション：私のライフステージと社会保障第1回

現代社会と社会保障：人口動態の変化第2回

現代社会と社会保障：経済環境の変化第3回

現代社会と社会保障：労働環境の変化第4回

社会保障の概念や対象およびその理念：社会保障の概念と範囲第5回

社会保障の概念や対象およびその理念：社会保障の役割と意義第6回

社会保障の概念や対象およびその理念：社会保障の理念第7回

社会保障の概念や対象およびその理念：社会保障の対象第8回

社会保障の概念や対象およびその理念：社会保障制度の展開第9回

社会保障の現状と課題第10回

社会保障の財政：社会保障の財政第11回

社会保障の財政：社会保障給付費・内訳・動向第12回

社会保障の財政：国民負担率第13回

社会保障の財政：社会保障と経済第14回

まとめと振り返り＋学力確認テスト第15回

【教科書・参考書】

『社会保障（最新・社会福祉士養成講座）』第１版（中央法規出版）2021年

【学生へのメッセージ】

社会保障制度の理解は困難を極めますが現代社会を生きる上では必ず必要になる知識です。苦労しながらも身につければ必ず役

に立ちます。社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義です。両方を受講してください。社会福祉士国家試験科目ですので、受験希望者は必ず

受講してください。 

【オフィスアワー】

毎週授業前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt233] 社会保障論Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木 寛之 タカギ ヒロユキ takagi hiroyuki [takagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会保障とは何か、社会福祉における医療制度の考え方と制度への理解、制度を活用する専門職への専門性、意義と実際を概説し

ます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

この社会保障論Ⅰは、社会保障論Ⅱの内容を引き継ぎ、主に医療保険制度について取り上げる。また、現在ニュースでも話題にな

る時事的なトピックを取り上げることにより、社会福祉を考える上での社会保障制度の視点を身につけるとともに、日常生活と社会保

障制度の結びつきについても理解を深められるようにする。

（知識・理解）

医療保険制度を中心とした具体的な社会保険制度について理解し、説明できる。社会保障制度にまつわる最新の動向のうちいく

つかについて理解し、説明できる。

（思考・技能・実践）

医療保険制度についての理論を理解したうえで、現代の同制度が抱える問題点について自分の見解を抱くための基礎を身につ

ける。最新の社会保障制度を巡るトピックについてその概要を理解したうえで、自身の見解を抱く基礎を身につける。

〈コンピテンシー：情報収集力、情報分析力、批判的思考力、論理的思考力、課題設定力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキスト、映像資料の内容を参照しながら講義形式で進める。毎回コメントペーパーを書いてもらい理解度を確認しながら進め

ていく。試験では講義やレジュメの内容に基づきその理解度を確認する。そして、援助方法について理解できるよう、小グル

ープによる事例検討などを交えた授業にしていく。社会福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目である。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ4時間程度の授業外学修が必要です。事前学習：テキストをあらかじめ読み、レポートを作成するこ

と。質問事項をまとめておくこと。事後学習：テキスト復習し、分からないところなどを明確にしておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

評価方法及び基準：授業内コメントペーパー（３点×13回=39点）、レポート（10点×５回＝50点）学力確認テスト（レポート

形式・11点）の合計100点満点で評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション：我々のライフステージと社会保障第1回

社会保険・社会扶助・民間保険の関係：保険と扶助の考え方第2回

社会保険・社会扶助・民間保険の関係：社会保険と社会扶助の考え方第3回

社会保険・社会扶助・民間保険の関係：社会保険と民間保険の現状第4回

社会保険制度の体系：医療保険制度の概要第5回

社会保険制度の体系：介護保険制度の概要第6回

社会保険制度の体系：年金制度の概要第7回

社会保険制度の体系：労災保険制度と雇用保険制度の概要第8回

社会保険制度の体系：生活保護制度の概要第9回

社会保険制度の体系：社会手当制度の概要第10回

社会保険制度の体系：社会福祉制度の概要第11回

諸外国における社会保障制度：諸外国の社会保障第12回

諸外国における社会保障制度：社会保障の国際比較第13回

諸外国における社会保障制度：社会保障の国際化第14回

まとめと振り返り＋学力確認テスト第15回

【教科書・参考書】

『社会保障（最新・社会福祉士養成講座）』第１版（中央法規出版）2021年

【学生へのメッセージ】

社会保障制度の理解は困難を極めますが現代社会を生きる上では必ず必要になる知識です。苦労しながらも身につければ必ず役

に立ちます。社会保障論ⅠとⅡは一続きの講義です。両方を受講してください。社会福祉士国家試験科目ですので、受験希望者は必ず

受講してください。 



【オフィスアワー】

毎週授業前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt235] 地域福祉と包括的支援体制Ⅰ／地域福祉の理論と方法Ⅰ

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

地方行政において1990年以降「地方分権化・地域主権化」が進み、多様な計画化が市町村行政に求められています。従来の縦割

的対応の社会福祉の考え方を改める新しい「地域福祉」とは何か、新たなシステムとは何かについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①地域福祉の基本的な考え方、展開、動向について理解する。②地域福祉における主体と対象を理解し、住民の主体形成の概念を

理解する。③地域福祉を推進するための、福祉行財政の実施体制と果す役割について理解する。④地域福祉計画をはじめとした福祉

計画の意義・目的及び展開を理解する。⑤包括支援体制の考え方と、多職種及び他機関協働の意義と実際について理解する。⑥

地域生活課題の変化と現状を踏まえ、包括的支援体制における社会福祉士及び精神保健福祉の役割を理解する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

システムについて理解します。適宜、ビデオ等の視聴覚教材を使用します。本授業は、学生との双方向授業です。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うことを求めます。事前の学習では、該当するテキストの章を読む

こと。事後に学習では、授業で学んだ内容が実社会でどのように具現化されているのかを調べること。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（30％）、学力確認テスト（60％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

地域福祉の概念と理論（概念・構造・機能・共生社会）第1回

地域福祉の歴史（セツルメント・COS　社会福祉基礎構造改革等）第2回

地域福祉の動向（コミュニティソーシャルワーク）第3回

地域福祉の推進主体（地方自治体・NPO・社会福祉協議会）第4回

地域福祉の主体と形成（当事者・ボランティア・住民主体）福祉行政システム第5回

国の役割と地方との関係（地方分権・法定受託事務と自治事務）第6回

都道府県・市町村の役割第7回

福祉行政の組織（福祉事務所・児童相談所・地域包括支援センター）第8回

福祉行政の専門職（児童福祉士・福祉事務所の現業員等）第9回

福祉における財源（国と地方の財源）第10回

福祉計画の意義・目的と展開（福祉計画の歴史・福祉行財政と福祉計画の関係等）第11回

福祉計画の意義・目的と展開（福祉計画の種類）第12回

市町村地域福祉計画・都道府県地域福祉支援計画の内容）第13回

福祉計画の策定過程と方法　福祉計画の実態と評価（課題把握・モニタリング）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：新・社会福祉士養成講座　９　地域福祉の理論と方法－地域福祉　社会福祉士養成講座編集委員会編　中央法規。参考書：『

地域福祉援助をつかむ』岩間伸之（有斐閣）2012年、『地域福祉論』岡村重夫（光生館）2009年。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

地域福祉の理論と方法は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となっており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における社

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

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

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時間目（大学事務室を通じて予約してください。

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt237] 地域福祉と包括的支援体制Ⅱ／地域福祉の理論と方法Ⅱ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

地方行政において1990年以降「地方分権化・地域主権化」が進み、多様な計画化が市町村行政に求められています。従来の縦割

的対応の社会福祉の考え方を改める新しい「地域福祉」とは何か、新たなシステムとは何かについて概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①地域福祉の基本的な考え方、展開、動向について理解する。②地域福祉における主体と対象を理解し、住民の主体形成の概念を

理解する。③地域福祉を推進するための、福祉行財政の実施体制と果す役割について理解する。④地域福祉計画をはじめとした福祉

計画の意義・目的及び展開を理解する。⑤包括支援体制の考え方と、多職種及び他機関協働の意義と実際について理解する。⑥

地域生活課題の変化と現状を踏まえ包括的支援体制における社会福祉士及び精神保健福祉の役割を理解する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

システムについて理解します。適宜、ビデオ等の視聴覚教材を使用します。本授業は、学生との双方向授業です。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うことを求めます。事前の学習では、該当するテキストの章を読む

こと。事後に学習では、授業で学んだ内容が実社会でどのように具現化されているのかを調べること。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（30％）、レポート（30％）、学力確認テスト（60％）により総合評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

地域社会の概念と理論第1回

地域社会の変化　（世帯構成・過疎化・地域間格差等）第2回

多様化・複雑化した地域生活課題の現状とニーズ（ひきこもり・ニート・災害）第3回

地域福祉と社会的孤立（社会的排除・セルフネグレクト）地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制第4回

包括的支援体制（考え方とその展開）第5回

地域包括ケアシステム（考え方とその展開・子育て世代包括支援センター）第6回

生活困窮者自立支援の考え方（理念・実際）第7回

地域共生社会の実現に向けた各種施策（多機関協働による包括的支援体制）地域共生の実現に向けた多機関協働第8回

多機関協働を促進する仕組（総合相談・地域ケア会議・要保護児童対策地域協議会）第9回

多職種連携。福祉以外の分野との機関協働の実際　地域共生の実現に向けた多機関協働第10回

非常時や災害時における法制度（災害対策基本法・災害救助法・避難計画）第11回

非常時や災害時における総合的かつ包括的な支援（災害時要援護者支援等）地域福祉と包括的支援体制の課題と展望第12回

地域福祉ガバナンス（ガバナンスの考え方・住民自治・プラットホームの形成と運営）第13回

地域共生社会の構築（地域共生社会・地域力の強化）第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：新・社会福祉士養成講座　９　地域福祉の理論と方法－地域福祉　社会福祉士養成講座編集委員会編　中央法規。参考書：『

地域福祉援助をつかむ』岩間伸之（有斐閣）2012年、『地域福祉論』岡村重夫（光生館）2009。

【学生へのメッセージ】

〈大学コンソーシアムやまなし及びやまなし未来創造教育プログラム単位互換科目〉

地域福祉の理論と方法は、社会福祉法制定以降の社会福祉の主流となっており、利用者本位の社会福祉の構築とともに、地域における社

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

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

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時間目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt239] ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ／社会福祉援助技術論Ⅳ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉推進のための相談援助(ソーシャルワーク)の意義・形態・方法を明確にし、ソーシャルワーク実践のために必要な知識と

方法論を学修することにより実践に必要な知識や技術を習得する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①人と環境との交互作用に関する理論とミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワークについて理解する。②ソーシ

ャルワークの様々な実践モデルとアプローチについて理解する。③ソーシャルワークの過程とそれに係る知識と技術について理

解する。④コミュニティワークの概念とその展開について理解する。⑤ソーシャルワークにおけるスーパービジョンについて

理解する.この授業を通し「地域理解」「情報分析力」「情報構成力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

ソーシャルワーク実践の基礎となる専門性について視聴覚教材やプリントを用いて学習し、実践の場において応用できるよう様

々な課題を提示します。様々な地域実践例を基に「地域の課題発見」から「課題解決」まで誰がどのような段階を踏まえて、地

域を構成していくのかを分析していきます。また、「地域福祉」を理解できるよう様々な事例を比較検討していきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では毎回２時間以上の事前・事後の学修をおこなうことを求めます。事前の学修では該当するテキストの章を読むこと。事

後の学修では授業で学んだ内容が実社会ではどのように具現化されているのかをまとめること。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト50％・レポート提出30％・リアクションペーパー20％の配分で評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

ケアマネジメント：ケアマネジメントの原則　ケアネジメントの歴史　適用と対象第1回

ケアマネジメント：ケアマネジメントの意義と方法　意義　プロセス　モデル第2回

集団を活用した支援：グループワークの意義と目的（グループダイナミクス）第3回

集団を活用した支援：グループワークの原則（個別化・受容・参加・体験の原則）第4回

集団を活用した支援：グループワークの原則（葛藤解決・制限・継続評価の原則）第5回

集団を活用した支援：グループワークの展開過程（準備期　開始期　作業期　終結期）第6回

集団を活用した支援：セルフヘルプグループ（共感性　分かち合い　ヘルパーセラピー原則）　　　　　　　　　　　第7回

コミュニティワーク：コミュニティワークの意義と目的（ソーシャルインクルージョン）第8回

コミュニティワーク：コミュニティワークの展開（地域アセスメント　地域課題の発見・認識）第9回

コミュニティワーク：コミュニティワークの展開（実施計画とモニタリング組織化　社会資源の開発　評価と実施計画の更新）第10回

ソーシャルワークの記録：記録の意義と目的（ソーシャルワークの質の向上）第11回

ソーシャルワークの記録：記録の方法と実際（文体・項目・図表）第12回

スーパービジョンとコンサルテーション：スーパービジョンの意義・目的・方法（定義・機能・方法　関係性）　第13回

スーパービジョンとコンサルテーション：コンサルテーションの意義・目的・方法（定義　関係性　方法）第14回

スーパービジョンとコンサルテーション：まとめ第15回

【教科書・参考書】

教科書：「新・社会福祉士養成講座　第８巻相談援助の理論と方法Ⅱ」（中央法規出版）2016年。参考書：「福祉専門職のための

統合的・多面的アセスメント」渡部律子（ミネルヴァ書房）2019年。

【学生へのメッセージ】

日本の社会福祉で求められている「地域福祉」「コミュニティソーシャルワーク」とはどのようなものなのか。自分とどのような

関りがあるのかを自分の問題として学修に取り組むようにしてください。

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時間目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

山梨県中央市社会福祉協議会7年。地域福祉全般の業務、相談業務等に携わっていた経験を活かした授業にしたいと考えます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt321] 家庭教育

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 田淵 和子 タブチ カズコ tabuchi kazuko [tabuchi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

家庭で子どもを教育する際の基礎知識の修得を目指す。また学生自身が子どもや保護者の支援方法の視点を培うことができるよう、具

体的に説明をする。現代の家庭教育について子どもや家庭教育をめぐる諸問題について各回で取り上げ、受講生の理解を深める

。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

にチャレンジできる知識や技術を習得できる。この授業をとおして「健康力」、「地域理解」、「実行力」の習得を目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

る。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

る情報収集等の予習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業内容確認テスト（80％）、授業への取り組み(20％）。授業への取り組みは、毎回のリアクションペーパーなどにより評価する

。

【授業計画（各回の授業内容）】

家庭教育とは？／現代の家庭教育における課題第1回

子どもの発達と家庭教育（その１）第2回

子どもの発達と家庭教育（その２）第3回

遊ぶこととしつけ第4回

しつけをバッドサイクルからグッドサイクルへ／家庭教育のポイント第5回

家庭教育がうまくいかなくなるとき第6回

子どもの発達を促す日常生活の工夫第7回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方（その１）第8回

子どもがかかえる要因別生活スキルの身につけ方（その２）第9回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方（その１）第10回

子どもがかかえる要因別ソーシャルスキルの身につけ方（その２）第11回

子どもがかかえる要因別運動スキルの身につけ方第12回

子どもがかかえる要因別認知／学習スキルの身につけ方第13回

育てにくい子どもの家族支援第14回

まとめ：授業全体の振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：毎回プリントを配布する。参考書：『家庭教育論』住田正樹著（放送大学教育振興会）2013年、『現代の家庭教育』田

中理恵編著（放送大学教育振興会）2018年、むずかしい子を育てるペアレント・トレーニング』野口啓示著（明石書店）2013年

、『無条件の愛情　自主性を育む家庭教育』アルフイー・コーン著、友野清文・飯牟禮光里訳（丸善プラネット）2020年、『イ

ラスト版 発達障害児の楽しくできる感覚統合―感覚とからだの発達をうながす生活の工夫と遊び』太田篤志著（合同出版）

2019年、『発達が気になる子への生活動作の教え方』鴨下賢一編著（中央法規）2019年、『発達が気になる子へのスモールステ

ップではじめる生活動作の教え方』鴨下賢一編著（中央法規）2020年、『発達が気になる子へのソーシャルスキルの教え方』

鴨下賢一編著（中央法規）2020年、『育てにくい子の家族支援、親が不安・自責・孤立しないために支援者ができること』高山恵子

著（合同出版）

【学生へのメッセージ】

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

わる場合には、子育て支援について知識と技術を必要とします。



【オフィスアワー】

月曜日：14:00～15:30、水曜日：12:30～13:30、e-mail：tabuchi(a)min.ac.jp

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt341] ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅰ／社会福祉援助技術論Ⅴ

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

相談援助実習、相談援助演習につながる科目として、「実践能力」を身につけるための相談援助の理論と方法の基礎を学修しま

す。相談援助の実践場面において応用できる理論としてと方法の基本的事項について、対象者への支援と実践理論の接点を概説し

ます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①社会福祉士として多様化・複雑化する課題に対応するため、より実践的かつ効果的なソーシャルワークの様々な理論と方法を理

解する。②支援を必要とする人との援助関係の形成やニーズの掘り起こしを行うための、知識と技術について理解する。③社会資

源の活用の意義を踏まえ、地域における社会資源の開発やソーシャルアクションについて理解する。④個別i事例の

具体的な解決策及び事例の共通性や一般性を見出すための、事例分析の意義や方法を理解する。この授業を通して「課題設定力

」「情報収集力」「論理的思考力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に講義形式で授業を行います。授業中に毎回、いくつか課題を提示します。課題について自分の考えをまとめ、そ

こから得た新たなテーマを設定し課題解決に向けた方法を模索します。このような方法で実践力を身につける授業を行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前の学習では、各回の講義内容についてシラバスに記載した参考書による事前学修を毎回2時間以上行うこと。事後の学習では、

配布プリントの内容に基づき授業の復習を2時間以上行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認期末レポート（50％）リアクションペーパーの内容（30％）授業参画度（20％）を総合的にて評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：援助関係の意義と概念第1回

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：援助関係の形成方法（自己覚知と他者理解）第2回

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：援助関係の形成方法（コミュニケーションとラポール）第3回

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：面接技術（面接の意義・目的・方法・留意点）第4回

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：面接技術（面接の場面と構造・技法）第5回

ソーシャルワークにおける援助関係の形成：アウトリーチ（意義・目的・方法）     第6回

ソーシャルワークにおける社会資源の活用・調整・開発：社会資源の活用・調整・開発の意義・目的・方法第7回

ソーシャルワークにおける社会資源の活用・調整・開発：ニーズの集約・計画策定・実施評価第8回

ソーシャルワークにおける社会資源の活用・調整・開発：ソーシャルアクション第9回

ネットワークの形成：ネットワーキングの意義・目的・方法第10回

ネットワークの形成：セーフティーネットの構築とネットワーキング第11回

ネットワークの形成：家族・住民とサービス提供者間のネットワーキング第12回

ネットワークの形成：ミクロ・メゾ・マクロにおけるネットワーキング第13回

ネットワークの形成：多様な分野の支援機関とのネットワーキング第14回

ネットワークの形成：コーディネーション第15回

【教科書・参考書】

「相談援助の理論と方法Ⅱ（第３版）」中央法規出版 社会福祉士養成講座　2015年　「私たちの暮らしとソーシャルワークⅡ」

高井由紀子　保育出版社　2016年　「アセスメント技術を高めるハンドブック（第2版）」近藤直司　明石出版　2015年

【学生へのメッセージ】

この授業では毎回2時間以上の事前・事後の学修をおこなうことを求めます。事前の学修では該当するテキストの章を読むこと。事

後の学修では授業で学んだ内容が実社会ではどのように具現化されているのかをまとめること。

【オフィスアワー】

火曜日10：00～12：00と水曜日1時限目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

福祉士、社会福祉協議会・老人福祉センター等福祉行政機関等での相談援助の実務
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt347] 児童・家庭福祉／子ども家庭福祉論／児童福祉論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 小田切 則雄 オタギリ ノリオ otagiri norio [otagiri(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

(1)子ども・児童福祉の必要性についての基本的視点について学ぶ。(2)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）の実態を含む。）について理解する。(3)児童・家庭福祉制度の発展過程につ

いて理解する。(4)児童が健全に成長・発達する権利を有していることを理解する。(5)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及びサービス体系について理解する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

福祉の歴史や児童福祉法及びその他の関連法規について学び、今後必要な施策などについて理解させる。〈コンピテンシー：多様

な学問の考え方、地域理解、情報収集力、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会話力、文章表現力、口頭発表力、論

理的思考力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

教科書に沿って進めます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

解に努めること。事前事後学習時間についてはそれぞれ120分を目安とする。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（25％）、試験結果（75％）などを総合的に評価する。受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟

読し、用語の理解に努めること。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

【授業計画（各回の授業内容）】

はじめに：児童福祉とは。子ども(児童)家庭福祉の理念第1回

児童福祉の理念。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
第2回

児童・家庭福祉制度の発展過程・日本及び欧米における児童福祉の歩み第3回

児童の定義と権利（子どもの権利）第4回

児童福祉法（法形系と体制）第5回

児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）・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）第6回

母子及び寡婦福祉法・母子保健法・児童手当法・現代社会と児童家庭福祉問題第7回

児童扶養手当法・特別児童扶養手当等の支給に関する法律第8回

次世代育成支援対策推進法・少子化社会対策基本法・売春防止法第9回

児童・家庭福祉制度における組織及び団体の役割と実際第10回

児童・家庭福祉制度における専門職の役割と実際及び、児童・家庭福祉制度における多職種連携、ネットワーキングと実際第11回

児童福祉の財政と児童相談所の役割と実際第12回

福祉・保健・医療に係わる施策：子どもの健全育成第13回

福祉・保健・医療に係わる施策：子ども家庭福祉第14回

子ども(児童)家庭福祉動向：講義のまとめ第15回

【教科書・参考書】

『児童福祉論　新版　第4版』福祉士養成講座編集委員会編集（中央法規出版）2007年。

【学生へのメッセージ】

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

【オフィスアワー】

質問などは講義時間の前後で受け付ける。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt349] 貧困に対する支援／公的扶助論

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 高木 寛之 タカギ ヒロユキ takagi hiroyuki [takagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

公的扶助とは何か、社会福祉における公的扶助の考え方と生活保護制度、生活困窮者自立支援制度の概要と制度を必要とする人へ

の理解、制度を活用する専門職への専門性、意義と実際を概説します。この授業をとおして、情報収集力、情報分析力、批判的思

考力、論理的思考力、課題設定力の修得を目指します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

公的扶助の概念と貧困・低所得者問題について理解する。生活保護制度の概要とその基本原理・原則・種類及び権利と義務につ

いて理解する。生活保護制度の運営実施体制について理解する。貧困・低所得者への相談援助方法やその専門性、自立支援プログ

ラムの意義と実際について理解する。低所得者・ホームレスに対する援助方法について理解する。 

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキスト、映像資料の内容を参照しながら講義形式で進める。毎回コメントペーパーを書いてもらい理解度を確認しながら進め

ていく。試験では講義やレジュメの内容に基づきその理解度を確認する。そして、援助方法について理解できるよう、小グル

ープによる事例検討などを交えた授業にしていく。社会福祉士国家試験受験資格取得のための必修科目である。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ4時間程度の授業外学修が必要です。事前学習：テキストをあらかじめ読み、レポートを作成するこ

と。質問事項をまとめておくこと。事後学習：テキスト復習し、分からないところなどを明確にしておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

評価方法及び基準：授業内コメントペーパー（３点×13回=39点）、レポート（10点×５回＝50点）学力確認テスト（レポート

形式・11点）の合計100点満点で評価します。 

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション：私たちのライフステージと公的扶助第1回

公的扶助の概念第2回

貧困の概念と貧困状態にある人の生活実態第3回

貧困状態にある人を取り巻く社会環境第4回

貧困の歴史：貧困状態にある人に対する福祉の理念、貧困観の変遷、貧困に対する制度の発展過程第5回

生活保護制度第6回

生活保護の動向第7回

低所得者に対する法制度:生活困窮者自立支援制度第8回

低所得者に対する法制度:生活福祉資金貸付制度第9回

低所得者に対する法制度:低所得者対策、ホームレス対策第10回

貧困に対する支援における関係機関と専門職の役割：貧困に対する支援における公私の役割関係第11回

貧困に対する支援における関係機関と専門職の役割：国、都道府県、市町村の役割第12回

貧困に対する支援における関係機関と専門職の役割：福祉事務所の役割、自立相談支援機関の役割第13回

貧困に対する支援の実際第14回

まとめと振り返り＋学力確認テスト第15回

【教科書・参考書】

『貧困に対する支援（最新・社会福祉士養成講座）』第１版（中央法規出版）2021年

【学生へのメッセージ】

私たちの生活と隣り合わせに現出する貧困にしっかりと目を向けてください。社会福祉士国家試験の新カリキュラムでは必修科目

となりましたので、受験希望者は必ず受講してください。

【オフィスアワー】

毎週授業前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt351] 保健医療と福祉／保健医療

期　間 前期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木 博之 ナラキ ヒロユキ naraki hiroyuki [naraki(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

保健医療分野において、なぜ社会福祉士・精神保健福祉士の支援が求められているのかについて考える科目である。その上で支援に

必要な保健医療制度（診療報酬含む）、連携する多職種や地域の社会資源について理解を深める。さらに、体験学習や事例検討を

用いて保健医療サービスについて具体的に学習する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

医療保険制度（診療報酬に関する内容を含む）や保健医療サービスについて理解することで、制度の動向を調べ、相談援助活

動に必要な知識を増やすことができるようになる。保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解す

ることで、多職種の役割を理解することができる。この授業をとおして「情報収集力」、「読解力」、「課題設定力」の修得を

目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

ペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習：毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題：授業の要点をリアクションペーパーまとめて提出する・課

題レポートを作成する（120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

保健医療サービスとは第1回

保健医療サービスの変遷第2回

保健医療サービスの今日的課題第3回

医療連携と社会福祉士の役割第4回

医療法による医療施設の機能・類型第5回

保健医療政策による医療施設の機能・類型第6回

介護保険法による施設の機能・類型第7回

在宅支援のシステム第8回

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割１第9回

保健医療サービスにおける医療ソーシャルワーカーの役割２第10回

保健医療サービスの専門職の役割第11回

保健医療サービスの提供と経済的保障第12回

保健医療サービスにおける専門職の連携と実践第13回

保健医療サービスにおける地域の社会資源と連携の実践第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

「保健医療サービス（第5版）」　新・社会福祉士養成講座17　中央法規

【学生へのメッセージ】

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

い。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

社会福祉士
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt417] 仏教と社会活動

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 池上 要靖 イケガミ ヨウセイ ikegami yosei [ikegami(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

ボランティア活動と宗教的実践について学ぶ。ボランティアとは何か、具体的な活動の事例、遵守事項と振り返りにつての理解を

深め、間違いの起こらない活動、つまりはリスクを回避して、行うべき活動がしっかりと遂行できるノウハウを学ぶ。そして

、その活動の支柱となる仏教の精神性についての理解を深め、実際の活動との整合を確かめる。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

現代社会における実践的仏教行動論とその精神的基盤の紹介 (救援活動､ 現代社会における宗教活動､ 若年者との関わり､ 終末期

のヴィハーラ活動) と､ 自分自身のいのち、および現代社会における寺院・僧侶のあり方を考え、具体へと結び付けられるプロセ

スを学び、自己実現へのスキルを獲得できることを目標とする。この授業をとおして、「知識活用能力　（情報リテラシー）」、

「コミュニケーション力」、「表現力」、「思考力」、「課題探求力」の修得を目指す。��

【授業方法（フィードバックの内容）】

考え方の基礎となる部分を講義で、具体的な実践活動の紹介をディスカッションを通して学び、仏教福祉の社会活動に対する考

えをまとめる｡福祉施設の現状や問題を理解して、当事者に寄り添うことを学べるように事例を研究する。そして、実際の活動現

場に赴き、五感を使い体験を通して、スキルの獲得に努める。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回授業形態が異なるので事前学習に要する時間も異なるが、講義の場合は、概ね2時間の事前事後学習時間、演習の

場合は、事前が3時間、事後が2時間、活動現場に赴く際はその活動に見合った基礎スキルが獲得されるまでが事前学習と定め、事後

学習はその振り返りとする。

【成績評価（方法・基準）】

講義内容の確認を試験で30%、演習と事例研究が40%でレポートによる、そして実際の活動スキルが獲得されているかが30%（ルー

ブリック形式）である。

【授業計画（各回の授業内容）】

講座開設の趣旨、目的と成果、評価方法と仏教と福祉の関係からいのちに関するオートノミーの解説｡第1回

仏教的な社会貢献と身延山大学第2回

寄り添うとはどういうことか～大学の社会的貢献に関するディスカッション第3回

いのちの尊厳～福島の放射能汚染（DVDの視聴とディスカッション）第4回

東日本大震災と日本人の死生観第5回

若年者と仏教との関わり第6回

こども食堂や学習支援活動の方法第7回

こどもをどうやって支えていくか？（事例とディスカッション）第8回

ヴィハーラ活動とは何か。歴史的観点から定義する。第9回

高齢者との関わり方、障がい者との関わり方と仏教的方法論第10回

ヴィハーラ活動としての寺院のあり方を考える（事例とディスカッション）第11回

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

寺院の時代的ニーズを探る（永代供養、葬儀の必要性）第13回

仏教福祉活動の実践（実際の活動を行う）第14回

まとめ (実際の活動報告と振り返り）第15回

【教科書・参考書】

講義回ごとに紹介する。事前に購入するものは無いが、『仏教社会福祉入門』（法藏館）と『仏教社会福祉辞典』は頻繁に使用する

。

【学生へのメッセージ】

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

。

【オフィスアワー】

火曜日４時限目、金曜日４・５時限目。質問はメールでも可（ikegami(a)min.ac.jp)。

【実務経験】

宗教法人智寂坊代表役員、保護司、元教育委員、身延町ふるさと創生委員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt419] 青少年問題と社会教育

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者 栗田 真司 クリタ シンジ kurita shinji [kurita(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

青少年問題の背景にある青少年を取り巻く家庭、学校、地域社会などの環境の変化や、青少年自身の問題、大人や社会の価値観が

引き起こす問題などの特性と心理学的支援方法、社会教育の方法について解説します。それを踏まえて、各自が１つの問題を取り

上げ、その問題を解決するための具体的な援助方法について考察し、自分の考えを発表します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

青少年を取り巻く諸問題について理解し、問題の解決につながる青少年の社会教育活動を計画し、実践するための基礎的な能力

を身に付けることが目標です。この授業をとおして「情報収集力」、「情報分析力」、「課題設定力」、「改善力」の修得を目

指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

青少年問題の背景にある青少年を取り巻く家庭、学校、地域社会などの環境の変化や、青少年自身の問題、大人や社会の価値観が

引き起こす問題などについて、その問題を解決するための具体的な援助方法について考察し、自分の考えを発表します。

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ120分以上の事前・事後の学習を行うことを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

授業時提出物（振り返りカード、小レポート）：80%、総括発表：20%

【授業計画（各回の授業内容）】

対話型討論：「青少年とは誰を指すのか」、「青少年問題とはどのようなものか」第1回

青少年問題１：不登校、いじめ、虐待、引きこもり第2回

青少年問題２：発達障害を含む障害、非行・犯罪、貧困、ニート　　　第3回

中央青少年問題協議会（1949年）以降の社会教育の経緯　　　　　　　　　　　　　　第4回

地域教育力：学校教育・地域社会教育・家庭教育の協働　　　　　　　　第5回

少子化・超高齢社会がもたらす青少年への影響第6回

同年齢交流と異年齢交流の意義：競争意識と愛他意識第7回

自然体験活動、生活体験活動の特性と課題第8回

青少年問題への心理学的支援１：臨床心理学的視点による子ども理解第9回

青少年問題への心理学的支援２：認知行動療法の実際第10回

SNSなどのソーシャルメディアとメディアリテラシー：多くの友人よりもたった一人の親友第11回

人生における宗教や芸術のもつ意義と日本における問題点第12回

家庭でも学校でもない青少年の居場所づくり：新・放課後子ども総合プラン第13回

新しい社会教育施設：児童青少年センター「ゆう杉並」の挑戦第14回

総括発表第15回

【教科書・参考書】

文部科学省『高等学校学習指導要領解説公民編』2018年。栗田真司『子どもの心を育てるコミュニケーション』学術研究出版、

2017年。その他、講義の中で適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

受講前に各回のテーマについて自分の考えをまとめておきましょう。板書を写すだけのノートにならないノートの取り方について

も学びます。受講後は、ノートの整理を行い、講義内容の理解を深め次回に備えましょう。

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。メールでの連絡は、pico(a)olive.ocn.ne.jpにお願いします。

【実務経験】

臨床心理カウンセラー 10年
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [mwt455] 権利擁護を支える法制度／権利擁護と成年後見制度

期　間 後期 （15回） 単 位 数 必修 （2）福祉学専攻 種　類 講義

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

社会福祉法の改正に伴い、社会福祉のサービス利用のシステムが「措置制度」から「契約制度」に転換しました。契約制度に際し

て、判断能力の点で援助を必要とする人達が存在します。このような人たちの相談援助では支援する側に人権と社会正義などの

基本理念が必要とされます。「権利とは何か」「権利侵害とはどのようなことか」「どのように権利を擁護するか」を具体的

かつ体系的に理解を深めていきます。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

①法に共通する基礎的な知識を身につけるとともに、権利擁護を支える憲法、民法、行政法の基礎を理解する②権利擁護の意義

と支える仕組みについて理解する。③権利が侵害されている者や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。④権利擁護活動を実践する過程で直面しうる問題を、法的観点から理解する。⑤ソーシャルワークにおいて必要と

なる成年後見制度について理解する。この授業を通して「情報分析力」「批判的思考力」「論理的思考力」を修得することを目指

します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキスト、資料を基に体系的に講義します。また、講義後の受講生のリアクションペーパーに記載された内容についてフィード

バックを行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習120分：講義にのぞむ前には提示された課題について学習をしてくることを望みます。

事後学習120分：受講後はノートの整理を行い、講義内容の理解を深め、次回に備えることを望みます。

【成績評価（方法・基準）】

学小テスト40％　学力確認テスト50％、授業への取り組み姿勢10％　総合的に評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

法の基礎：法と規範　法の体系・種類・機能第1回

法の基礎：法律の基礎知識・法の解釈　裁判制度・判例第2回

ソーシャルワークと法の関わり：憲法（概要・基本的人権）第3回

ソーシャルワークと法の関わり：民法（総則・契約・不法行為）第4回

ソーシャルワークと法の関わり：親族（婚姻・親権・扶養）第5回

ソーシャルワークと法の関わり：行政法（行政組織・行政処分）第6回

ソーシャルワークと法の関わり：行政法（行政強制・行政罰・行政不服申し立て・行政訴訟）第7回

ソーシャルワークと法の関わり：行政法（国家賠償・国と自治体の関係）第8回

権利擁護の意義と支える仕組み：権利擁護の意義・苦情解決の仕組み第9回

権利擁護の意義と支える仕組み：虐待防止法と差別禁止法の概要第10回

権利擁護活動で直面しうる法的諸問題：インフォームドコンセント・個人情報・守秘義務第11回

権利擁護に関わる組織・団体・専門職：組織団体の役割（市町村・社会福祉協議会）第12回

成年後見制度：成年後見の概要（後見・保佐の概要）第13回

成年後見制度：補助・任意後見の概要第14回

成年後見制度：日常生活自立支援事業第15回

【教科書・参考書】

テキスト：新・社会福祉士養成講座19　『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版　2014年

参考書：「初めて読む『成年後見』の本」明石出版　2010年

【学生へのメッセージ】

契約制度契約制度における社会福祉サービスの利用者を支援することは、一部の人達の問題ではなく、全ての人達の生活に深く関

わっています。私たちの生活がどのように「法」と関連しているのか、自分の問題として考え、学習に取り組んでください。

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時間目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

山梨県中央市社会福祉協議会7年。地域福祉、高齢者団体事務局、居宅サービス、相談業務等の経験を活かし権利擁護の実態を理

解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [n11625] チームマネジメント〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

多様化する社会に対応するために、医療・福祉・保健の分野では多職種が連携して利用者を支援していくのが主流となっています。

連携・協働する際に求められるのが確かな力量のある専門職です。その専門職に必要とされるのが「チームマネージメント」

の知識と実践力です。援助を行うのに必要な人間の関係性を理解し、関係形成に必要なコミュニケーションの基礎的な知識、組

織の運営管理、人材の育成や活用等の人材管理、それらに必要なリーダーシップ・フォロワーシップ等、チーム運営の基本を

具体的に概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

連携・協働する際に求められる「チームマネージメント」の知識と実践力を身につけるために必要な人間の関係性を理解し、関

係形成に必要なコミュニケーションの基礎的な知識、組織の運営管理、人材の育成や活用等の人材管理、それらに必要なリー

ダーシップ・フォロワーシップ等、チーム運営の基本を具体的に身につけることを本授業の目標とします。この授業を通して「

情報構成力」「口頭表現力」「計画力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義、グループワーク、個別指導など課題に応じて、コミュニケーション方法やリーダーシップを学習します。また、一定の

トレーニングにより、各自のコミュニケーションの方法を振り返り、コミュニケーション力・ファシリテーション力を高めて

いきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習120分：講義前に提示された課題について学修してくること。事後学習120分：講義後はノートや資料の整理を行い、講義

内容の理解を深めること。

【成績評価（方法・基準）】

レポート(60％）、授業内テスト（30％）、授業参画度（10％）授業参画度はリアクションペーパーなどによりを総合的に評価しま

す。

【授業計画（各回の授業内容）】

チームとは第1回

チームマネージメントとは第2回

チームマネージメントとコミュニケーション第3回

チームマネージメントと介護福祉士の役割第4回

多職種連携とチームマネージメント第5回

チームマネージメントと運営管理第6回

チームマネージメントと人材育成第7回

チームマネージメントの人材活用第8回

チームマネージメントと人材管理第9回

チームマネージメントとリーダーシップ第10回

リーダーシップと介護福祉士の役割第11回

チームマネージメントとフォロワーシップ第12回

チームマネージメントとチーム運営の基本第13回

チームマネージメントとチーム運営（応用）第14回

まとめ・総括第15回

【教科書・参考書】

『人間の理解』第３版　介護福祉士養成講座１　介護福祉士養成講座編集委員会（編）中央法規2019年。参考書：『人間の理解の

グループ・ダイナミクス』吉田道雄（ナカニシヤ出版）2001年、『チームワークの心理学：エビデンスに基づいた実践へのヒ

ント』マイケルAウェスト（東京大学出版会）2014年。

【学生へのメッセージ】

医療・福祉・保健の分野では、今後ますます多職種連携が求められてきます。チームで仕事をするのはどういうことか。自分に引

き付けて学修に臨んでください。

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時限目（大学事務室を通じて予約してください）



【実務経験】

山梨県中央市社会福祉協議会7年。地域福祉全般の業務に携わり、各種団体と連携して地域事業を実施してきた経験を活かした授業

にしたいと考えます。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [n51634] 福祉行財政と福祉計画〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 中野 宏子 ナカノ ヒロコ nakano hiroko [hnakano(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

2000年の社会福祉法改正により、社会福祉分野に関わる施策、制度は大きく変化し、地方、特に市町村の主体的、積極的な対応の重

要性が増しています。福祉専門職は現場実践の専門性のみならず、行財政を含む福祉の制度的な仕組と計画の意義についての理解

が求められるようになりました。本授業では福祉行政の実施体制、福祉財政の動向、福祉計画の意義や目的、方法などに関する基礎

的事項を体系的に概説します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

福祉専門職に求められる行財政を含む福祉の制度的な仕組と計画の意義について理解できる。さらに福祉行政の実施体制、福祉財政

の動向、福祉計画の意義や目的、方法などに関する基礎的事項を理解できることを目標とします。この授業を通して「情報収集力

」「情報分析力」「情報構成力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

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

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

計画の目的や意義を踏まえ、具体的な各種計画の実際を理解する力を高めていきます。

【授業外学修の方法（時間数）】

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

こと。事後の学習では、授業中に提示した資料を基にまとめをしておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認期末テスト（60%）、学力確認中間テスト（30％）授業参画度（10％）により総合的評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

福祉と制度第1回

福祉の法制度の展開第2回

福祉の法制度の展開第3回

福祉行政の組織第4回

福祉行政の実施体制第5回

福祉財政（社会保障関係費の動向）第6回

福祉財政（福祉サービスの利用と費用負担）第7回

福祉行政の組織と団体第8回

福祉行政の組織と団体と専門職の役割第9回

福祉計画の意義・目的第10回

福祉計画の基本的視点第11回

福祉計画におけるニーズ把握・評価・住民参加第12回

福祉計画の実際（介護保険事業計画等）第13回

福祉計画の実際（地域福祉計画等）第14回

総括第15回

【教科書・参考書】

テキスト：「新・社会福祉士養成講座　第１０巻　福祉行財政と福祉計画」　中央法規出版　2017年。参考書：『社会福祉行政』畑本

祐介（法律文化社）2012年、『よくわかる福祉行財政と福祉計画』永田祐（ミネルヴァ書房）2018年。

【学生へのメッセージ】

授業内容に応じた資料を配布しますので、各自まとめておくようにしてください。授業中に扱った時事問題は、各自その問題の全容

を確認して問題点を整理するようにしてください。また、日頃から各種メディアを通して福祉行財政等に関する諸問題をメモし

ておくようにしてください。

【オフィスアワー】

火曜日10：30～12：00と水曜日1時限目（大学事務室を通じて予約してください）

【実務経験】

山梨県中央市社会福祉協議会7年。地域福祉、高齢者団体事務局、居宅サービス、相談業務等、行政との関りの経験をかし、福祉

現場の現実にも即した授業をします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉理論系科目

講義名 [q41668] 子どもの保健／子どもの保健Ⅰ－１〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 講義

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 田淵 和子 タブチ カズコ tabuchi kazuko [tabuchi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

子どもの成長発達を支える保健活動の意義と目的、現代社会における子どもの健康に関する現状と課題、地域における保健活動と

子どもの虐待防止について概説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

１．子どもの成長発達過程及び成長発達に影響する要因について理解する。２．現代社会の中の子どもの健康問題について関心

を持ち考えられる。また、この授業をとおして、「健康力」、「地域理解」、「実行力」を習得することを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

主としてプリント資料、視聴覚教材（ビデオ・ＤＶＤなど）を用いた講義。課題に沿ってディスカッション、演習も取り入れる。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習90分　前回の学習内容をプリント、ノートなどで復習し理解しておくこと。事後学習90分　当日の学習内容のポイント

をノートにまとめておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業内容確認テスト(80％)、授業への取り組み（20％）、授業への取り組みは、毎回のリアクションペーパーなどにより評価する

。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション　Ⅰ.子どもの健康と保健（１）保健活動の意義と目的、１）子どもの保健とは、２）子どもの保健で扱

うこと
第1回

３）保育所保育指針での取り扱い、４）これからの子ども保健第2回

（２）子どもの出生と母子保健の意義、１）胎児の発育、２）出生の過程、３）出生後の新生児、４）母子保健の意義第3回

（３）現代社会における子どもの健康に関する現状と課題、１）母子保健の現状、２）出生に関する統計、３）死亡に関する

統計、
第4回

４）子どもの発育の変化、５）乳幼児の運動・言語機能発達の変化、６）子どもの体力・運動能力の変化第5回

Ⅱ.子どもの発育・発達と保健、（１）子どもの身体発育と運動機能の発達、１）子どもの発育と発達、２）乳幼児の身体計

測の仕方
第6回

３）標準的な子どもの身体発育、４）発育の評価の仕方第7回

５）身体発育に影響を与える因子、６）子どもの運動機能の発達第8回

（２）生理機能の発達と生活習慣、１）体温調節の発達、２）呼吸系の発達、３）循環系の発達、第9回

４）体液調節の発達、５）消化機能の発達、６）排泄機能の発達、７）睡眠の発達第10回

Ⅲ.子どもの健康状態の観察と体調不良時の把握（１）子どもの健康状態の把握、（２）子どもの体調不良時によくみられる症

状
第11回

Ⅳ.成長発達の評価､ 健康状態の評価（演習）第12回

V.地域における保健活動と子どもの虐待防止（１）地域における保健活動、（２）子どもの虐待の現状第13回

（３）子どもの虐待の実際、（４）子どもの虐待への対応、（５）子どもの虐待防止の取り組み第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『授業で現場で役に立つ！子どもの保健テキスト』小林美由紀編著（診断と治療社）2020年。参考書：『新版　子どもの保

健Ⅰ』佐藤益子他著（ななみ書房）2017、『新版　子どもの保健Ⅱ』佐藤益子他著（ななみ書房）2018年。

【学生へのメッセージ】

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

ておくこと。

【オフィスアワー】

月曜日14:00～15:30と水曜日12:30～13:30、e-mail：tabuchi(a)min.ac.jp

【実務経験】

看護師経験：北里大学病院、千葉県がんセンター、日本赤十字社医療センター

- 91 -



対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [mws501] 介護過程・医療的ケア演習

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 集中

対象学年 １年 ２年 ３年 ４年

担当者
佐々木 さち子 ササキ サチコ sasaki sachiko [sasaki(a)]

建守 善之 タテモリ ヨシユキ tatemori yoshiyuki [tatemori(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

介護過程とはどのような学問なのか、「介護過程」をテーマに介護過程の流れ、内容などの基礎知識と支援技術を取得する。

医療的ケアは、2011年の法改正により、介護福祉士の業務として「喀痰吸引等」が位置づけられました。医学的知識と技術を取得

します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

〔授業の目的・ねらい〕

本人の望む生活の実現に向けて 、生活課題の分析を行い、根拠に基づく介護実践を伴う課題解決の思考過程を習得する。

〔授業全体の内容の概要〕

「介護過程」の総論的内容を学習し、事例展開を取り入れながら進める。「介護過程」の意義、目的、内容などについて理解さ

せるために、介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか、その過程の考え方や構成要素について、生活場面の身近

な事例から理解できるように展開する。また、映像等を利用し、それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意点をおさえてか

ら、技術体験をして考察する。

〔授業修了時の達成課題（到達目標）〕

他の科目で学習した知識や技術を統合して介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切なサービスの提供ができる。

〔コンピテンシー〕

「介護過程」では、〈多様な学問の考え方、健康力、地域理解、情報収集力、情報分析力、情報構成力、読解力、傾聴力、会

話力、口頭発表力、批判的思考力、論理的思考力、課題設定力、構想力、計画力、実行力、評価力、改善力〉

「医療的ケア」では、〈多様な学問の考え方、健康力、読解力、会話力、実行力〉

【授業方法（フィードバックの内容）】

「介護過程｣では、総論的内容を学習し､ 事例展開を取り入れながら進める。｢介護過程｣ の意義､ 目的､ 内容などについて理解

させるために､ 介護の実践活動がどのような過程を経て行われるのか､ その過程の考え方や告ｬ要素について､ 生活場面の身近

な事例から理解できるように展開する｡また､ ビデオを利用し､ それぞれの技術の目的・準備・実施方法・留意点をおさえてから

､ 技術体験をして考察する。受講前にシラバスに示されたテキストの該当箇所を熟読し、用語の理解に努めること。受講後はノー

トを整理して講義内容の理解に努めること。「医療的ケア」では喀痰吸引や経管栄養の技術に必要な器具の使い方を２日間で

学び、試験を行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

毎回それぞれ2時間以上の事前・事後の学習を行うこと。事前の学習では、毎回の授業時に指定された文献を必ず読んでくること。事

後の学習では、授業中に提示した専門用語の復習を行うこと。「医療的ケア」では事前学習は手順のプリントを熟読してくる。

【成績評価（方法・基準）】

試験・レポート・リアクションペーパー・学習態度を総合的に評価。「医療的ケア」では、口腔内、鼻腔内、気管カニューレ

内部の喀痰吸引、胃瘻・経鼻経管からの経管栄養の試験それぞれ５回クリアすることで100％となる。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテ－ション　「介護過程」の総括第1回

｢介護過程｣ の意義と目的第2回

｢介護過程｣ の意義と目的「生活支援の考え方と介護過程の必要性」第3回

介護過程の理解　情報収集とアセスメント第4回

情報の解釈・関連づけ・統合化第5回

計画の立案第6回

評価のプロセスと視点第7回

介護過程の展開　　事例検討第8回

総合評価の視点第9回

介護過程のまとめ第10回

医療的ケア実施の基礎　安全な療養生活　救急蘇生法の実際　第11回

喀痰吸引について医学的基礎知識第12回

喀痰吸引の実際(人形モデル）　口腔内喀痰吸引５回　鼻腔内喀痰吸引５回　気管カニューレ内部の喀痰吸引５回第13回

経管栄養について医学的基礎知識第14回



経管栄養の実際（人形モデル）胃ろうによる経管栄養５回　経鼻経管栄養５回第15回

【教科書・参考書】

介護福祉士実務者研修テキスト　「介護過程」　中央法規　2020年

介護福祉士実務者研修テキスト　第５巻　「医療的ケア」　中央法規　2020年

【学生へのメッセージ】

受講前テキストを熟読し、疑問点等をノートにまとめておくこと。受講後はノートを整理して講義内容の理解に努めること。

医療的ケアは２日間で「喀痰吸引」「経管栄養」の技術を修得し試験に合格することを目指すのでテキスト添付のDVDを視聴して

くること。事前に配布する手順のプリントをよく読んできてください。

【オフィスアワー】

佐々木さち子：火曜日　10:00～17:00、金曜日　10:00～17:00

建守善之：火曜日　14：00から17：00、水曜日　14：30から15：30

【実務経験】

JR東京総合病院他約２０年以上の看護師経験を活かし、医療的ケアや介護福祉士に必要な医療的知識を伝える授業を行う。

病院勤務5年。在宅ケア10年。居宅サービス、相談業務等の経験を活かし高齢者の実態を理解できる授業にします。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [n15336] 社会福祉援助技術演習Ⅰ〈R2以前入学者は社会福祉士国家試験受験資格に関する科目〉

期　間 通年 （30回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 高木 寛之 タカギ ヒロユキ takagi hiroyuki [takagi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

ソーシャルワーカーに求められる自己覚知及び価値観を中心とした他者理解を促進するとともに、援助的コミュニケーションの

基礎についてもロールプレイ等の体験を通して学ぶ。この授業をとおして「読解力」、「傾聴力」、「会話力」、「口頭発表

力」、「実行力」、「評価力」、「改善力」を目指す。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、

次に揚げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能

力を涵養する。総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること

。個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導（ロールプレイング等）を中心とする演習形態により

行うこと。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてまとめて

いく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。双方向の授業（アクティブラーニング）を実施し

ている。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

出席8割以上でテスト受験可能とする。レポート50％　リアクションペーパー・実技・授業課題50％の配分で評価を行う。 

【授業計画（各回の授業内容）】

相談援助演習の意義第1回

相談援助演習の位置づけ第2回

相談援助における基本技術　「人」を理解する①第3回

相談援助における基本技術　「人」を理解する②第4回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する①第5回

相談援助における基本技術　「クライエント」を理解する②第6回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する①第7回

相談援助における基本技術　「人のこころ」を理解する②第8回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する①第9回

相談援助における基本技術　「人の気持ち」を理解する②第10回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する①第11回

相談援助における基本技術　「人の行動」を理解する②第12回

相談援助における面接技術　相談援助面接の目的と特性第13回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）①第14回

相談援助における面接技術　面接の実際（インテーク面接）②第15回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法①第16回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法②第17回

相談援助における面接技術　面接における基本的応答技法③第18回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション①第19回

相談援助における面接技術　非言語的コミュニケーション②第20回

相談援助における面接技術　面接の展開①第21回

相談援助における面接技術　面接の展開②第22回

相談援助における面接技術　面接の展開③第23回

相談援助における面接技術　面接の展開④第24回

相談援助における記録　　　記録の意義①第25回

相談援助における記録　　　記録の意義②第26回



相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）①第27回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）②第28回

相談援助における記録　　　記録の実際（面接記録　観察記録）③第29回

総括第30回

【教科書・参考書】

テキスト 「社会福祉士　相談援助演習（第2版）」監修一般社団法人日本社会福祉士養成校協会　中央法規出版　2015年

【学生へのメッセージ】

１．グループ作業に支障を来たすため、遅刻は一切認めない。従って、始業時間に遅れて教室に入ってきた者（具体的には、口頭

での出席確認終了以降）は、その日の受講を認めない。２．基本的に100%の出席を求める。さらに、累積3回を超える欠席の場

合は単位の修得を認めないので、そのつもりで受講すること。

【オフィスアワー】

火曜日１限目と水曜日２限目 

【実務経験】

なし
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [n45337] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ〈R2以前入学者は社会福祉士国家試験受験資格に関する科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

実践力のある対人援助専門職として仕事をする力量を総合的に身につける必須の課程である。この授業は、実習を遂行する力量を

養うため、福祉現場で必要とされる態度やマナーをはじめ、倫理・知識・技術等を身につけるとともに、実習内容の振り返りを

通じて専門職としての自己のあり方を問うことを目的とする。小グループによる実習事前指導及び事後指導を行う。また、実習中は

週１回の巡回指導を行う。総括として、実習報告書を作成するとともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助実習の意義について理解する。相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術につい

て具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習

得する。具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

この授業を通して、特に「情報構成力」「論理的思考力」「課題設定力」「実行力」を修得することを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。また、実習中は週１回の巡回指導を行う。

総括として、実習報告書を作成するとともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

出席８割以上で成績評価を可能とする。レポート50％　リアクションペーパー・授業課題50％の配分で評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

相談実習の目的と意義第1回

社会福祉士及び介護福祉士法と実習第2回

社会福祉士の役割と実習１第3回

社会福祉士の役割と実習２第4回

相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導の意義第5回

相談援助実習と相談援助実習指導における集団指導の意義第6回

フィールド・ソーシャルワークとレジデンシャル・ソーシャルワーク第7回

実習施設の理解（高齢者分野）第8回

実習施設の理解（障害者分野）第9回

実習施設の理解（地域福祉分野）第10回

実習施設の理解（医療分野）第11回

実習施設の理解（児童分野）第12回

実習先で行なわれる関連業務の理解第13回

実習施設見学第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

欠席回数がそれぞれ累計３回を超える場合、配属済みでも実習は中止となる。また、遅刻は一切認めない。従って、始業時間に遅

れて教室に入った者（口頭での出席確認終了以降）は、その日の受講を認めない。さらに日頃から出来る限りボランティア活動

に参加するよう心掛けること。本科目のみを履修するとこはできず、「相談援助実習」が不可の場合、本科目も不可となる。

【オフィスアワー】

火曜日11:55～12:25、木曜日11:55～12:25

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [n55333] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ〈R2以前入学者は社会福祉士国家試験受験資格に関する科目〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木 博之 ナラキ ヒロユキ naraki hiroyuki [naraki(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

小グループによる実習事前指導及び事後指導を行う。また、実習中は週１回の巡回指導を行う。総括として、実習報告書を作成すると

ともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。 

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助実習の意義について理解する。相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術につい

て具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習

得する。具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

この授業をとおして、「 課題設定力」、「構想力」、「実行力」の修得を目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

出席8割以上で成績評価を可能とする。試験　50％　レポート20％　リアクションペーパー・面接技術評価・アセスメント30％

の配分で評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

今後の授業のオリエンテーション第1回

実習報告書の作成第2回

実習報告会第3回

実習報告会の振り返り（グループワーク）第4回

実習記録の書き方（記録の種類）第5回

実習記録の書き方（叙述体）第6回

実習記録の書き方（説明体）第7回

実習計画書の意義第8回

実習計画書の作成の方法第9回

実習計画書の作成第10回

実習計画書の作成第11回

実習オリエンテーションの意義第12回

実習スーパービジョンの意義第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

欠席回数がそれぞれ累計3回を超える場合、配属済みでも実習は中止となる。また、遅刻は一切認めない。従って、始業時間に遅

れて教室に入った者（口頭での出席確認終了以降）は、その日の受講を認めない。さらに日頃から出来る限りボランティア活動

に参加するよう心掛けること。5月連休中にはフィールドワーク（市町村の制度やサービス調査や福祉計画の分析など）を課す予

定である。本科目のみを履修するとこはできず、「相談援助実習」が不可の場合、本科目も不可となる。 

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

社会福祉士
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [n65334] 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅲ〈R2以前入学者は社会福祉士国家試験受験資格に関する科目〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

小グループによる実習事前指導および事後指導を行なう。相談援助実習の意義について概説し、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できることを目的とする。また、実習中は週１回の巡回指導を行う。総括として

、実習報告書を作成するとともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。 

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助実習の意義について理解する。相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術につい

て具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習

得する。具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

この授業を通して「情報構成力」「論理的思考力」「課題設定力」「計画力」「実行力」「評価力」「改善力」を修得すること

を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。実習中は週１回の巡回指導を行う。総括と

して、実習報告書を作成するとともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。事後課題～授業の要点をリアクションペーパーにまとめて提出する（

120分～）。

【成績評価（方法・基準）】

出席８割以上で成績評価可能とする。レポート50％　リアクションペーパー・授業課題50％の配分で評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

実習報告書の作成第1回

実習報告会第2回

実習後の振り返り（グループワーク）第3回

実習後スーパービジョン１第4回

実習後スーパービジョン２第5回

実習施設研究第6回

実習施設研究発表会第7回

実習計画書の意義第8回

実習計画書の作成第9回

相談援助の実際１第10回

相談援助の実際２第11回

実習記録の書き方１第12回

実習記録の書き方２第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

欠席回数がそれぞれ累計３回を超える場合、配属済みでも実習は中止となる。また、遅刻は一切認めない。従って、始業時間に遅

れて教室に入った者（口頭での出席確認終了以降）は、その日の受講を認めない。さらに日頃から出来る限りボランティア活動

に参加するよう心掛けること。本科目のみを履修するとこはできず、「相談援助実習」が不可の場合、本科目も不可となる。 

【オフィスアワー】

火曜日11:55～12:25、木曜日11:55～12:25 

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　専門科目 福祉技術系科目

講義名 [n75335] 社会福祉援助技術現場実習Ⅰ〈R2以前入学者は社会福祉士国家試験受験資格に関する科目〉

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 ４年

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

実際に福祉現場を体験し、社会福祉士に必要な倫理・知識・技術を身につけるとともに、実践力のある対人援助専門職を目指して自己

を振り返り、資質や専門性を磨くことを目的とする。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助実習のねらい。相談援助実習を通して、相談援助に関わる知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等

を体得する。社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。

関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。この実習を通して「情報収集力」「情報分析力」

「会話力」「文章表現力」「課題設定力」「構想力」「実行力」の修得を目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

実習の目的を理解した上で､ 実習目標に沿った実習計画を立てる｡実習中は毎日実習日誌を記入し、実習施設に提出する。実習終了後

は、実習報告書、自己評価表を作成し、その後実習スーパービジョンを行う。実習中は、実習指導者の他、原則として1週間に1回、

担当教員が巡回指導を行う。巡回時、又は帰校時に質問や相談を受ける。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習～実習機関に応じた事前課題をまとめておく（120分以上）。事後学習～実習報告書をまとめる（120分以上）。

【成績評価（方法・基準）】

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

【授業計画（各回の授業内容）】

社会福祉援助技術について実際の社会福祉現場において実習を行う。第1回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

実習Ⅰ～Ⅱの実習時間（180時間以上）は全て実施しなければ履修したことにはならない。実習先での遅刻や欠席は認められない。ま

た、真にやむを得ない事由であっても、実習時間が不足する場合は、後日その埋め合わせが必要になることもあるので、十分注

意すること。本科目のみを履修することはできず、「相談援助実習指導」が不可となった場合、本科目も不可となる。

【オフィスアワー】

火曜日11:55～12:25、木曜日11:55～12:25 

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 介護福祉士国家試験受験資格取得課程

講義名 [s45484] 介護実習Ⅱ－Ⅱ／介護実習Ⅲ〈R2以前入学者〉

期　間 前期 （1回） 単 位 数 選択 （4） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 佐々木 さち子 ササキ サチコ sasaki sachiko [sasaki(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

介護実習は介護計画、介護内容、介護評価まで行う。実習の中で利用者の身体状況を見極める能力を学び。実践力となれる実習を実

習していく。指定介護老人福祉施設､ 介護老人保健施設､ 身体障害者療護施設､ 指定訪問介護事業所等で実習を行なう。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

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

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

習とする。また、この授業を通して、特に「多様な学問の考え方」「情報収集力」「情報分析力」「情報構成力」「課題解決の

実行力・評価力」を修得することを目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

デイ・サービスでの実習を通して　１ 在宅福祉制度の概要を理解する ２ 利用者の家庭における状況を理解する ３ 利用者と積

極的にコミュニケーションを図り信頼関係をつくる ４ 利用者に適した介護の方法を選択し､ 適切な介護を実践する ５ 利用者

の状況､ 介護や利用している福祉サービスの状況を把握する ６ 医療との関係について知る ７ 介護職員間及び他職種間の連携

を理解する ８ 自己の介護観について明らかにする ９ 介護者としての課題を明らかにする 10 実習成果をまとめる。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習120分：実習に必要な知識、技術を学ぶ。介護実習総合演習Ⅲ･Ⅳで渡した事例の課題を見つける。

事後学習120分：実習で学んだ必要な知識、技術を復習する。 介護実習総合演習Ⅲ･Ⅳで渡した事例の介護計画を考えてくる。

【成績評価（方法・基準）】

施設側の評価と合わせて事前指導・巡回指導・事後指導等の各評価との関連から総合評価を行う。実習前に授業・前日の実習内容を必

ず復習すること、実習後は内容の習得が得られるよう反復すること

【授業計画（各回の授業内容）】

第３段階

(施設介護実習 ３年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間)

(施設介護実習 ４年次 夏休み ８月から９月まで 12日間 (２週間)

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

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

よって､ 夜勤プログラムの導入ができればより望ましい｡

第1回

【教科書・参考書】

介護実習の手引き。印刷にて配布。

【学生へのメッセージ】

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

過程の展開を行うので、速やかに介護計画が立てられるようにしていく。

【オフィスアワー】

火曜日、金曜日10時～17時、授業以外は406研究室にいる。１週間に１回の実習巡回時約1時間の指導を行う。

【実務経験】

鉄道病院（現在JR東京総合病院）佐藤病院、訪問看護、約20年以上の経験を活かし、医療的ケアや介護の医学的知識を伝

える授業を行う
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [u15585] 子どもの健康と安全／子どもの保健Ⅱ〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 田淵 和子 タブチ カズコ tabuchi kazuko [tabuchi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

子どもの成長・発達や、健康の保持増進のための援助技術、さらに、子どもに起こりやすい事故と応急処置について、演習を通し

て概説する。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

１．子どもの成長発達を促し、健康を保つための援助技術を学ぶ。２．子どもに起こりやすい事故とその応急処置について学ぶ

。また、この授業をとおして、「健康力」、「地域理解」、「実行力」を習得することを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

プリント・視聴覚教材（ビデオ・DVDなど）を使用した講義と演習で進める。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前学習90分：前回の学習内容をプリント、ノートなどで復習し理解しておくこと。事後学習90分：当日の学習内容のポイント

をノートにまとめておくこと。

【成績評価（方法・基準）】

授業内容確認テスト（80％）、授業への取り組み（20％）、授業への取り組みは、毎回のリアクションペーパーなどにより評価す

る。

【授業計画（各回の授業内容）】

オリエンテーション、子どもの健康観察「健康な乳幼児の発達」VTR視聴第1回

Ⅰ.保健的観点を踏まえた保育環境および援助（１）子どもの健康と保育環境第2回

（２）子どもの保健にかんする個別対応と集団全体の健康および安全の管理、１）子どもの保健に関する個別対応の基本、

２）健康診査(健康診断、健診）、３）体調変化の際の個別対応
第3回

（２）子どもの保健にかんする個別対応と集団全体の健康および安全の管理、

　体温、脈拍、呼吸の測定方法(演習）、４）集団全体の健康および安全の管理
第4回

Ⅱ.保育における健康および安全の管理（１）衛生管理　（２）事故防止および安全対策第5回

（３）危機管理と災害への備え、１）保育における危機管理、２）保育における災害への備え、３）安全教育第6回

Ⅲ.子どもの体調不良などに対する基本的対応（１）体調不良や傷害が発生した場合の対応と応急処置、１）体調不良時の

対応　２）傷害時の応急処置３）事故にあった時の対応
第7回

４）薬の投与の仕方、５）病院受診時の対応第8回

Ⅲ.子どもの体調不良時などに対する基本的対応（２）救急処置および心肺蘇生法　１）救急処置　２）子どもの心肺蘇生法第9回

Ⅳ．子どもがよくかかる感染症の対策（１）感染症の集団発生の予防　１）子どもがよくかかる感染症の症状と対応、２）

感染症の流行予防のための対策、（２）感染症発生時と罹患後の対応、１）出席停止期間の基準、２）感染症罹患後の対応

、３）保護者および他職種・自治体との連携

第10回

V.保育で必要な保健的対応（１）保育における保健的対応の基本的な考え方、第11回

V.保育で必要な保健的対応（２）3歳未満児への対応、１）乳児の抱き方、２）おんぶの仕方、３）食事の与え方、４）口腔

内の衛生、５）衣服の着せ方、６）排泄のさせ方、７）保清、沐浴、入浴のさせ方、８）寝かせ方、９）外出時の注意、

10）おもちゃと固定遊具、11)ベビーカー、自動車、自転車の乗せ方

第12回

V.保育で必要な保健的対応（３）個別的な配慮を要する子どもへの対応、（４）障害をもつ子どもへの対応第13回

Ⅵ.健康および安全の管理の実施体制、（１）保育における保健活動の計画および評価、（２）保健活動における職員間の

連携・協働と関係機関との連携
第14回

まとめ及び振り返り第15回

【教科書・参考書】

教科書：『授業で現場で役に立つ！子どもの健康と安全演習ノート』小林美由紀編著（診断と治療社）2020年。参考書：『子どもの

保健Ⅱ　演習』白野幸子著（医歯薬出版）2017、『授業で現場で役に立つ！子どもの保健テキスト』小林美由紀編著（診断と治療社

）2020年。

【学生へのメッセージ】

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



【オフィスアワー】

月曜日14:00～15:30、水曜日12:30～13:30、e-mail：tabuchi(a)min.ac.jp

【実務経験】

看護師経験：北里大学病院、千葉県がんセンター、日本赤十字社医療センター
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [v35538] 音楽Ⅲ〈R2以前入学者〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 富山 美由紀 トミヤマ ミユキ tomiyama miyuki [tomiyama(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

更なる演奏技術向上と､ 実践に即した即興的な伴奏付けの知識､ 技術の習得｡児童の心理や発達を考えた選曲、それらに必要な

テクニックの習得。児童心理や発達に即した選曲の情報収集・情報構成力を学ぶ。また課題を設定・探求し、計画して課題を達

成する力を培う。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

主に就職活動や面接時に試験曲として使える演奏曲の習得。現場で即使えるレパートリーの習得。児童の心理や発達を考慮した上で

活動を考える情報収集力・情報構成力を獲得できるようになる。また課題を設定・探求し、演奏曲を達成する計画力も取得でき

るようになる。技術だけでなく、自分で保育カリキュラムが考えられるような力を獲得できる。

【授業方法（フィードバックの内容）】

実技演習を軸に､随時音楽理論の復習としての講義。ピアノ・歌唱の実技試験と、期末には生徒自身のプログラムによる模擬保育実

習を行う｡

【授業外学修の方法（時間数）】

この授業では、毎回それぞれ90分以上の事前・事後の学習を行うこと。

【成績評価（方法・基準）】

学力確認テスト (筆記､ 実技) 50％､ 授業への取り組み姿勢（自宅学習の課題が適切になされているかも含む）50％。

【授業計画（各回の授業内容）】

ピアノ演奏実技演習　その１ (随時演奏会形式による実技試験)第1回

ピアノ演奏実技演習　その２ (随時演奏会形式による実技試験)第2回

ピアノ演奏実技演習　その３ (随時演奏会形式による実技試験)　　第3回

ピアノ演奏実技演習　その４ (随時演奏会形式による実技試験）　第4回

ピアノ演奏実技演習　その５ (随時演奏会形式による実技試験）　　第5回

ピアノ演奏実技演習　その６ (随時演奏会形式による実技試験)　第6回

ピアノ演奏実技演習　その７ (随時演奏会形式による実技試験）　第7回

ピアノ演奏実技演習　その８ (随時演奏会形式による実技試験)　第8回

ピアノ演奏実技演習　その９ (随時演奏会形式による実技試験)　第9回

ピアノ演奏実技演習　その１０ (随時演奏会形式による実技試験)　　第10回

ピアノ演奏実技演習　その１１ (随時演奏会形式による実技試験)第11回

ピアノ演奏実技演習　その１２ (随時演奏会形式による実技試験)第12回

ピアノ演奏実技演習　その１３ (随時演奏会形式による実技試験)第13回

ピアノ演奏実技演習　その１４ (随時演奏会形式による実技試験)第14回

総まとめ｡ 公開模擬保育実技試験第15回

【教科書・参考書】

 ｢こどものうた200｣小林美実　チャイルド本社　1998、 ｢続こどものうた200｣ 小林美実　チャイルド本社　1996、バーナムピア

ノテクニック導入書　エドナ・メイ・バーナム　全音楽譜出版社　2012。（開講までに各々準備すること）

【学生へのメッセージ】

毎日練習できるよう、開講までに鍵盤楽器 (ピアノ・電子ピアノ・キーボード) を自宅に用意すること｡ なおキーボードはタッ

チレスポンス (タッチセンス) 機能があり､ 標準鍵盤61鍵以上のものとする｡

【オフィスアワー】

木曜日8:50～12:30、質問はメールでも可（tomiyama(a)min.ac.jp）

【実務経験】

演奏家としての活動と音楽教室での指導・経営。日本音楽療法学会認定音楽療法士として病院、施設等で音楽療法を実践中。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [v75503] 小児体育Ⅰ〈R2以前入学者〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉 純子 ワカスギ ジュンコ wakasugi jyunko [wakasugi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

幼児期の心身の発達やそれを促すための運動遊び、身体活動について解説し、実技を通して、学生の皆さんが楽しい運動遊びを

実践していけるような体づくりや幅広い運動経験ができるような授業を行います。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

幼児期に楽しく体を動かすことは、子どもの心身の健全な発達に欠かせないことである。幼児期の身体活動の意義と大切さにつ

いて学ぶとともに、幼児の身体活動を楽しく豊かにしていくための方法や子どもを取り巻く様々な健康問題に対する課題解決に

ついて学ぶ（課題解決力）。また、保育士となる学生自らも基礎体力や基本的な運動技能を身につけるとともに、運動に親しみ

、健康的な生活をつくりだしていけるような素養（健康力）を身に付ける。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義と体育実技を交えて行う。保育士自らが子どもと同じように遊んだり走ったりして運動を楽しめるよう、さまざまな種類の運

動を取り入れていく。また体育館の室内だけではなく、学外へ出かけ、自然の中など野外での活動やプールでの演習も行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

積極的に体を動かし、運動に親しむ。授業前には前回の授業内容を復習し、また反復練習によって技能が向上していくように努

力する。授業後には、授業内容の記録とふりかえりをノートに記述する。事前・事後学習は120分以上行う。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（40%）　実技テスト（30％）　ノート・レポート（30%）

【授業計画（各回の授業内容）】

幼児の身体と運動能力の特性について第1回

日常保育における運動保育（体操・身体表現）第2回

日常保育における運動保育（ゲームあそび）第3回

日常保育における運動保育（伝承あそび）第4回

日常保育における運動保育（なわとびあそび）第5回

日常保育における運動保育（マット・とびばこあそび）第6回

日常保育における運動保育（ボールあそび）第7回

日常保育における運動保育（かけっこあそび）第8回

日常保育における運動保育（野外での活動）第9回

日常保育における運動保育（野外での活動）第10回

水遊びの指導と演習その１第11回

水遊びの指導と演習その２第12回

水遊びの指導と演習その３第13回

水遊びの指導と演習その４第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

参考書　「幼児のこころと運動」近藤充夫（教育出版）

その他は授業の中で紹介していきます。

【学生へのメッセージ】

子どもたちのより良い発達を願い、喜びを共にすることを念頭に置き、自分自身が楽しみ、表現し、意欲と笑顔にあふれる取り組

みであってほしい。

【オフィスアワー】

火曜日　授業の前後に体育館または教室にて受け付けます。

【実務経験】

小学校教諭10年、幼稚園教諭10年　子どもの育ちに必要なことを考え、実践していけるような講義を行いたいと思います。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [v85504] 小児体育Ⅱ〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 １年 ２年 -- --

担当者 若杉 純子 ワカスギ ジュンコ wakasugi jyunko [wakasugi(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

小児体育Ⅰの内容をふまえて、さらに幅広く、実践的な運動あそび、身体活動について講義と実技を行い、現場で実践できる力を

身につける。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

小児体育Ⅰの内容をふまえて、幼児の身体活動をより楽しく豊かにしていく方法を自ら創意工夫して考え出し（課題探求力）、

運動保育のあり方や指導法について学び、実践していくことができるようにする（健康力、課題解決力）。

【授業方法（フィードバックの内容）】

講義と演習を交えて行う。運動遊びを考え、指導者として指導したり、指導を受けたりする模擬保育を多く取り入れていく。Ⅰと同

じように学外、野外での活動も行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

模擬実践授業が主になるので、授業者は事前準備を入念に行った上で、授業を行う。授業を受ける者も積極的に参加し、実践授業について

の感想や意見を述べて、よりよい授業にするにはどのようにしたらよいかを討議する。授業後は授業内容を記録し、ふりかえり

をしっかり行い、ノートに記述する。それを生かして次の授業に臨むこと。事前・事後学習はそれぞれ120分以上行う。

【成績評価（方法・基準）】

授業への取り組み姿勢（40％）、模擬授業内容（30％）、ノート・レポート（30％）

【授業計画（各回の授業内容）】

運動保育の指導実践にあたってその１　指導計画を立てる第1回

運動保育の指導実践にあたってその２　指導計画の実施とふりかえり第2回

運動保育の実践その１（模擬保育）第3回

運動保育の実践その２第4回

運動保育の実践その３第5回

運動保育の実践その４第6回

運動保育の実践その５第7回

運動保育の実践その６第8回

運動会における取り組みその１第9回

運動会における取り組みその２第10回

運動会における取り組みその３第11回

幼児期の野外活動その１第12回

幼児期の野外活動その２第13回

幼児期の野外活動その３第14回

まとめ第15回

【教科書・参考書】

授業の中で紹介していく。

【学生へのメッセージ】

現場に出てすぐに指導できるような実践力を身につけるため、子どもを目の前にして指導しているような意識を持ち、工夫した実践

をを行うことを望む。

【オフィスアワー】

火曜日　授業の前後に体育館または教室にて受け付けます。

【実務経験】

小学校教諭10年、幼稚園教諭10年　子どもの育ちに必要なことを考え、実践していけるような講義を行いたいと思います。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [z35543] 保育実習指導Ⅲ〈R2以前入学者〉

期　間 前期 （15回） 単 位 数 選択 （1） 種　類 演習

対象学年 -- ２年 ３年 --

担当者 楢木 博之 ナラキ ヒロユキ naraki hiroyuki [naraki(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

小グループによる実習事前指導及び事後指導を行う。また、実習中は週１回の巡回指導を行う。総括として、実習報告書を作成すると

ともに、実習報告会で報告し質疑応答を行う。 

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

相談援助実習の意義について理解する。相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術につい

て具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に対応できる能力を習

得する。具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

【授業方法（フィードバックの内容）】

テキストを中心に講義・演習形式で授業を行う。授業中に毎回、いくつか課題を提示し、グループで議論したり、個人で考えてま

とめていく。授業終了後はリアクションペーパーに授業のまとめ、感想等を記述する。

【授業外学修の方法（時間数）】

事前課題～毎回の授業で出される課題を行う（120分～）。

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

【成績評価（方法・基準）】

出席8割以上で成績評価を可能とする。

レポート50％　リアクションペーパー・面接技術評価・アセスメント50％の配分で評価を行う。

【授業計画（各回の授業内容）】

今後の授業のオリエンテーション第1回

実習報告書の作成第2回

実習報告会第3回

実習報告会の振り返り（グループ）第4回

実習記録の書き方（記録の種類）第5回

実習記録の書き方（叙述体）第6回

実習記録の書き方（説明体）第7回

実習計画書の意義第8回

実習計画書の作成方法第9回

実習計画書の作成第10回

実習計画書の作成（清書）第11回

実習オリエンテーションの意義第12回

実習スーパービジョンの意義第13回

実習直前ガイダンス第14回

全体総括第15回

【教科書・参考書】

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

【学生へのメッセージ】

欠席回数がそれぞれ累計3回を超える場合、配属済みでも実習は中止となる。また、遅刻は一切認めない。従って、始業時間に遅

れて教室に入った者（口頭での出席確認終了以降）は、その日の受講を認めない。さらに日頃から出来る限りボランティア活動

に参加するよう心掛けること。5月連休中にはフィールドワーク（市町村の制度やサービス調査や福祉計画の分析など）を課す予

定である。本科目のみを履修するとこはできず、「相談援助実習」が不可の場合、本科目も不可となる。 

【オフィスアワー】

毎週授業の前後に教室にて受け付けます。

【実務経験】

社会福祉士
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [z55541] 保育実習Ⅰ〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （9回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 伊東 久実 イトウ クミ ito kumi [ito(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

保育実習Ⅰは､ 保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目である｡ この実習では､ 見学､ 観察実習を経て､ 保育に助手

的な立場で参加する参加実習を行う｡�キーワード：実習、自己課題、自己評価

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

 この体験を通して､ 保育所の機能、役割､ 保育者の子どもへの関わり方を学ぶと共に､ 専門領域のその後の学習の必要性を理

解することを目標とする｡また、「課題探求力」、「課題解決力」、「コミュニケーション力」を修得することを目指す。

【授業方法（フィードバックの内容）】

実習は各保育所で行う。

【授業外学修の方法（時間数）】

日々の目標の達成状況を自己評価し、翌日の課題を明確にして実習にのぞむこと。

【成績評価（方法・基準）】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価する。

【授業計画（各回の授業内容）】

(１) 保育所の一日の流れを理解し､ 保育に参加する第1回

(２) 実践の場での体験を通して保育所の機能や役割を学ぶ第2回

(３)子どもの観察や子どもとの関わりを通して､ 乳幼児の発達を理解する第3回

(４)保育計画､ 指導計画について学ぶ第4回

(５)保育士の役割と､ 職員間のチームワークについて学ぶ第5回

(６)子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ第6回

(７)保育士としての倫理を具体的に学ぶ第7回

(８)生活やあそびなどの一部分を担当し､ 保育技術を習得する第8回

(９)記録やコミュニケーションなどを通して家庭・地域社会を理解する第9回

【教科書・参考書】

参考書は適宜紹介します。

【学生へのメッセージ】

保育所における様々な交流が､ 保育や養護に関する理論と実践を有機的に結びつける機会となるようにして欲しい｡

【オフィスアワー】

火曜日10:30～12:00と金曜日15:30～17:00(大学事務室を通じて予約してください)

【実務経験】

私立幼稚園教諭、国立大学附属幼稚園教諭。保育者経験を生かして、部分実習の立案や模擬実習を行います。
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対象年度 学科・科目 分野

令和3年度 福祉学専攻　資格取得科目 保育士資格取得課程

講義名 [z65542] 保育実習Ⅱ〈R2以前入学者〉

期　間 後期 （9回） 単 位 数 選択 （2） 種　類 実習

対象学年 -- ２年 -- --

担当者 手塚 知子 テヅカ トモコ tezuka tomoko [tezuka(a)]

【授業の目的・ねらい／授業全体の内容の概要】

実習を通して施設の概要、利用児・者の実態把握し、援助の仕方や方法、施設保育士の役割や職務内容について理解できるようになる

ことを目標とします。実際の現場から体験的理解を図るなど、日々の実践を重視します。

【授業修了時の達成課題（到達目標）】

児童福祉施設 (保育所を除く) で行う保育実習 は､ 保育士資格取得のために必ず履修しなければならない科目です｡ 施設利用者との人

間的交流を通じて､ その生活の理解､ 施設職員の役割､ 保育士としての職務のあり方､ および､ それぞれのレベルに応じて求め

られる援助技術の適正な用い方を､ 実践の場で体験を通して学ぶことを目標とします｡本実習を通して、特に「情報分析力」「

情報構成力」「傾聴力」「会話力」「文章表現力」「実行力」「改善力」の修得を目指します。

【授業方法（フィードバックの内容）】

実習は各施設で行います。

【授業外学修の方法（時間数）】

実習先に行く前に、その日の目標や課題を見直しておくこと。また、一日の実習終了後には、実習記録の作成と合わせて自己評価

を行い、反省点や課題についてまとめてから、次の日の実習に臨むようにすることを求めます。

【成績評価（方法・基準）】

実習園での実習評価､ 実習園訪問時の印象､ 実習記録等を勘案して評価します。

【授業計画（各回の授業内容）】

(１) 実習施設の機能や役割を理解する第1回

(２) 一日の流れを理解し､ 参加しながら保育者の役割や技術､ 態度について学ぶ第2回

(３) 観察や､ 関わりを通して利用者のニーズを理解する第3回

(４) 援助計画を理解し､ 援助方法や養護技術について学ぶ第4回

(５) 職員の役割分担とチームワークについて学ぶ第5回

(６) 施設利用者の最善の利益についての配慮を理解する第6回

(７) 保育士としての職業倫理を理解する第7回

(８) 安全及び疾病予防への配慮について理解する第8回

(９) 生活や援助などの一部を担当し､ 養護技術を習得する第9回

【教科書・参考書】

教科書は､ 開講時に指示します｡参考書は適宜紹介します｡�

【学生へのメッセージ】

保育に関する理論と実践を有機的に関連づける機会となり得るよう､ 積極的､ 自発的な姿勢で実習に臨んで欲しい。

【オフィスアワー】

火曜日：11：55～12：25、木曜日：11：55～12：25

【実務経験】

峡南地域就学相談員・山梨県立こころの発達総合支援センター臨時職員・障害児支援児童発達施設非常勤職員
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