
《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

未来ノート
キャリア・サポート
教材開発研究委員会

一般財団法人職業教育
・キャリア教育財団

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

上記評価に関する留意点
①出席、時間管理、忘れ物
（雨天の場合も天気予報を事前に確認し、早めに家を出るなど、ダイヤの乱れ等を予測して行動し、遅刻をしないよう気を付けること）
（忘れ物は減点対象）
②個人学習
（宿題が出た場合、提出期限を過ぎての提出は未提出扱いとなる）
③チーム学習
（限られた時間を有効に使うため、自分の時間も他人の時間も大切にすること）
その他留意点
①ワークを通して知りえた個人情報は、今授業の中だけの宝物ものとし、教室外で話題にしたり、他人に話したりしないこと。
②自己開示する範囲は自分で決めること。話したくないことは無理に話さなくてよい。

・成績評価は学則第21条によるが、再試験の対象はD評価（59点以下）の者とする。

・評価については、次の点を基準として総合的に行う。定期試験を行わないため総合評価となる。
①出席、時間管理、忘れ物　40％
②個人学習（事前課題、宿題、ワークシート、レポートなど）20％
③チーム学習（演習、ワークシート、発表など）20％
④その他（参画度、主体性、積極性、意欲、勤勉性など）20％

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・個人ワークおよびグループワークを通して、自分自身のキャリアを考え、自らのキャリアを選択・決定する。
・自分の内的キャリアと外的キャリアに気づき、自己理解を深める。
・教材「未来ノート」を通して、社会で必要となるコミュニケーション力（ファシリテーション力、自ら考えアウトプットする
力、仲間にフィードバックをする力等）を養う。
・「社会人基礎力」を身につけ、就職試験で必要とされる実践的スキルを身につける。

実
務
経
験

・出版社/編集者（4年）
・商社/営業（10年）
・学校/広報（6年）

資
格
等

・キャリアコンサルタント
・職業教育・キャリア教育財団認定キャリアサポーター
・高等学校教諭一種免許状　・中学校教諭一種免許状　等

科
目
名

キャリア・サポート・プログラム
担
当
者
名

歌野裕子

学
科

医療事務科・医療秘書科
診療情報管理科・福祉総合学科

学
年

１年
学
期

前期
単
位

2単位　(　30時間　）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２９回

第３０回

第２７回

第２８回

第２５回

第２６回

第２３回

第２４回

第２１回

第２２回

第１９回

第２０回

第１７回

第１８回

第１５回 仕事選択～未来に向けて～「未来ページ」　／　1年後の自分に向けての手紙

第１６回

第１３回 仕事理解　③　「インタビューしてみよう」

第１４回 仕事選択～未来に向けて～「模擬店を出そう！」①、②

第１１回 ジョブカードを作成してみよう　②

第１２回 仕事理解　②　「ケーススタディで学ぶ実際の仕事」

第９回 ビジネスマナーについて　敬語表現の学習

第１０回 ジョブカードを作成してみよう　①

第７回 仕事理解　①　「地図を作ってみよう！」

第８回 履歴書の書き方／面接試験の流れ

第５回 自己理解　④　「過去を振り返ろう」

第６回 自己理解　⑤　「なぜ働くの？」

第３回 自己理解　②　「私ってどんな人？」

第４回 自己理解　③　「自分を知る手がかり」

第２回 自己理解　①　「私の大切なもの探し」

第１回 チーム学習を進めるために「話し合いの意義」



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

MOS Word 2013
対策テキスト＆問題集

FOM出版

実教出版
30時間でマスターWindows8対応

Office2013

テキスト忘れ、メモリ忘れのないようにしましょう。
実技の授業なので、授業中のファイル作成は重要です。必ず完成させて提出しましょう。

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・「成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。」
・授業態度、授業内のファイルの作成状況、提出ファイル内容およびファイル数、定期試験、検定試験など、総合的
に判断する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

【Word】
・基本操作（ページ設定、入力、保存、印刷、コピー、移動など）ができる。
・表の作成と編集ができる。
・グラフィックを用いた文章の作成・編集ができる。

・情報を分析し、資料を作成するためのソフト（Word）の効果的な手法を学び、MOS検定対策問題集を通して十分に
使いこなす知識と技能を習得し、合格を目指す。

【PowerPoint】
・基本操作（スライドの作成、入力、保存、）ができる。
・グラフィックの挿入と編集ができる。
・アニメーションの設定と変更ができる。

科
目
名

パソコン演習Ⅰ
担
当
者
名

平　井　智　子

学
科

実
務
経
験

人材派遣会社（登録スタッフの面接、インストラクター）
大学、短大、専門学校非常勤講師
企業研修講師、基金訓練講師

資
格
等

情報処理技術者試験システムアドミニストレータ
情報処理技術者試験ITパスポート
マイクロソフトスペシャリスト（SPECIALIST、EXPERT）

４単位　(　６０時間　）福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第１回 第３章　Wordの画面構成、ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰの説明、入力①、名前を付けて保存

第２回 第３章　読み込み、入力②、ファイル管理（フォルダ作成）

第４回 第３章　移動とコピー、実習問題

第３回 第３章　ページ設定、文書の印刷

第６回 第３章　表を活用した文書の作成、実習問題

第５回 第３章　文書の作成、文字の拡大と縮小、文字の修飾、実習問題

第８回 第３章　画像や図形を活用した文書の作成、実習問題

第７回 第３章　表の編集、実習問題

第１０回
第５章　Power Pointの画面構成、プレゼンテーションの作成、文字修飾と図形
　　　　　の活用、保存

第９回 第３章　総復習問題

第１２回
第５章　表の活用と画像の挿入、ワードアートの挿入、その他の機能、スライド
　　　　　ショーと資料作成

第１１回 第５章　読み込み、グラフの活用、SmartArtの活用、アニメーションの効果

第１４回 前期試験

第１３回 第５章　総復習問題

第１６回 第１章　文書の作成と管理　　 文書の作成、文書内の移動、書式設定①

第１５回 成績発表と解説

第１８回 第１章　文書の作成と管理  　 印刷、確認問題

第１７回 第１章　文書の作成と管理　　 書式設定②、オプションと表示のカスタマイズ

第２０回
第２章　文字、段落、セクションの書式設定　  段落の書式設定、並べ替え、グ
　　　　　ループ化

第１９回
第２章　文字、段落、セクションの書式設定　  文字列や段落の挿入、文字列の
　　　　　書式設定

第２２回
第３章　表とリストの作成　　　リストの作成と変更、確認問題
第４章　参考資料の適用　　　文末脚注、脚注、引用文献の作成

第２１回 第３章　表とリストの作成　　　表の作成、表の変更

第２４回
第５章　オブジェクトの挿入と書式設定　文書パーツの挿入と書式設定、画像の
　　　　　挿入と書式設定、図形やSmartArtの挿入と書式設定

第２３回 第４章　参考資料の適用　　　図表番号の作成　確認問題

第２６回 模擬問題１-②、模擬問題２

第２５回
第５章　オブジェクトの挿入と書式設定　確認問題
　　　　　模擬問題１-①

第２８回 模擬問題３

第２７回 模擬問題２

第３０回 成績発表と解説

第２９回 後期試験



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

楽しさを通した心の元気づくり
レクリエーション支援の理論と方法

日本レクリエーション協会

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

シラバスを確認し、該当箇所のテキストをあらかじめ読んでおくこと。また授業終了後は配布資料も含め，復習をし
ておくこと。わからないこと、不明な点は次の授業時間にて質問し、疑問点の解消に努めましょう。配布資料は時系
列にファイリングしてください。レクリエーション・プログラムを提供できるようになるため、演習・実技には積極的に参
画してください。また、宿題にも主体的に取り組んでください。この授業はレクリエーション・インストラクター資格取得
のためのプログラムの一部になっています。必要に応じて校外での支援実習を行うことがあります。詳細は別途お
知らせいたします。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。
・評価は、定期試験（6割）　宿題・提出物（2割）　授業の参画態度（2割）で総合的に評価する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

社会福祉事業の従事者にとっての、保健体育の概念・意義を理解するとともに、レクリエーションの社会的意義を理
解する。対象・目的に合わせたレクリエーション・サービス、プログラムを提供できる。

実
務
経
験

施設や公民館などにおけるレクリエーション・プロ
グラムサービス　20年

資
格
等

レクリエーション・インストラクター　　1985～
福祉レクリエーション・ワーカー　2002～

科
目
名

保健体育レクリエーション
担
当
者
名

波多江　磨里子

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　(　６０時間　）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 理論　レクリエーション活動の楽しさをとおした心の元気づくりの理解
フロー理論、
マズロー

第１回 オリエンテーション　　理論　保健体育・レクリエーションの意義と支援の理解

第３回 理論　対象者の心の元気づくりの課題

第４回 支援の理論　信頼関係づくりの理論
良好なコミュニ
ケーション

第５回 支援の理論　良好な集団づくりの理論

第６回 支援の理論　自主的、主体的にレクリエーション活動を楽しむ力を育む理論

第７回 演習・実習　安全管理の方法

第８回 実技　ホスピタリティーの体験的理解

第９回 実技　ホスピタリティーの習得

第１０回 実技　アイスブレーキング・モデルの体験

第１１回 実技　アイスブレーキングの効果を高める支援技術の習得
同時発声・同時動作、
一指示一動作、
説明のゲーム化

第１２回 実技　自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活動の展開方法1
ハードル設定の
習得

第１３回 実技　自主的、主体的に楽しむ力を育むレクリエーション活動の展開方法2
基本のアレンジ
方法の習得

第１４回 前期定期考査

第１５回 前期のまとめ

第１６回 実技・演習　　CSSプロセスの習得

第１７回 実技・演習　　レクリエーション支援の方法の総合的な演習
試行、評価、
改善

第１８回 実技・演習　　高齢者を対象としたモデルプログラムの習得

第１９回 実技・演習　　子どもを対象としたモデルプログラムの習得

第２０回 演習・実習　　レクリエーション支援のプログラムの立案方法

第２１回 演習・実習　　レクリエーション支援のプログラムの立案1

第２２回 演習・実習　　レクリエーション支援のプログラムの立案2

第２３回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施1

第２４回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施2

第２５回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施3

第２６回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施4

第２７回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施5

第２８回 演習・実習　　レクリエーション支援の実施6

第２９回 後期定期試験

第３０回 後期および一年間のまとめ



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

音楽Ⅰ・Ⅱ（ピアノ実技）
担
当
者
名

柴田　亜梨沙

学
科

福祉総合学科
学
年

１・２・３年
学
期

通年
単
位

４単位（　６０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・スクーリング課題や弾きたい曲を演奏できるようになる。
・人前で演奏（発表）することを通して、自信を持てるようになる。

実
務
経
験

特別養護老人ホーム・デイサービスで音楽療法士
として活動、柴田ピアノ教室にて指導にあたってい
る。

資
格
等

日本音楽療法学会認定音楽療法士

授業態度・出席回数・ミニ発表会（定期テスト）

・次回に授業までに、自主練習をお願いします。
・イヤホンとイヤホンジャックの用意をお願いします。
（オリエンテーションの時に詳しく説明します。）
・楽譜（各自、弾きたい曲）があれば持ってきてください。

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２８回

第２２回

第２３回

第２９回 ミニ発表会

第３０回 1年の反省とまとめ

第２５回

第２６回

第２７回

第２４回

第１９回

第２０回

第２１回

第１６回 目標曲の選択

第１７回

第１８回 　　　　　　　　練習をする

第１３回

第１４回 ミニ発表会

第１５回 まとめ

第１０回

第１１回

第１２回

第７回

第８回

第９回

　　　　　　　　練習をする

第４回

第５回

第６回

第１回 オリエンテーション（授業の説明・自己紹介）

第２回 目標曲の選択

第３回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

介護概論
担
当
者
名

安德　弥生

学
科

福祉総合学科
学
年

1年
学
期

通年
単
位

4単位（　60時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

本講義では、介護の方法論について学ぶ。介護の基本理念や、生活の継続性を支援するためのしくみや方法を理
解し、高齢者福祉のあり方について概説する。
【到達目標】
１．介護の目的、機能及び介護の展開方法を理解できる。
２．保健・医療機関、専門職との連携、協力の必要性について理解できる。
３．生活支援・自立とは何かについて理解することができる。
４．生活支援技術の基本について理解できる。
５．介護過程の意味と展開方法について理解できる。

実
務
経
験

10年以上、看護師として集中治療室、内科、外科
等で勤務。

資
格
等

看護師

・「成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象は、D評価（59点以下）の者とする。
・成績は、定期試験70％、出席状況（遅刻・欠席）・受講態度30％で評価する。

・授業中は、私語・居眠りをしないこと。
・演習時には、別途服装等の指示を行う。（動きやすい服装・靴など）
・テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

高齢者に対する支援と介護保険制度 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 社会福祉士養成講座13

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 介護の歴史・理念・対象

第１回 オリエンテーション　社会福祉士が介護の理解を必要とする理由

第３回 利用者の特徴・サービス提供の場 DVD視聴

第４回 生活障害について　多職種連携

第５回 自立に向けた介護

第６回 住生活環境の整備・福祉用具 DVD視聴

第７回 身支度・移動・睡眠の介護① DVD・演習

第８回 身支度・移動・睡眠の介護② 演習

第９回 食事・口腔ケアの方法 DVD・演習

第１０回 入浴・清潔・排泄の介護① DVD・演習

第１１回 入浴・清潔・排泄の介護② 演習

第１２回 社会生活維持と拡大

第１３回 前期の振り返り・まとめ

第１４回 試験

第１５回 試験解説

第１６回 介護予防① DVD視聴

第１７回 介護予防②

第１８回 認知症ケア① DVD視聴

第１９回 認知症ケア②

第２０回 救急・事故時の対応 DVD視聴

第２１回 医療・看護対応時における介助

第２２回 終末期ケア①在宅での死 DVD視聴

第２３回 終末期ケア②グリーフケア

第２４回 記録と情報の共有化の技法

第２５回 介護過程について

第２６回 介護過程の展開①ワークシート

第２７回 介護過程の展開②ワークシート

第２８回 後期の振り返り・まとめ

第２９回 試験

第３０回 試験解説



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

※この授業では平常点の割合が高いため，欠席や授業中の態度（私語，携帯電話の使用，福祉を学ぶ者としてふ
さわしくない言動）等について特に注意して評価します。

平常点，小テスト結果等を総合して評価します
＜評価方法の詳細＞
・平常点(出席状況，受講態度，積極性等)：50％
・課題成果(小テスト，レポート等の提出物)：50％

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・この授業では以下のことを目標に進めていきます。
①心身ともに安定した学校生活を送ることができる。
②クラスの雰囲気に慣れ，自分の意見を言える積極性や，他者との協調性を持ち過ごすことができる。
③基礎学力や作文力を復習することにより，福祉職に必要な語彙力や文章力を身につける。

単
位

４単位（　６０時間　）

実
務
経
験

精神科病院、精神障害者施設（地域活動支援セン
ター等）、相談援助業務（10年間）

資
格
等

精神保健福祉士、相談支援専門員　等

科
目
名

教養演習
担
当
者
名

井上　明信

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 エゴグラム，個人面談＋基礎学力向上ワーク①

第１回 目標設定，学籍簿・キャリアシート記入，連絡網作成，学則等の補足　等

第４回 ゴールデンウィークの振り返り，５月病対策「こころの健康」について

第３回
個人面談＋基礎学力向上ワーク②
身体障がい者体育大会について（概要，障害説明）

第６回 基礎学力向上ワーク　③

第５回
福祉の仕事理解(業界の現状，仕事内容，必要な資質等)
働く意味・大切さについて

第８回 基礎学力向上ワーク　⑤

第７回 小テスト，基礎学力向上ワーク　④

第１０回 小テスト，基礎学力向上ワーク　⑦

第９回 基礎学力向上ワーク　⑥

第１２回 基礎学力向上ワーク　⑨

第１１回 基礎学力向上ワーク　⑧

第１４回 夏休みボランティアについて，ボランティア先の決定

第１３回 基礎学力向上ワーク　①～⑨　確認テスト

第１６回 夏休みの振り返り，実習発表会とは，個人面談＋実習発表の準備

第１５回 授業アンケート，前期の振り返り

第１８回 個人面談＋実習発表会の準備

第１７回 個人面談＋実習発表会の準備

第２０回 実習発表会の準備

第１９回 実習発表会の準備

第２２回 実習発表会の振り返り

第２１回 実習発表会の発表練習・最終確認

第２４回 作文力向上ワーク　２

第２３回 作文力向上ワーク　１

第２６回 作文力向上ワーク　４

第２５回 作文力向上ワーク　３

第２８回 作文力向上ワーク　６，冬休みの過ごし方について

第２７回 作文力向上ワーク　５

第３０回 授業アンケート，１年間の振り返り

第２９回 冬休みの振り返り



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科目担当者が資料を随時配布する。

・私語や居眠りをせず、積極的に授業に参加すること。
・配布資料については、時系列にファイリングするなど、配布資料と授業内容の対応関係がわかる状態で保管すること。
・予習・復習を行った上で授業に参加すること。
　予習の方法： 配布資料等を事前に読み、不明な語句があれば事前にその意味・内容を調べておく。
　　　　　　　　　　（予習が必要な箇所については、授業内に指示する）
　復習の方法； 十分に理解できなかった部分については配布資料等を読み返して復習し、その上で分からないことは質問す
る。
・課題の提出を求められた場合には、様式・提出期限を厳守すること。
・授業の進行状況や理解度に応じて、授業内容・授業計画を変更する場合がある。
・定期試験や小テストの結果、理解度が一定の基準に達していないと判断される場合には、別途、補習を行うことがある。

・平常点、課題成果を総合して評価する。
　
　※評価割合：
　　　　・平常点（出席状況、受講態度、積極性等）：50%
　　　　・課題成果（発表、レポート等の提出物）　  ：50%

・演習においては、学生の主体的・積極的な参加が不可欠である。
　正当な理由のない欠席・遅刻・早退や私語・居眠り、その他授業の妨げとなる行為については、特に厳しく対応し
減点の対象とする。
　目的意識・問題意識をもった質問・言動や建設的な議論を歓迎し、評価する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

① ソーシャルワーカーに求められる基本的な価値観や倫理観を学ぶ。
② 相談援助の基本的な知識や技法を、グループワークやロールプレイ等を通して実践的に習得する。
③ 課題別の相談援助事例等を用いて、総合的かつ包括的な援助について学ぶ。

実
務
経
験

大学職員（ボランティアコーディネート、実習に関す
る事務等） 2年間

資
格
等

修士（社会福祉）　社会福祉士
社会福祉士実習演習担当教員講習会（実習・演習分野）・精神保健福
祉士実習演習担当教員講習会（基礎・実習・演習分野）修了

科
目
名

社会福祉援助技術演習
担
当
者
名

矢部　航

学
科

福祉総合学科
学
年

1 年
学
期

通年
単
位

4単位　( 60時間 ）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２９回
事例学習④（社会的排除・ソーシャルインクルージョンについて考える）

第３０回 後期のまとめと振り返り

第２８回

第２７回

第２６回

第２５回

第２３回

事例学習②（障害者の相談援助事例）

事例学習③（児童・家庭福祉に関する相談援助事例）

第２１回

第１９回

第２０回

第１７回

第１５回 前期のまとめと振り返り

事例学習①（高齢者の相談援助事例）
第１８回

第２４回

第１６回

第２２回

第１３回 記録技法と情報整理技法①

第１４回 記録技法と情報整理技法②

第１１回 面接技法①（対人コミュニケーションと面接技法について学ぶ）

第１２回 面接技法②（ロールプレイを通じて話を促すスキルや効果的な質問等について学ぶ）

第９回 ソーシャルワークの価値①：自己決定とその難しさを考える

第１０回 ソーシャルワークの価値②：倫理的ジレンマを考える

第７回 コミュニケーションの基本、言語的・非言語的コミュニケーション②

第８回 ソーシャルワークの価値と倫理（倫理綱領とバイステックの７つの原則）

第５回 専門的援助関係と自己覚知

第６回 コミュニケーションの基本、言語的・非言語的コミュニケーション①

第３回 自己開示と他者理解（傾聴と共感）

第４回 自己開示と他者理解（価値観の違い）

第２回 自己理解（自己概念を学ぶ、自分の家族関係を知る）

第１回 オリエンテーション、アイスブレイク



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ
担
当
者
名

飯干　真冬花

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位（　６０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

この授業では以下のことを目標に進めていきます。

⑴社会福祉士という「専門職制度の成り立ち」，「期待される社会福祉士像」などを理解することにより，自身が
　社会福祉士資格を取得する意味や，実習に臨む動機づけを確認できる。
⑵「相談援助実習」，「相談援助実習指導」という科目の全体像を理解できる。
⑶実習前・実習中・実習後それぞれの段階の学習の方法や留意点等を理解できる。
⑷実際の実習をイメージしながら事前学習や個人紹介票・実習計画書を作成できる。
⑸実習日誌のポイントを把握し，実習で学んでいることを日誌を通して整理することができる。

実
務
経
験

障害者支援業務（約７年）
資
格
等

・社会福祉士　　　　　・介護職員初任者研修
・精神保健福祉士　　・社会福祉士実習指導者講習会修了
・社会福祉主事　　　 ・精神保健福祉士実習指導者講習会修了

平常点，課題成果を総合して評価します。

＜評価方法の詳細＞
・平常点(出席状況，受講態度，積極性，忘れ物の有無　等)：50％
・課題成果(発表、レポート等の提出物)：50％

※この授業では平常点の割合が高いため，欠席や授業中の態度（私語，携帯電話の使用，福祉を学ぶ者としてふ
さわしくない言動）等について特に注意して評価します。また，実習生として建設的な態度や発言などを重視し評価
します。

⑴出席・欠席の管理は自身で行ってください。出欠の状況が分からない時は，教員に聞き確認をしてください。
⑵授業に遅れそうなときや欠席をする場合は，事前に連絡を入れてください。
⑶何事も，分からないことや困ったことがあったら，まず相談してください。抱え込まないように。

ソーシャルワークを学ぶ人
のための相談援助実習

浅原千里・江原隆宜・小松尾京子・杉
本浩章・高梨未紀・明星智美　編集 中央法規

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

ソーシャルワーク実習ノート 杉本浩章・田中和彦　著 みらい



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第３０回 １年間のまとめ，実習に向けて最終確認

第２９回 お礼状の書き方

第２８回 実習報告書の説明

第２７回 実習日誌の書き方（演習）

レポート作成
提出

第２６回 実習日誌の書き方（演習）

第２５回 実習日誌の説明・演習

第２４回 事前連絡について（電話のかけ方）　・　事前訪問について

第２３回 実習計画書の作成

第２２回 実習計画書の作成

第２１回 実習計画書の説明・作成

第２０回 個人紹介票の作成

第１９回 個人紹介票の書き方説明・作成

第１８回 実習先の事前学習②

第１７回 実習先の事前学習①

第１６回 前期の振り返り，実習先の決定

第１５回 前期のまとめ

第１４回 実習先の選定②

第１３回 実習先の選定①

第１２回 高齢者施設について②

グループワーク
発表

第１１回 高齢者施設について①

第１０回 事後学習②

第９回 事後学習①

第８回 事中学習③

第７回 事中学習②

第６回 事中学習①

第５回 事前学習②

第４回 事前学習①

第３回 実習を始めるにあたって

第２回 ソーシャルワーカーをめざすために

第１回 オリエンテーション（授業進行について・その他）



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

相談援助の基盤と専門職
社会福祉士養成講座

編集委員会
中央法規 新・社会福祉士養成講座

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・私語や居眠りをせず、積極的に授業に参加すること。
・配布資料については、時系列にファイリングするなど、配布資料と授業内容の対応関係がわかる状態で保管すること。
・予習・復習を行った上で授業に参加すること。
　予習の方法： 教科書等を事前に読み、不明な語句があれば事前にその意味・内容を調べておく。
　　　　　　　　　　（予習が必要な箇所については、授業内に指示する）
　復習の方法； 十分に理解できなかった部分については教科書を読み返して復習し、その上で分からないことは質問する。
・課題の提出を求められた場合には、様式・提出期限を厳守すること。
・授業の進行状況や理解度に応じて、授業内容・授業計画を変更する場合がある。
・定期試験や小テストの結果、理解度が一定の基準に達していないと判断される場合には、別途、補習を行うことがある。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象はD評価（59点以下）の者とする。
・原則として、定期試験での得点率が60%未満の者は再試験の対象となる。
　ただし、この基準については、問題の難易度や得点分布等により補正することがある。
・定期試験のほか、出席状況や受講態度、小テスト、レポート課題等を加味して評価を行う。
　
　※評価割合：
　　定期試験 80%
　　授業への参加度 20% （出席状況、受講態度、小テストやレポート課題による効果測定等をふまえて評価する。）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

① 社会福祉士の役割（※）と意義について理解する。
　※ 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を含む。
② 精神保健福祉士の役割と意義について理解する。
③ 相談援助の概念と範囲について理解する。
④ 相談援助の理念について理解する。
⑤ 相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解する。
⑥ 相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解する。
⑦ 総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容について理解する。

実
務
経
験

大学職員（ボランティアコーディネート、実習に関す
る事務等） 2年間

資
格
等

修士（社会福祉）　社会福祉士
社会福祉士実習演習担当教員講習会（実習・演習分野）・精神保健福
祉士実習演習担当教員講習会（基礎・実習・演習分野）修了

科
目
名

社会福祉援助技術論Ⅰ
担
当
者
名

矢部　航

学
科

福祉総合学科
学
年

1年
学
期

通年
単
位

4単位　( 60時間 ）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２９回 後期定期試験

第３０回 後期定期試験の解説

第２７回 総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能②

第２８回 総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能③

第２５回 相談援助にかかる専門職の概念と範囲②

第２６回 総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能①

第２３回 総合的かつ包括的な相談援助を支える理論③

第２４回 相談援助にかかる専門職の概念と範囲①

第２１回 総合的かつ包括的な相談援助を支える理論①

第２２回 総合的かつ包括的な相談援助を支える理論②

第１９回 総合的かつ包括的な相談援助の全体像②

第２０回 総合的かつ包括的な相談援助の全体像③

第１７回 専門職倫理と専門的ジレンマ②

第１８回 総合的かつ包括的な相談援助の全体像①

第１５回 前期定期試験の解説

第１６回 専門職倫理と専門的ジレンマ①

第１３回 相談援助の理念④

第１４回 前期定期試験

第１１回 相談援助の理念②

第１２回 相談援助の理念③

第９回 相談援助の形成過程⑥

第１０回 相談援助の理念①

第７回 相談援助の形成過程④

第８回 相談援助の形成過程⑤

第５回 相談援助の形成過程②

第６回 相談援助の形成過程③

第３回 相談援助の定義と構成要素②

第４回 相談援助の形成過程①

第２回 相談援助の定義と構成要素①

第１回 オリエンテーション、社会福祉士の役割と意義



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

21世紀の現代社会福祉用語辞典 九州社会福祉研究会 学文社

社会福祉小六法 ミネルヴァ書房

現代社会と福祉
社会福祉士養成講座

編集委員会
中央法規 新・社会福祉士養成講座

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・私語や居眠りをせず、積極的に授業に参加すること。
・配布資料については、時系列にファイリングするなど、配布資料と授業内容の対応関係がわかる状態で保管すること。
・予習・復習を行った上で授業に参加すること。
　予習の方法： 教科書等を事前に読み、不明な語句があれば事前にその意味・内容を調べておく。
　　　　　　　　　　（予習が必要な箇所については、授業内に指示する）
　復習の方法； 十分に理解できなかった部分については教科書を読み返して復習し、その上で分からないことは質問する。
・課題の提出を求められた場合には、様式・提出期限を厳守すること。
・授業の進行状況や理解度に応じて、授業内容・授業計画を変更する場合がある。
・定期試験や小テストの結果、理解度が一定の基準に達していないと判断される場合には、別途、補習を行うことがある。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象はD評価（59点以下）の者とする。
・原則として、定期試験での得点率が60%未満の者は再試験の対象となる。
　ただし、この基準については、問題の難易度や得点分布等により補正することがある。
・定期試験のほか、出席状況や受講態度、小テスト、レポート課題等を加味して評価を行う。
　
　※評価割合：
　　定期試験 80%
　　授業への参加度 20% （出席状況、受講態度、小テストやレポート課題による効果測定等をふまえて評価する。）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

① 現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解する。
② 福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。
③ 福祉政策におけるニーズと資源について理解する。
④ 福祉政策の課題について理解する。
⑤ 福祉政策の構成要素（政府、市場、家族、個人等）について理解する。
⑥ 福祉政策と関連政策（教育政策、住宅政策、労働政策等）の関係について理解する。
⑦ 相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。

実
務
経
験

大学職員（ボランティアコーディネート、実習に関す
る事務等） 2年間

資
格
等

修士（社会福祉）　社会福祉士
社会福祉士実習演習担当教員講習会（実習・演習分野）・精神保健福
祉士実習演習担当教員講習会（基礎・実習・演習分野）修了

科
目
名

社会福祉概論
担
当
者
名

矢部　航

学
科

福祉総合学科
学
年

1年
学
期

通年
単
位

4単位　( 60時間 ）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

オリエンテーション、社会の変化と福祉①

第３回 福祉と福祉政策

第４回 福祉の思想と哲学①

第２回 社会の変化と福祉②

第１回

第５回 福祉の思想と哲学②

第６回 福祉の思想と哲学③

第７回 社会政策と福祉政策

第８回 福祉政策の発展過程①

第９回 福祉政策の発展過程②

第１０回 福祉政策の発展過程③

第１１回 少子高齢化時代の福祉政策①

第１２回 少子高齢化時代の福祉政策②

第１３回 少子高齢化時代の福祉政策③

第１４回 前期定期試験

第１５回 前期定期試験の解説

第１６回 福祉政策における必要と資源①

第１７回 福祉政策における必要と資源②

第１８回 福祉政策の理念・主体・手法①

第１９回 福祉政策の理念・主体・手法②

第２０回 福祉政策の関連領域①

第２１回 福祉政策の関連領域②

第２２回 福祉政策の関連領域③

第２３回 社会福祉制度の体系①

第２４回 社会福祉制度の体系②

第２５回 福祉サービスの提供

第２６回 福祉サービスと援助活動

第２７回 福祉政策の国際比較①

第２８回 福祉政策の国際比較②／福祉政策の展望と課題

第２９回 後期定期試験

第３０回 後期定期試験の解説



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

福祉行財政と福祉計画
社会福祉士養成講座

編集委員会
中央法規 新・社会福祉士養成講座

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・私語や居眠りをせず、積極的に授業に参加すること。
・配布資料については、時系列にファイリングするなど、配布資料と授業内容の対応関係がわかる状態で保管すること。
・予習・復習を行った上で授業に参加すること。
　予習の方法： 教科書等を事前に読み、不明な語句があれば事前にその意味・内容を調べておく。
　　　　　　　　　　（予習が必要な箇所については、授業内に指示する）
　復習の方法； 十分に理解できなかった部分については教科書を読み返して復習し、その上で分からないことは質問する。
・課題の提出を求められた場合には、様式・提出期限を厳守すること。
・授業の進行状況や理解度に応じて、授業内容・授業計画を変更する場合がある。
・定期試験や小テストの結果、理解度が一定の基準に達していないと判断される場合には、別途、補習を行うことがある。

・成績評価基準は学則第21条によるが、再試験の対象はD評価（59点以下）の者とする。
・原則として、定期試験での得点率が60%未満の者は再試験の対象となる。
　ただし、この基準については、問題の難易度や得点分布等により補正することがある。
・定期試験のほか、出席状況や受講態度、小テスト、レポート課題等を加味して評価を行う。
　
　※評価割合：
　定期試験 80%
　授業への参加度 20% （出席状況、受講態度、小テストやレポート課題による効果測定等をふまえて評価する。）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

① 福祉の行財政の実施体制（※）について理解する。
　　※ 国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職の役割を含む。
② 福祉行財政の実際について理解する。
③ 福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。

実
務
経
験

大学職員（ボランティアコーディネート、実習に関す
る事務等） 2年間

資
格
等

修士（社会福祉）　社会福祉士
社会福祉士実習演習担当教員講習会（実習・演習分野）・精神保健福
祉士実習演習担当教員講習会（基礎・実習・演習分野）修了

科
目
名

社会福祉行政論
担
当
者
名

矢部　航

学
科

福祉総合学科
学
年

1年
学
期

前期
単
位

2単位　( 30時間 ）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２９回

第３０回

第２７回

第２８回

第２５回

第２６回

第２３回

第２４回

第２１回

第２２回

第１９回

第２０回

第１７回

第１８回

第１５回 定期試験の解説

第１６回

第１３回 福祉計画の実際③

第１４回 定期試験

第１１回 福祉計画の実際①

第１２回 福祉計画の実際②

第９回 福祉計画の理論と技法①

第１０回 福祉計画の理論と技法②

第７回 福祉行政の組織・団体と専門職の役割②

第８回 福祉計画の目的と意義

第５回 福祉財政

第６回 福祉行政の組織・団体と専門職の役割①

第３回 福祉行政①

第４回 福祉行政②

第２回 福祉行財政と福祉計画②

第１回 オリエンテーション、福祉行財政と福祉計画①



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

社会保障論
担
当
者
名

田中茂實

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　（　６０時間　）　

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

　本授業の意義は、福祉専門職として仕事を遂行するうえでは社会保障に関する知識が基礎であり、必須のツール
だからである。そのねらいは、私たちが社会福祉士として相談・援助等の仕事を円滑かつ適切に進めていくうえで、
社会保障の知識をきちんと身につけることにある。
　授業の目標は
①社会保障と私たちの生活が切り離せない関係にあることを理解し、社会保障の理念や機能を知る
②欧米や日本の社会保障の歴史的変遷・発展を知る
③社会保障制度を理解するうえで基本となる社会保障の機能や枠組みを理解する
④社会保障の財源の仕組み、国民経済との関係を知る
⑤社会保障を構成する医療保険制度や年金保険制度など個々の社会保障制度の理念、目的、制度概要を知る
⑥日本の社会保障の当面する課題や、諸外国の社会保障制度を知る
である。

実
務
経
験

地方公務員（査察指導員９年、現業員１５年）
資
格
等

社会福祉士、介護支援専門員

・評価方法は、以下の３項目を総合して評価する。
　①平常点（出席状況、受講態度、授業不参加（ほとんど眠っている、等）、等　：　３０％
　②課題成果（教科書の章ごとに「ふり返りシート」の提出を求める　：　２０％
　③期末試験　：　５０％

　なお、著しい遅刻や授業の妨げとなる行為（私語、携帯電話の使用、等々）については厳しく対処し、減点の対象と
する。

・授業中、私語や教室からの無断退出は慎むこと。
・配布資料（授業レジュメ、等）は各自で時系列にファイリングなどをして整理すること。
・ふり返りシート等の提出は期限を守ること。
・予習⇒次回の単元を目通しし、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べておくこと。
・復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行うなどし、理解に努め
　　　　　ること。
・補習について
　テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

第１２巻『社会保障』第５版
社会福祉士養成講座編集

委員会
中央法規出版 新・社会福祉士養成講座

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第３０回 後期試験解答・解説

第２９回 後期試験

第２８回 諸外国における社会保障制度②

第２７回 諸外国における社会保障制度①

第２６回 社会保障が当面する課題③

第２５回 社会保険が当面する課題②

第２４回 社会保障が当面する課題①

第２３回 社会保障と民間保険②

第２２回 社会保障と民間保険①

第２１回 社会福祉制度②

第２０回 社会福祉制度①

第１９回 労働保険制度②

第１８回 労働保険制度①

第１７回 介護保険制度②

第１６回 介護保険制度①

第１５回 前期試験解答・解説

第１４回 前期試験

第１３回 医療保険制度③

第１２回 医療保険制度②

第１１回 医療保険制度①

第１０回 年金保険制度②

第９回 年金保険制度①

第８回 社会保障の財源と費用②

第７回 社会保障の財源と費用①

第６回 社会保障の構造②

第５回 社会保障の構造①

第２回 現代社会と社会保障

第１回

第４回 社会保障の歴史②

オリエンテーション、社会保障制度の概要

第３回 社会保障の歴史①



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

手　話
担
当
者
名

上田　直子

学
科

福祉総合学科
診療情報管理科
医療秘書科　、　医療事務科

学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　(　６０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

（授業内容）
手話検定取得を目指し、テキストに沿って指導する。
手話の基本文法を習得する。

（到達目標）
ろう者と日常的な会話ができる。

実
務
経
験

・福岡市行政職手話講師
・専門学校手話講師

資
格
等

・手話通訳養成講座指導者
・手話奉仕員養成講座講師

実技試験の成績と出席状況および授業態度

わからない事があれば挙手をして質問をすること。
体調不良の時以外はマスクは外すこと。

手話奉仕員養成テキスト
「手話を学ぼう手話で話そう」

一般財団法人
全日本ろうあ連盟

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

伝えあってみましょう
手や体の動きや表情を使って伝え合う。

名前を紹介しましょう
自分の名前を用いて色々な方法で表現する。あいさつを覚える。

家族を紹介しましょう
疑問詞「だれ」を使って会話する。

数を使って話しましょう
疑問詞「いつ」「いくつ」「いくら」を使って会話する。

趣味について話しましょう
身近な話題を会話する。身振り、表情を工夫する。

仕事について話しましょう
今までの学習を活かして自分を紹介する。

住所を紹介しましょう
目の前の空間の使い方を学ぶ。指さし、イメージを持って表現する。

一日のことを話しましょう
時の表し方を学ぶ。動詞の手話を覚える。

一か月のことを話しましょう
過去、現在、未来の表し方を学ぶ。

一年のことを話しましょう
季節、月、年の表し方を学ぶ。疑問詞「どちら」、「～したい」を使って会話する。

パーティのことを話しましょう
日常生活の色々な場面での会話を学ぶ。

旅行のことを話しましょう
日常生活の色々な場面での会話を学ぶ。

日常生活の色々な場面での会話を学ぶ。
病院のことを話しましょう

手話の読み取りテスト

★まとめ・追試/再試

表情豊かに、具体的に
①表情・強弱・速度

表情豊かに、具体的に
②具体的表現（様子や形）

表情豊かに、具体的に
③具体的表現（動き）

主語をわかりやすく
①位置・方向（一対一で）

主語をわかりやすく
②位置・方向（この場にいない第三者を含んで）

主語をわかりやすく
③役割の切り替え

主語をわかりやすく
④指さし

空間をうまく使いましょう
①左右・前後の空間活用

空間をうまく使いましょう
②上下空間・指さしと視線の活用

両手や指をうまく使いましょう
①同時性

両手や指をうまく使いましょう
②指の代理的表現

繰り返しの表現

意味に合った手話

手話の読み取りテスト

★まとめ・追試/再試
第３０回

第２９回

第２８回

第２７回

第２６回

第２５回

第２４回

第２３回

第２２回

第２１回

第２０回

第１９回

第１８回

第１７回

第１６回

第１５回

第１４回

第１３回

第１２回

第１１回

第１０回

第９回

第８回

第７回

第６回

第５回

第４回

第３回

第２回

第１回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

第１４巻『障害者に対する支援と障害
者自立支援制度』第６版

社会福祉士養成講座編集
委員会

中央法規出版 新・社会福祉士養成講座

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・授業中、私語や教室からの無断退出は慎むこと。
・配布資料（授業レジュメ、等）は各自で時系列にファイリングなどをして整理すること。
・ふり返りシート等の提出は期限を守ること。
・予習⇒次回の単元を目通しし、読めない漢字や不明な語句などがあれば事前に調べておくこと。
・復習⇒きちんと理解できなかった部分は復習を行い、その上で分からないことは、質問を行うなどし、理解に努め
　　　　　ること。
・補習について
　テストの点数や理解度が一定の基準に達しない場合は、別途、補習を行うことがある。

・評価方法は、以下の３項目を総合して評価する。
　①平常点（出席状況、受講態度、授業不参加（ほとんど眠っている、等）、等　：　３０％
　②課題成果（教科書の章ごとに「ふり返りシート」の提出を求める　：　２０％
　③期末試験　：　５０％

　なお、著しい遅刻や授業の妨げとなる行為（私語、携帯電話の使用、等々）については厳しく対処し、減点の対象と
する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

　今日の 障害者福祉は、日本内外問わず、ノーマライゼーションとIL運動の理念の下、大きな変化と発展を遂げつ
つある。とりわけ国際生活機能分類（ICF、2001）が示した障害モデルは、障害者の自立生活支援への重要な視点を
提供している。本科目の意義は、こうした障害者福祉をめぐる流れのなかで、"障害"の概念、障害者の生活実態、
多方面にわたる法制度やその歴史、自立生活に向けた支援方法などを学ぶことにある。ねらいは、社会福祉士とし
て障害者の求めと必要と合意に基づく支援方法を身につけることにある。
   到達目標は
①利用者と環境との相互作用という視点から、障害者を取りまく社会状況や生活実態を把握する
②障害者福祉を実践する上での法体系を知る
③障害者・児の自立を支援する制度を知り、ソーシャルワークの基盤である制度理解をする
④福祉、教育、労働等々の障害者福祉を支える組織や機関を知る
⑤障害者を支援する専門職やその業務内容を知る
⑥障害者を支える地域でのネットワークづくりとそのあり方を考察する
である。

実
務
経
験

地方公務員(査察指導員９年、現業員１５年）
資
格
等

社会福祉士、介護支援専門員

科
目
名

障害者福祉論
担
当
者
名

田中茂實

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　（　６０時間　）　



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第３回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態③

第４回 障害者にかかわる法体系①

第２回 障害者を取り巻く社会情勢と生活実態②

第１回

第５回 障害者にかかわる法体系②

オリエンテーション、障害者を取り巻く社会情勢と生活実態①

第６回 障害者にかかわる法体系③

第７回 障害者にかかわる法体系④

第８回 障害者自立支援制度①

第９回 障害者自立支援制度②

第１０回 障害者自立支援制度③

第１１回 障害者自立支援制度④

第１２回 障害者自立支援制度⑤

第１３回 障害者自立支援制度⑥

第１４回 前期試験

第１５回 前期試験解答・解説

第１６回 障害者自立支援制度⑦

第１７回 障害者自立支援制度⑧

第１８回 障害者自立支援制度⑨

第１９回 障害者自立支援制度⑩

第２０回 組織・機関の役割①

第２１回 組織・機関の役割②

第２２回 組織・機関の役割③

第２３回 組織・機関の役割④

第２４回 専門職の役割と実際①

第２５回 専門職の役割と実際②

第２６回 専門職の役割と実際③

第２７回 多職種連携・ネットワーキング①

第２８回 多職種連携・ネットワーキング②

第２９回 後期試験

第３０回 後期試験解答・解説



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

心理学
担
当
者
名

松尾多加志

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

前期
単
位

２単位（　３０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

本科目では心理学全般の基礎的知識について学んでいきます。心のメカニズムを知っておくことは自分自身の心の
理解を深め、他者との適度な関係性を考える際に大いに役立ちます。心理学の観点を日々の生活にいかしていくこ
とを目指します。

到達目標
①心理学の基本的な知識を身につける。
②心理学の観点から自己や他者の行動、思考について考える。
③自分自身の心のメカニズムについて理解を深め、豊かな人間関係を築く、一助とする。
④心理学の理論を生活の中でいかすことができる。

実
務
経
験

教育現場での臨床経験(スクールカウンセラー、特
別支援教育支援員等)

資
格
等

臨床心理士、公認心理師

成績の評価は学則第21条に準じて行います。D評価(59点以下)の人は再試験の対象になります。定期試験の成績
が70％、授業の参加態度及び出席状況を30％で評価を行います。

・他の受講者の学習機会を妨げる行為(私語、居眠り等)は減点の対象となります。
・心理学に関してさらに理解を深めたい方は講義内容におけるテキストの該当箇所を事前に読んでおくことを推奨し
ます。
・定期試験についてはテキストの該当箇所及び配布資料を基に出題します。
・第1回目の授業には本講義のオリエンテーション(授業評価について、授業全体の概観)も行います。
・第13回目の授業には授業内容のまとめ、振り返りも行いますのでなるべく欠席しないようにしてください。

よくわかる心理学 武藤隆、他(編集) ミネルヴァ書房 やわらかアカデミズム

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

テキスト第1章

第２回 感覚、知覚、認知(人がものを感じる仕組みについて) テキスト第2章

第１回 オリエンテーション/心理学入門(心理学の歴史、心理学の研究法)

第３回 記憶と学習①(記憶について) テキスト第3章

第７回

第４回 記憶と学習②(学習理論、オペラント条件付け、古典的条件付け) テキスト第3章

第５回

感情・情動(基本的感情、感情の制御、感情とストレス)

テキスト第9章

動機付け(内発的動機づけと外発的動機づけ、欲求と動機付けとの関連)

発達②(ライフサイクル理論、成人期以降)

発達①(各発達段階について、幼少期から青年期)

第９回

第６回

性格(類型論、特性論、ビッグファイブ、遺伝と環境)

テキスト第9章

第８回 テキスト第11章

集団と個人(リーダシップ、集団の特徴について)

テキスト第12章

第１０回 テキスト第7章

第１１回 テキスト第6章
対人関係(豊かな人間関係を築くために、自己開示、自己呈示、パーソナル
スペース)

社会的認知(人の印象はどのように作られるか、ステレオタイプ、確証バイアス)

テキスト第13章

第１２回 テキスト第5章

第１３回 テキスト第17章心理臨床の実践の場/まとめ・振り返り

第１４回 定期試験

第１５回 定期試験の解答・解説

第１６回

第１７回

第１８回

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

第２５回

第２６回

第２７回

第２８回

第２９回

第３０回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

地域福祉の理論と方法 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・受講態度を重視する。
・確認テストを2～3回実施する。

期末テスト、確認テスト、受講態度を総合評価する。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

地域福祉についての基礎的理解を深める。

具体的には、
・地域福祉に関する理論について理解を深めること。
・福祉コミュニティの考え方について理解を深めること。
・行政組織と民間組織の役割と連携について理解を深めること。
・コミュニティソーシャルワークについて理解を深めること。

実
務
経
験

大学での講師・助教授・教授経験（合計29年）
資
格
等

【資格】　社会福祉士
【役職】　健康福祉学部長、社会福祉学科長

科
目
名

地域福祉論
担
当
者
名

倉田康路

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　(　６０時間　）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 新しい社会福祉システム　（１）　　～地域福祉の発展過程～

第１回 オリエンテーション

第３回 新しい社会福祉システム　（２）　　～行政と住民の協働による地域福祉～

第４回 新しい社会福祉システム　（３）　　～福祉コミュニティの考え方～

第５回 地域福祉と地域共生社会

第６回 地域福祉の基本的な考え方　（１）　～地域福祉理論の発展と広がり～

第７回 地域福祉の基本的な考え方　（２）　～地域福祉理論の発展と広がり～

第８回 地域福祉の基本的な考え方　（３）　～地域福祉の理念～

第９回 地域福祉の基本的な考え方　（４）　～地域のとらえ方～

第１０回
地域福祉の基本的な考え方　（５）
～コミュニティ型組織とアソシエーション型組織の連携～

第１１回 地域福祉の展開

第１２回 地域住民の社会福祉観と福祉教育　（１）

第１３回 地域住民の社会福祉観と福祉教育　（２）

第１４回 前期試験

第１５回 試験解説

第１６回 行政組織と民間組織の役割　（１）　～地方分権化と地域福祉計画～

第１７回 行政組織と民間組織の役割　（２）　～社会福祉協議会について～

第１８回 行政組織と民間組織の役割　（３）　～社会福祉法人について～

第１９回 行政組織と民間組織の役割　（４）　～NPOとボランティア団体について～

第２０回 行政組織と民間組織の役割　（５）　～民生・児童委員について～

第２１回 コミュニティソーシャルワークについて　（１）　～その考え方～

第２２回 コミュニティソーシャルワークについて　（２）　～その方法～

第２３回 コミュニティソーシャルワークについて　（３）　～専門職と住民の関係～

第２４回 地域における福祉ニーズの把握　（１）　　～アウトリーチの意義～

第２５回 地域における福祉ニーズの把握　（２）　　～質的ニーズの把握～

第２６回 地域における福祉ニーズの把握　（３）　　～量的ニーズの把握～

第２７回 地域トータルケアシステムについて　（１）

第２８回 地域トータルケアシステムについて　（２）

第２９回 後期試験

第３０回 試験解説



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

出版社名 シリーズ名書籍名 著者･編集者名

・必要な資料、レジュメは授業で配布する。
・目的意識をもって授業に参加する。
・配布資料等の整理と保管に責任をもつ。紛失、欠席や公欠の場合であっても、配布資料等は各自でコピーさせて
もらうこと。
・国家試験指定科目の習得状況により、授業内容を変更することがある。

・平常点、課題成果等を総合して評価する。
※著しい遅刻や授業の妨げとなる行為（私語・居眠り・携帯電話の使用等）については厳しく対処し、減点の対象と
する。

＜評価方法の詳細＞
・平常点（出席状況、受講態度等）：50%
・課題成果：50%

・社会福祉士国家試験受験対策を行う。出題傾向やポイントを解説した後に、過去の社会福祉士国家試験受験対
策を行う。
・出題傾向やポイントを解説した後に、過去の試験問題等を各自で解き、国家試験の出題形式に慣れるとともに、基
礎知識の定着を図る。

※なお、この授業では、授業内容の理解を促進するとともに、国家試験合格に向けた必要な知識の習得を図るため
に、定期的に小テストを実施する。

単
位

２単位（　３０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

実
務
経
験

精神科病院、精神障害者施設（地域活動支援セン
ター等）、相談援助業務（10年間）

資
格
等

精神保健福祉士、相談支援専門員　等

科
目
名

福祉特講
担
当
者
名

井上　明信

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

後期



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第３０回

第２９回

第２８回

第２７回

第２６回

第２５回

第２４回

第２３回

第２２回

第２１回

第２０回

第１９回

第１８回

第１７回

第１６回

第１５回 就労支援サービス 小テスト（7）

第１４回 社会保障

第１３回 社会理論と社会システム、社会調査の基礎 小テスト（6）

第１２回 相談援助の理論と方法

第１１回 相談援助の基盤と専門職、保健医療サービス 小テスト（5）

第１０回 権利擁護と成年後見制度、更生保護制度

第９回 低所得者に対する支援と生活保護制度、就労支援サービス 小テスト（4）

第８回 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

第７回 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 小テスト（3）

第６回 高齢者に対する支援と介護保険制度

第５回 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援 小テスト（２）

第４回 福祉行財政と福祉計画、福祉サービスの組織と経営

第３回 地域福祉の理論と方法 小テスト（１）

第２回 現代社会と福祉

第１回 オリエンテーション



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

科
目
名

保育総合演習
担
当
者
名

福岡　千津子

学
科

医療秘書科・福祉総合学科
診療情報管理科

学
年

１・２・３年
学
期

通年
単
位

４単位（　６０時間　）

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

　保育士資格の取得を目指し、乳幼児に関する基本的な知識を学ぶ。

　保育現場の子どもの様子や事例をもとに、乳幼児の心身の発達について考え、子どもの世界や特徴について
学ぶ。

　子どもへの理解や興味を深めることで、資格取得へのモチベーションを維持し、授業時間だけでは足りない部分
を、自主的に学べるようにする。

　保育士試験の過去問題を解くことで、問題の傾向や内容を知り、自身の学習方法を探る。

実
務
経
験

・幼稚園教諭（3年）
・専門学校職員（9年）
・保育士（6年）

資
格
等

・幼稚園教諭１種免許　　　　　　・保育士資格
・小学校教員免許

成績評価基準は学則第２１条によるが、再試験の対象は、D評価(５９点以上）の者とする。

出席日数・授業態度も考慮する。

・授業中の私語、居眠りは慎む。
・グループワーク、手遊びや製作等の実践の際にも、積極的に参加する。

・国家資格への挑戦となるので、週１コマの授業時間のみでの資格取得は難しい。
授業では、学習の仕方や子どもの世界、関わり方・事例等も紹介していくので、それらを元に自分なりの工夫や
自主学習をしていって欲しい。

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 保育原理

第１回 オリエンテーション　（自己紹介・授業内容の説明）

第４回 社会的養護

第３回 教育原理

第６回 社会福祉

第５回 児童家庭福祉

第８回 子どもの保健

第７回 保育の心理学

第１０回 保育実習理論

第９回 子どもの食と栄養

第１２回 保育実技　（音楽）

第１１回 保育実技　（製作）

第１４回 前期試験

子どもを取り巻く環境の変化

第１３回 保育実技　（読み聞かせとわらべうた）

第１５回 解答・解説

第１６回

教育原理

第１９回

第１７回 保育原理

第２１回

児童家庭福祉

保育の心理学

第２０回

第１８回

社会的養護

社会福祉

第２２回

子どもの保健第２３回

子どもの食と栄養

保育実技　（絵画・製作）

第２５回

第２４回

保育実習理論

第２６回

保育実技　（音楽リズム遊び）

第２８回

第２７回

保育実技　（読み聞かせとゲーム）

第３０回 解答・解説

第２９回 後期試験



　
《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

心とかかわる臨床心理　基礎・実際・方法 川瀬正裕 ナカニシヤ出版

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

・使用教材をよく読んでおくこと。
・不明な用語は関連する書籍などで事前に調べておく。
・授業内容については、受講者の反応や進み具合によって適宜変更する可能性がある。

・ペーパーテスト(14回目に行う)：40点
・レポート：15点
・出席と受講態度：45点

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

〇意義
臨床心理学の中心的な理論について学んでいただく。また、臨床心理学の知識を現場で応用できるように事例を交
えて講義やディスカッションを行っていく。
〇ねらい
対人援助を行っていく際に、心理学的な視点からも考えられるような援助者になれることを目指す。
〇到達目標
臨床心理学の中心的な理論について理解し、自分の言葉で説明できるようになる。

実
務
経
験

・スクールカウンセラー(中学校・小学校)
・小児科・産婦人科病院勤務
・通信制高校の心理検査のテスター

資
格
等

・公認心理師
・臨床心理士

科
目
名

臨床心理学
担
当
者
名

濱村　星花

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

前期
単
位

２単位（　３０時間　）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第２回 臨床心理学とは

第１回 オリエンテーション

第３回 臨床心理学の歴史と理論の発展①

第４回 臨床心理学の歴史と理論の発展②

第５回 精神分析

第６回 人間性心理学・来談者中心療法

第７回 行動療法と認知行動療法

第８回 そのほかの心理療法とその理論

第９回 心からくる病①

第１０回 心からくる病②

第１１回 心からくる病③

第１２回 臨床心理学的な視点から患者をみる

第１３回 臨床心理学的な介入と在り方①

第１４回 臨床心理学的な介入と在り方②

第１５回 まとめ

第１６回

第１７回

第１８回

第１９回

第２０回

第２１回

第２２回

第２３回

第２４回

第２５回

第２６回

第２７回

第２８回

第２９回

第３０回



《評価方法》

《履修上の留意点》

《使用教材》

高齢者に対する支援と介護保健制度 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版

書籍名 著者･編集者名 出版社名 シリーズ名

積極的な態度で受講してもらいたい。また、予習と復習をして学習を深めてもらいたい。

定期試験（筆記試験）と小テスト・出席状況・受講態度による総合判定。

《授業内容－意義・ねらい・到達目標－》

・高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢・福祉・介護需要(高齢者虐待や地域移行、就労の実態を
含む)について理解する。
・高齢者の福祉制度の発展過程について理解する。
・介護の概念や対象及びその理念等について理解する。
・終末期ケアの在り方(人間観や倫理を含む)について理解する。
・相談援助活動において必要となる介護保険制度や高齢者の福祉・介護に係る他の法制度について理解する。
・高齢者ソーシャルワークの展開について理解する。

実
務
経
験

大学での講師・助教授・教授経験（合計29年）
資
格
等

【資格】　社会福祉士
【役職】　健康福祉学部長、社会福祉学科長

科
目
名

老人福祉論
担
当
者
名

倉田康路

学
科

福祉総合学科
学
年

１年
学
期

通年
単
位

４単位　(　６０時間　）



《授業計画》
授業内容・課題 備考

第１回 高齢者の特性　　　　　１、高齢者の社会的理解
　　　　　　　　　　　　　　　２、高齢者の身体的理解
　　　　　　　　　　　　　　　３、高齢者の精神的理解
　　　　　　　　　　　　　　　４、高齢者の総合的理解

第４回

第２回

第３回
少子高齢社会と高齢者　　　　　１、少子高齢社会と社会的問題
                                             ２、高齢者を取り巻く諸問題

第５回 　高齢者保健福祉の発展と法体系　　　　　１、高齢者保健福祉の起源と法体系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２、高齢者保険福祉制度の発展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　３、高齢者保険福祉制度・施策の体系第６回

第７回 高齢者支援の関係法規　　　　　１、老人福祉法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２、高齢者の医療の確保に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　３、高齢者虐待防止法
                                              ４、その他の関係法規第８回

第９回 介護保険制度の基本的枠組み　　　　　１、介護保険制度の全体像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ２、介護保険制度の目的と理想
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　３、保険財政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　４、保険者と被保険者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ５、介護保険制度の最近の動向

第１０回

第１１回 介護保険制度の仕組み　　1、要介護認定の仕組みとプロセス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２、保険給付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３、介護報酬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４、地域試験事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５、介護保険事業計画　　　　６、サービスの質を確保する為の仕組み

第１２回

第１３回
介護保険のサービス体系　１、介護支援専門員　　　３、施設サービス　　　　５、地域密着型サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２、居宅サービス　　 　 ４、介護予防サービス

　

第１５回 前期試験の解答解説

第１６回 　　高齢者を支援する組織と役割　１、行政機関の役割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、指定サービス事業者国民健康保険団体連合会の役割
　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ３、地域包括支援センターの組織体系と役割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４、社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５、ボランティア団体・非営利民間活動

第１７回

第１４回 前期試験

第１８回
　　高齢者支援の方法と実際　　　　　１、高齢者支援の方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２、介護保険法における連携と実際

第１９回

第２０回 　　高齢者を支援する専門職の役割と実際　１、専門職の役割と実際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、専門職による協働（多職種連携）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、専門職の倫理第２１回

第２２回 　　介護の概念や対象　　　　　１、介護の概念と範囲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２、介護の理念
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３、利用者の理解第２３回

第２４回 　　介護過程　　　　　１、介護過程の概要
　　　　　　　　　　　　　　２、介護過程の展開技法
　　　　　　　　　　　　　　３、介護予防第２５回

第２８回 　　高齢者ソーシャルワーの展開

第２９回 後期試験

第３０回 後期試験の解答解説

第２７回

第２６回 　　介護各論　　　　　１、認知症のケア
　　　　　　　　　　　　　　２、終末期ケア
　　　　　　　　　　　　　　３、住環境
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