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1101000 こころの科学  ２Ｑ
1201002 法学入門 大倉　司 ２Ｑ
1303000 生活と環境 吉田　淳一 ２Ｑ
2102004 情報基礎演習Ⅱ  ４Ｑ
3101104 基礎英語Ⅰ 西崎　毅 １Ｑ
3101105 基礎英語Ⅰ 宮嶋　達也 １Ｑ
3101106 基礎英語Ⅰ 横田　肇 １Ｑ
4101004 ｽﾎﾟｰﾂ総合 市原　英 前期
4101044 ｽﾎﾟｰﾂ総合 市原　英 前期
5101002 相談援助の基盤と専門職Ⅰ 飯浜　浩幸 １Ｑ
6200501 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習 河野　善文 １Ｑ
6200502 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習 渡部・松下 前期集中
6209102 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（職業能力開発支援） 横田　肇 前期
6401002 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ  前期集中
7006002 相談援助の理論と方法Ⅰ 櫻井　美帆子 １Ｑ
7210061 専門演習ⅠＡ 飯浜　浩幸 前期
7210062 専門演習ⅠＡ 小早川　俊哉 前期
7210064 専門演習ⅠＡ 松下　守邦 前期
7210066 専門演習ⅠＡ 杉本　大輔 前期
7210067 専門演習ⅠＡ 上原　正希 前期
7210069 専門演習ⅠＡ 櫻井　美帆子 前期
7210070 専門演習ⅠＡ 大島　康雄 前期
7210071 専門演習ⅠＡ 吉江　幸子 前期
7210072 専門演習ⅠＡ 西野　克俊 前期
7210073 専門演習ⅠＡ 藤根　収 前期
7210074 専門演習ⅠＡ 畠山　明子 前期
1103000 哲学入門 遠藤　均 １Ｑ
1202002 社会学入門  ３Ｑ
1203000 経済学入門  ４Ｑ
1304000 数学入門  ４Ｑ
2101004 情報基礎演習Ⅰ 舟橋　誠 ２Ｑ
2101044 情報基礎演習Ⅰ 舟橋　誠 前期
3102104 基礎英語Ⅱ  ３Ｑ
3102105 基礎英語Ⅱ  ３Ｑ
3102106 基礎英語Ⅱ  ３Ｑ
4102002 健康科学  ３Ｑ
5102002 相談援助の基盤と専門職Ⅱ 飯浜　浩幸 ２Ｑ
6200602 文章表現演習 津田　昭彦 ３Ｑ
6204000 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ  後期
6210102 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅱ（職業理解支援）  後期
6402002 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ  前期集中
7008002 相談援助の理論と方法Ⅱ  ３Ｑ
7211061 専門演習ⅠＢ  後期
7211062 専門演習ⅠＢ  後期
7211064 専門演習ⅠＢ  後期
7211066 専門演習ⅠＢ  後期
7211067 専門演習ⅠＢ  後期
7211069 専門演習ⅠＢ  後期
7211070 専門演習ⅠＢ  後期
7211071 専門演習ⅠＢ  後期
7211072 専門演習ⅠＢ  後期
7704100 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論  ４Ｑ
1102000 倫理学入門 遠藤　均 ２Ｑ
1305002 統計学入門  ３Ｑ
3103102 英語入門Ⅰ 横田　肇 ２Ｑ
6101061 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 石田　暁子 前期
6101062 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 田畑　圭悟 前期
6101063 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 尾西　則昭 前期
6101064 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 河田　一郎 前期
6101065 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 小山　尋明 前期
6101067 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 佐藤　和裕 前期
6101068 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 篠原　諒介 前期
6101069 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 杉本　大輔 前期
6101070 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 戸佐　晃一 前期
6101071 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 中川　純二 前期
6101072 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 西崎　毅 前期
6101073 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 伴　秀実 前期
6101074 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 藤根　収 前期
6101076 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 三嶋　康嗣 前期
6101077 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 宮嶋　達也 前期
6101078 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 湯浅　頼佳 前期
6101079 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 横田　肇 前期
6101080 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 横山　哲也 前期
6101081 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 米野　宏 前期
6101082 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 渡部　斎 １Ｑ
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6101083 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA  前期
6101084 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 井坂　肇 前期
6101085 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA  前期
6101086 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 近澤　潤 前期
6101087 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 堀川　厚志 前期
6403002 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ  前期集中
7014002 相談援助の理論と方法Ⅲ 大島　康雄 １Ｑ
7212061 専門演習ⅡＡ 飯浜　浩幸 前期集中
7212062 専門演習ⅡＡ 小早川　俊哉 前期集中
7212064 専門演習ⅡＡ 松下　守邦 前期集中
7212065 専門演習ⅡＡ 荒木　広式 前期集中
7212066 専門演習ⅡＡ 杉本　大輔 前期集中
7212067 専門演習ⅡＡ 上原　正希 前期集中
7212069 専門演習ⅡＡ 櫻井　美帆子 前期集中
7212070 専門演習ⅡＡ 大島　康雄 前期集中
7212071 専門演習ⅡＡ 吉江　幸子 前期集中
7212072 専門演習ⅡＡ 西野　克俊 前期集中
1302000 自然と環境  後期
3104102 英語入門Ⅱ  ４Ｑ
6102061 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102062 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102063 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102064 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102065 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102067 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102068 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102069 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102070 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102071 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102072 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102073 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102074 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102076 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102077 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102078 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102079 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102080 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102081 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102082 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102083 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102084 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102085 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6203002 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 山本　一彦 ２Ｑ
6212202 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ（就活等支援） 大島　康雄 ２Ｑ
6404002 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ  前期集中
7015002 相談援助の理論と方法Ⅳ  ３Ｑ
7213061 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213062 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213064 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213065 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213066 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213067 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213069 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213070 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213071 専門演習ⅡＢ  後期集中
7213072 専門演習ⅡＢ  後期集中
1207000 外国の歴史  ３Ｑ
1304100 身近な数学  前期集中
3103103 英語入門Ⅰ 宮嶋　達也 ２Ｑ
3201102 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅰ 河田　一郎 １Ｑ
6103062 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 田畑　圭悟 前期
6103063 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 遠藤　均 前期
6103064 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 佐藤　恵利 前期
6103065 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 尾西　則昭 前期
6103066 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 河田　一郎 前期
6103067 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 小山　尋明 前期
6103068 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 佐藤　和裕 前期
6103069 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 櫻井　政経 前期
6103070 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 杉本　大輔 前期
6103072 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 篠原　諒介 前期
6103073 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 中川　純二 前期
6103074 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 西崎　毅 前期
6103075 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 伴　秀実 前期
6103076 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 藤根　収 前期
6103078 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 三嶋　康嗣 前期
6103079 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 宮嶋　達也 前期
6103080 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 湯浅　頼佳 前期
6103081 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 横田　肇 前期
6103082 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 横山　哲也 前期
6103083 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 近澤　潤 前期
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6103084 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 井坂　肇 前期
6103085 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA  前期
7020002 地域福祉の理論と方法Ⅰ 上原　正希 １Ｑ
7214061 卒業論文  後期集中
7214062 卒業論文  後期集中
7214064 卒業論文  後期集中
7214065 卒業論文  後期集中
7214066 卒業論文  後期集中
7214067 卒業論文  後期集中
7214068 卒業論文  後期集中
7214069 卒業論文  後期集中
7214070 卒業論文  後期集中
7214071 卒業論文  後期集中
7214072 卒業論文  後期集中
9119100 特別活動の指導法  ４Ｑ
1304200 身近な自然科学  後期集中
3202102 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅱ  ４Ｑ
6104062 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104063 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104064 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104065 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104066 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104067 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104068 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104069 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104070 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104072 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104073 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104074 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104075 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104076 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104078 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104079 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104080 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104081 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104082 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104083 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104084 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104085 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104086 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104087 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
7022002 地域福祉の理論と方法Ⅱ  ２Ｑ
9125100 生徒・進路指導論  ３Ｑ
1204000 政治学入門 金子　敏也 ２Ｑ
3203100 中国語入門Ⅰ 村山　豊 ２Ｑ
6112100 基礎演習特講Ⅰ  前期集中
7064000 相談援助演習Ⅰ 上原　正希 前期
1206100 日本国憲法 青山　浩之 ２Ｑ
1208000 日本事情  ３Ｑ
3204100 中国語入門Ⅱ  ４Ｑ
6113100 基礎演習特講Ⅱ  前期集中
7066000 相談援助演習Ⅱ  後期
3301002 外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  ４Ｑ
5107000 低所得者に対する支援と生活保護制度 大倉　司 １Ｑ
6114100 基礎演習特講Ⅲ  前期集中
7154001 相談援助演習Ⅲ  後期集中
7154002 相談援助演習Ⅲ  後期集中
5108000 権利擁護と成年後見制度 大倉　司 ２Ｑ
6115100 基礎演習特講Ⅳ  前期集中
7067000 相談援助実習指導Ⅰ 上原　正希 前期
3303100 外国語特講Ⅱ（海外研修）  後期集中
5109000 人体の構造と機能及び疾病  ４Ｑ
7068000 相談援助実習指導Ⅱ  後期
1205000 日本の歴史 牧之内　友 １Ｑ
3401000 日本語Ⅰ 石田　暁子 ２Ｑ
5110000 児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度  ３Ｑ
6301402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ  前期集中
7106000 相談援助実習指導Ⅲ 上原　正希 １Ｑ
3402000 日本語Ⅱ  ４Ｑ
5111000 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅰ 櫻井　美帆子 ２Ｑ
6302402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ  前期集中
7108000 相談援助実習指導Ⅳ  後期
7143002 人文地理学Ⅰ 渡部　斎 １Ｑ
9117100 道徳教育の指導法  ４Ｑ
3403000 日本語Ⅲ 佐藤　恵利 ２Ｑ
5112000 高齢者に対する支援と介護保険制度Ⅱ  ４Ｑ
6303402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ  後期集中
7110000 相談援助実習  後期集中
7144002 人文地理学Ⅱ  ３Ｑ
3404000 日本語Ⅳ  ４Ｑ
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5113000 保健医療ｻｰﾋﾞｽ 中村　則子 １Ｑ
6304402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ  後期集中
7052002 生涯学習概論Ⅰ 藤根　収 １Ｑ
7160000 相談援助実習Ⅱ  後期集中
3401100 上級日本語Ⅰ 竜野　征一郎 ２Ｑ
5114000 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 畠山　明子 １Ｑ
6305402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅤ  前期集中
7053002 生涯学習概論Ⅱ  ３Ｑ
7175000 精神疾患とその治療Ⅰ 伊東　隆雄 前期
3401200 上級日本語Ⅱ  ４Ｑ
5115000 社会調査の基礎  ４Ｑ
6306402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅥ  後期集中
7178000 精神疾患とその治療Ⅱ  後期
7186002 日本文化史 牧之内　友 ２Ｑ
3401300 上級日本語Ⅲ 竜野　征一郎 １Ｑ
5116002 福祉行財政と福祉計画 小早川　俊哉 １Ｑ
6307402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ  後期集中
7079000 精神保健の課題と支援Ⅰ 佐々木　智城 ２Ｑ
7184002 社会思想史 金子　敏也 ２Ｑ
9133000 教育実習Ⅱ  後期集中
3401400 上級日本語Ⅳ  ３Ｑ
5117000 福祉ｻｰﾋﾞｽの組織と経営 大島　康雄 １Ｑ
6308402 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅧ  後期集中
7081000 精神保健の課題と支援Ⅱ  ３Ｑ
5118000 就労支援ｻｰﾋﾞｽ 畠山　明子 ２Ｑ
9107000 社会科・地理歴史科教育法Ⅰ 渡部　斎 前期
5119000 更生保護制度 大倉　司 ２Ｑ
7044000 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ  ２Ｑ
9108000 社会科・地理歴史科教育法Ⅱ  後期
7148001 特別支援教育実習（事前指導） 堀川　厚志 １Ｑ
7148002 特別支援教育実習（事前指導） 坂上　俊樹 １Ｑ
9110000 社会科・公民科教育法Ⅰ 松下　守邦 前期
7124000 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲ 西野　克俊 １Ｑ
7192000 特別支援教育実習（事後指導）  後期
9113000 社会科・公民科教育法Ⅱ  後期
7127000 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅳ 西野　克俊 ２Ｑ
7194000 特別支援教育実習  後期集中
5105000 社会理論と社会ｼｽﾃﾑ  ３Ｑ
7049000 精神保健福祉に関する制度とｻｰﾋﾞｽⅠ  ４Ｑ
5103000 社会保障論Ⅰ  ３Ｑ
7077000 精神保健福祉に関する制度とｻｰﾋﾞｽⅡ 大島　康雄 １Ｑ
9101100 教職論 荒木　広式 １Ｑ
7001002 現代社会と福祉Ⅰ 小早川　俊哉 １Ｑ
7083000 精神障害者の生活支援ｼｽﾃﾑ  ４Ｑ
9137000 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理解とその支援  ４Ｑ
5106000 心理学  ４Ｑ
7116000 精神保健福祉援助演習Ⅰ 西野　克俊 ２Ｑ
5104000 社会保障論Ⅱ  ４Ｑ
7118000 精神保健福祉援助演習Ⅱ 大島・西野 １Ｑ
7003002 現代社会と福祉Ⅱ 小早川　俊哉 ２Ｑ
7120000 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ  後期
7166000 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 西野　克俊 前期
7168000 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ  後期
7130000 精神保健福祉援助実習Ⅰ  後期集中
7169000 精神保健福祉援助実習Ⅱ  後期集中
7172000 精神保健福祉援助実習Ⅲ  後期集中
9103000 教育史  ３Ｑ
9106002 教育心理学  ４Ｑ
7037000 発達心理学Ⅰ 佐々木　智城 １Ｑ
9104000 教育行政学  １Ｑ
7038000 発達心理学Ⅱ  ３Ｑ
9105000 教育課程論 西崎　毅 ２Ｑ
7075000 心理学研究法 吉澤　英里 ２Ｑ
7125000 心理学実験法 吉澤　英里 ２Ｑ
7122000 臨床心理学 佐々木　智城 １Ｑ
7121000 社会心理学  ４Ｑ
7764002 ｺﾐｭﾆﾃｨ心理学  ４Ｑ
7765002 産業心理学  ３Ｑ
7152002 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論 佐々木　智城 １Ｑ
7174000 心理療法特論  ３Ｑ
9123000 視聴覚教育  ３Ｑ
9127002 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを含む） 佐々木　智城 １Ｑ
7041000 保育原理 中嶋　史 １Ｑ
7043000 保育者論 吉江　幸子 ２Ｑ
9130001 教育実習（事前・事後指導） 荒木　広式 前期
9130002 教育実習（事前・事後指導） 荒木　広式 前期
7129000 社会的養護 飯浜　浩幸 １Ｑ
9102002 教育原理 西崎　毅 １Ｑ
7132000 子どもの食と栄養 湯浅　頼佳 ２Ｑ
9132000 教育実習Ⅰ 渡部荒木藤根堀川高井市原篠原 後期集中

・・・   471
・・・   473
・・・   475
・・・   477
・・・   479
・・・   481
・・・   483
・・・   485
・・・   487
・・・   489
・・・   491
・・・   493
・・・   495
・・・   497
・・・   499
・・・   501
・・・   503
・・・   505
・・・   507
・・・   509
・・・   511
・・・   513
・・・   515
・・・   517
・・・   519
・・・   521
・・・   523
・・・   525
・・・   527
・・・   529
・・・   531
・・・   533
・・・   535
・・・   537
・・・   539
・・・   541
・・・   543
・・・   545
・・・   547
・・・   549
・・・   551
・・・   553
・・・   555
・・・   557
・・・   559
・・・   561
・・・   563
・・・   565
・・・   567
・・・   569
・・・   571
・・・   573
・・・   575
・・・   577
・・・   579
・・・   581
・・・   583
・・・   585
・・・   587
・・・   589
・・・   591
・・・   593
・・・   595
・・・   597
・・・   599
・・・   601
・・・   603
・・・   605
・・・   607
・・・   609
・・・   611
・・・   613
・・・   615
・・・   617
・・・   619
・・・   621
・・・   623
・・・   625
・・・   627
・・・   629



7085000 保育内容総論  ３Ｑ
9134000 教職実践演習（中・高）  後期
7137000 障害児保育Ⅰ 坂上　俊樹 １Ｑ
7131000 子どもの保健Ⅱ  前期
7142000 障害児保育Ⅱ  ４Ｑ
7141000 保育実習指導Ⅰ 湯浅　頼佳 前期集中
7133000 家族支援論  ３Ｑ
7181000 保育実習指導Ⅱ 吉江　幸子 １Ｑ
7183000 保育実習指導Ⅲ 湯浅　頼佳 １Ｑ
7140000 保育実習Ⅰ  後期集中
7179000 保育実習Ⅱ  後期集中
7135000 保育内容演習Ⅱ 吉江　幸子 ２Ｑ
7180000 保育実習Ⅲ  後期集中
7055000 特別支援教育総論 堀川　厚志 １Ｑ
7058000 知的障害者の心理・生理・病理  ３Ｑ
7056000 肢体不自由者の心理・生理・病理 坂上　俊樹 １Ｑ
7104000 病弱者の心理・生理・病理  ３Ｑ
7139000 社会的養護内容  ３Ｑ
7103000 知的障害教育Ⅰ 藤根　収 ２Ｑ
7145000 知的障害教育Ⅱ  ４Ｑ
7059000 肢体不自由教育Ⅰ  ３Ｑ
7102000 肢体不自由教育Ⅱ  ４Ｑ
7146000 病弱教育 高橋　健剛 ２Ｑ
7062000 視覚障害教育総論  ４Ｑ
7061000 聴覚障害教育総論 荒木　広式 ２Ｑ
7158000 発達障害等教育総論 堀川　厚志 ２Ｑ
7027000 情報社会と福祉  ３Ｑ
9121002 教育方法論 藤根　収 ２Ｑ
7188002 日本政治史  ３Ｑ
7712002 日本経済史 近藤　保義 ２Ｑ
7713002 西洋経済史 近藤　保義 １Ｑ
7762002 北海道産業史 石山　玄幸 ２Ｑ
7096000 自然地理学Ⅰ 鈴木　正章 前期集中
7098000 自然地理学Ⅱ  後期集中
7100000 地誌 渡部　斎 ２Ｑ
1104002 北海道誌  ３Ｑ
7105002 民法  ４Ｑ
7190002 国際法  ４Ｑ
7732002 国際政治論  ３Ｑ
7730002 国際経済論  ３Ｑ
7811002 社会学概論 松下　守邦 １Ｑ
7711002 経済学概論 河野　善文 １Ｑ
7810002 倫理学概論  ４Ｑ
7074100 心理学基礎実験Ⅰ  後期
7074200 心理学基礎実験Ⅱ 吉澤　英里 １Ｑ
7038100 対人行動論  ３Ｑ
7198000 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ論  前期
7278000 子ども家庭支援論  前期
7280000 子どもの理解と援助  ４Ｑ
7481000 子どもの保健 中村　則子 １Ｑ
7482000 保育の計画と評価  ４Ｑ
7195000 社会福祉特講Ⅰ 上原　正希 １Ｑ
7483000 保育内容演習Ⅰ（健康） 中村　則子 ２Ｑ
7197000 社会福祉特講Ⅱ  後期
7484000 保育内容演習Ⅱ（人間関係）  ２Ｑ
7485000 保育内容演習Ⅲ（環境） 吉江　幸子 ２Ｑ
7288000 身体表現 尾西　則昭 ２Ｑ
7289000 音楽表現Ⅰ  ３Ｑ
7290000 音楽表現Ⅱ 小黒　万里子 １Ｑ
7291000 造形表現Ⅰ  ４Ｑ
7292000 造形表現Ⅱ  前期
7293000 言語表現  ３Ｑ
7294000 乳児保育Ⅰ 中嶋　史 ２Ｑ
7295000 乳児保育Ⅱ  ３Ｑ
7296000 子どもの健康と安全  前期
3101108 基礎英語Ⅰ 石田　暁子 １Ｑ
3102108 基礎英語Ⅱ  ３Ｑ
6101088 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 櫻井　美帆子 前期
6101091 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA 河田　一郎 前期
6102087 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102088 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6102091 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB  後期
6103086 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 渡部　斎 前期
6103087 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 米野　宏 前期
6103088 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 堀川　厚志 前期
6103089 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 戸佐　晃一 前期
6103091 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA 渡部　斎 前期
6104088 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104089 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
6104091 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB  後期
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6200605 文章表現演習  前期
7076001 精神保健福祉相談援助の基盤 西野　克俊 １Ｑ
7076002 精神保健福祉相談援助の基盤 西野　克俊 １Ｑ
7808002 哲学概論  ３Ｑ
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授業内容をノート等にまと
めていない。授業で扱った
ことを答えることができな
い。

1－ －

ルーブリック

評価項目

1 鹿取廣人、杉本敏夫、鳥居修晃 東京大学出版会 978-4130121095

概要

履修目標
日常生活におけるこころへの疑問に対して，心理学は科学的方法によって探究してきた。そのため，こころの科学といわれる。この講義では，いくつかの研究事例
から多様な心埋学的アプローチを学び，日常生活におけるこころの諸相を知るための複眼を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する科目。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する科目。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する科目。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する科目。

到達目標
こころを探究する方法の多様性を理解し、こころを探究することの意味に自分なりに気づき、こころ、それ自体の多様性を理解できた。

授業全体の内容と概要
日常生活におけるこころの諸相をいくつかの研究事例から考えていく。各事例における研究方法と類似研究の方法を比較する。こころへの多様な科学的アプローチ
を知る。こころの科学とは何かを方法から考えていく。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行う。質疑応答の際は、その都度回答する。試験の内容は後でフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「読む，考える，書く」ことを重視する。テキストを読み、理解を深めること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

こころの科学の授業内容の
理解

心理学的な思考力・判断力
（心理学的な思考・判断を
どの程度使えるか）の程度

授業に主体的に取り組む態
度（こころの在り方の多様
性について理解できる）

教科書、資料の内容を全体
的に理解している。

授業で扱った内容を答える
ことができる。

授業で扱った内容をノート
等にまとめている。授業で
扱ったことを答えることが
できる。

授業内容をノート等にまと
めている。

心理学の基本を踏まえた心
についての考察が十分身に
ついている。

心理学の基本を踏まえた心
についての考察がおおむね
身についている。

心理学の基本を踏まえた心
についての考察が身につい
ている。

心理学の基本を踏まえた心
についての考察が多少身に
ついている。

心理学の基本を踏まえた心
についての考察が身につい
ていない。

こころの在り方の多様性に
ついて理解したことをわか
りやすく説明できる。

こころの在り方の多様性に
ついて理解したことをおお
むね説明できる。

こころの在り方の多様性に
ついて理解したことを説明
できる。

こころの在り方の多様性に
ついて理解したことを多少
説明できる。

こころの在り方の多様性に
ついて理解したことを説明
することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『心理学　第５版』 2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 こころの科学

共通教育科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG011001（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験等を活かしながら、心理学の基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ １５％ １５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

2－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。
～オリエンテーション～心とは何か

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）

2 ゲシュタルト心理学，行動主義心理学，精神分析学
等の概要とその発展

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）3 脳と心の関連性（１） 授業の内容をノートにまとめて復習すること。

（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）脳と心の関連性（２）4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）認知心理学（１）5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）認知心理学（２）6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）記憶、学習7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）行動観察からの心理学（１）8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。（90
分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）行動観察からの心理学（２）9

10 集団の中での心理学（個人心理）（１） 指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）集団の中での心理学（対人心理）（２）11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）心の成長過程（１）12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）心の成長過程（２）13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）心とストレスの関連性14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと。（９０分
）心理療法の発展とその概念15

試験の振り返りを行うこと（９０分）。今までの授業内容を復習しておくこと。（９０分）定期試験。６０分の試験終了後，残りの３０分で解
説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 こころの科学

共通教育科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG011001（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験等を活かしながら、心理学の基礎を指導する。

基本情報

開講時期



「法とは何か」を考える視
点を理解できなかった。

3－ －

ルーブリック

評価項目

1 池田真朗ほか 有斐閣 978-4-641-22163-5

概要

履修目標
憲法，民法，労働法などわれわれが日常生活や経済活動を送るうえで関係する主な法律について，その基本的な考え方や具体的な知識を事例や判例をまじえながら
理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
・「法とは何か」について考える視点を理解できる。
・日本国憲法の基本原理など国民として知っておくべき基本的事項を説明できる。
・日常生活、社会生活に必要となる身近な法律を知るために「六法」を使いこなすことができる。

授業全体の内容と概要
憲法，民法を中心に，われわれの生活に関係するさまざまな法について，具体的事例を挙げながら概説する。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら講義形式で行う。また判例や立法動向を取り上げディスカッションを交えつつ理解を深める。毎回，前回授業についての
まとめをレポートとして提出し，コメントを付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・六法・配布資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

日常生活に関係する主な法
律についての知識を具体的
事例に応用できた。

日常生活に関係する主な法
律についての知識をほぼ理
解できた。

「法とは何か」を考える視
点を十分理解できた。

「法とは何か」を考える視
点を理解できた。

日常生活に関わる諸法律と
憲法との関係を判例を踏ま
えながら積極的に学修する
ことができた。

日常生活に関わる諸法律に
ついて憲法との関係を考え
ながら判断することができ
た。

日常来活に関わる諸法律と
憲法との関係について考え
ることができた。

日本国憲法の基本原理の意
味について考える姿勢を示
した。

日本国憲法の基本原理の意
味について考える姿勢を示
せなかった。

授業内容を越えて日常生活
と法の関係について「六法
」を使いこなすことができ
た。

授業内容に則して日常生活
と法の関係につい�て「六
法」を使いこなすことがで
きた。

日常生活と法の関係ににつ
いて「六法」を参照しなが
ら関心を広げた。

授業で取り上げた法律につ
いて「六法」で条文を確認
することができた。

授業中に「六法」を使いな
がら理解を深めるという意
欲に乏しかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『法の世界へ[第８版]』 ２０２０

2 佐伯仁志ほか 有斐閣 978-4-641-00920-2『ポケット六法[令和２年版]』 ２０１９

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 法学入門

共通教育科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW021004（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

4－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
法とは何か①－われわれの生活と法との関わり 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 法とは何か②－法と道徳，法の目的・種類 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 法とは何か③－法の適用と解釈，裁判の基準 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）日本国憲法の基本原理①－国民主権，基本的人権4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）日本国憲法の基本原理②－権力分立5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）財産関係と法①－権利能力・行為能力，物権・債権6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）財産関係と法②－契約7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）財産関係と法③－損害賠償8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）家族関係と法①－婚姻，親子，親権，後見・保佐・

補助9

10 家族関係と法②－扶養，相続 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）労働関係と法11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）企業活動と法12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）犯罪と法13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）紛争解決と法14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会福祉と法15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 法学入門

共通教育科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW021004（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



世界人口の増加と関連する
環境問題について，現状か
ら予想される将来の課題が
例示されていない。又は，
例示されていても解決方法
が抽象的である。

5－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
人間と環境，人口問題と食糧問題，我々を取り巻く種々の環境問題（大気汚染，水質汚濁，廃棄物等），エネルギー資源と環境問題，環境保全などについて幅広く
学習することによって，環境問題の現状を理解し，将来に向けた課題を考え，自分なりの考えを見出すことにより積極的に環境問題に取り組むための姿勢を学ぶ。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
我々を取り巻く種々の環境問題（身近な環境問題，地球規模の環境問題，日本における環境問題，予測される将来の環境関連の問題等）の本質を探り説明するとと
もに，それらの環境問題に対して今自分は何を為すべきか，また何ができるかについて具体的に理解することができる。

授業全体の内容と概要
　環境の定義，環境負荷，人口増加と経済活動の増大に伴う自然環境の変化，日本における環境問題（大気汚染，水質汚濁，廃棄物等）の概要，日本における主な
エネルギー資源とその問題点，新しいエネルギー資源の開発，および環境保全の在り方と問題点について，講義・文献調査・グループディスカッションを組み合わ
せて進める。

授業の方法
プリントを用いて，我々を取り巻く種々の環境問題（身近な環境問題，日本における環境問題，地球規模の環境問題，エネルギー問題など）の概要を講義形式で説
明する。また，講義内容を自らの知識としての定着が図れるよう，文献調査，レポート作成，グループディスカッション及びプレゼンテーションを実施する。講義
中に不明な点はフィードバックシートに記入して提出するとともに，自分でも書籍等で調査して予習復習を行う。また，グループディスカッション課題については
，必要な調査を行い相互に意見交換して，グループとしての見解をまとめて発表資料及び概要説明資料としてまとめる。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・レポート課題（グループディスカッション課題を含む）の進め方等については，その都度指示する。
・毎回フィードバックシートを配布するので，不明な点や要望事項などを記入して提出する。
・フィードバックシートを活用して，授業内容を自らが積極的に調べる姿勢で授業に臨むこと。
・特に興味のある事項を見出し，積極的に調べること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

世界人口の増加と環境問題
の関係に関する理解

地球温暖化問題に関する理
解

日本のエネルギー問題に関
する理解

世界人口の増加と関連する
環境問題について，現状か
ら予想される複数の将来の
課題が定量性をもって具体
的に例示され，かつその課
題の解決方法及び実施効果
が定量的に説明できている
。

世界人口の増加と関連する
環境問題について，現状か
ら予想される複数の将来の
課題が定量性ももって具体
的に例示され，かつその課
題の解決方法及び実施効果
が定性的に説明できている
。

世界人口の増加と関連する
環境問題について，現状か
ら予想される将来の課題の
一部が例示され，かつその
課題の解決方法が実施効果
とともに定性的に説明でき
ている。

世界人口の増加と関連する
環境問題について，現状か
ら予想される将来の一部の
課題が例示され，かつその
課題の解決方法が定性的に
説明できている。

地球温暖化に対する対策に
ついて，自分自身が取り組
むものと社会全体が取り組
むべき複数の対策を具体的
に挙げ，明確な理由ととも
にそれがもたらす効果と課
題について，定量的に説明
されている。

地球温暖化に対する対策に
ついて，自分自身が取り組
む複数の対策を具体的に挙
げ，明確な理由とともにそ
れがもたらす効果と課題に
ついて，定量的に説明され
ている。

地球温暖化に対する対策に
ついて，自分自身が取り組
む複数の対策を具体的に挙
げ，明確な理由とともにそ
れがもたらす効果と課題に
ついて，定性的に説明され
ている。

地球温暖化に対する対策に
ついて，自分自身が取り組
む複数の対策を具体的に挙
げ，明確な理由とともにそ
れがもたらす効果について
，簡単な説明ができている
。

地球温暖化に対する対策に
ついて，自分自身が取り組
む対策が一般的で，それが
もたらす効果や課題につい
ても，説明が抽象的である
。

日本のエネルギー自給率向
上のために必要な対策と，
それを実行するための課題
について，多方面から定量
的な根拠に基づいて分析を
行い，自分なりの提案が説
明されている。

日本のエネルギー自給率向
上のために必要な対策と，
それを実行するための課題
について，定性的な分析が
行われ，それを基にした自
分なりの提案が説明されて
いる。

日本のエネルギー自給率向
上のために必要な対策と，
それを実行するための課題
について，定性的な分析を
基に，一般的な提案が説明
されている。

日本のエネルギー自給率向
上のために必要な対策と，
それを実行するための課題
について，現状調査の結果
がまとめられている。

日本のエネルギー自給率向
上のために必要な対策と，
それを実行するための課題
について，現状調査や分析
ができていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 藤倉良他 有斐閣

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『文系のための環境科学入門』

2 レスターブラウン 家の光協会『エコエコノミー時代の地球を語る』

3 明日香壽川 岩波書店『地球温暖化』

4 吉田和文他 北海道大学『持続可能な未来のために』

5

科目名称 生活と環境

共通教育科目科目分類区分

吉田　淳一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ENV031013（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉田　淳一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上。定期試験（期末試験）は行わないが，期間中に行う複数回の小テスト（中間テスト）の結果，及び数回のレポ
ート課題（グループディスカッション課題を含む）に対するレポート内容の充実度，フィードバックシートにおける主体性等を総合して評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ ０％ ３５％ ５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

6－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。人間と環境の関係について。環境
負荷とは。 環境の定義を調べる（９０分）。

2 人間と環境：我々の活動と環境 環境問題の概要を調べる（９０分）。 日本における環境問題の概要を覚える（９０分）。

世界人口の変遷と適正人口について調べる（９０分
）。3 地球規模の環境問題：人口増加と食糧問題（人口の

急激な増加）
世界人口と適正人口のギャップについて考える
（９０分）。

発展途上国における食糧問題の解決策について考え
る（９０分）。

発展途上国における食糧事情について調べる（９０
分）。

地球規模の環境問題：人口増加と食糧問題（慢性的
な飢餓状態に陥っている発展途上国）4

人口問題と貧困対策について考える（９０分）。人口問題と貧困対策について調べる（９０分）。地球規模の環境問題：人口増加と食糧問題（人口問
題・貧困対策）5

食料危機対策について考える（９０分）。食料危機について調べる（９０分）。地球規模の環境問題：食料危機と国際問題（現状と
課題，グループディスカッション）6

他グループの提示した解決策について考える（９０
分）。

食糧危機の解決策ついて調べてまとめる（９０分）
。

地球規模の環境問題：食料危機と国際問題（対策，
プレゼンテーション）7

地球温暖化における本質的問題点について考える
（９０分）。地球温暖化とは何かについて調べる（９０分）。地球規模の環境問題：地球温暖化問題（現状と将来

）8

国際的取組みの現状と将来について考える（９０分
）。温室効果がスの種類について調べる（９０分）。地球規模の環境問題：温室効果ガス（国際的及び日

本の対策，現状と課題）9

10 地球規模の環境問題：地球温暖化対策（調査とレポ
ート作成） 温暖化対策の現状について調べる（９０分）。 温暖化対策を考える（９０分）。

日本の環境問題への対策を考える（９０分）。日本の環境問題の現状について調べる（９０分）。日本における環境問題：大気，水質，廃棄物，環境
保全11

エネルギー資源の種類と化石燃料の問題点を理解す
る（９０分）。

エネルギー資源の種類と化石燃料の問題点について
調べる（９０分）。

日本のエネルギー資源と環境問題：エネルギー資源
の需給状況と問題点12

新エネルギーの現状と課題点について確認する
（９０分）。

新エネルギーの種類と問題点について調べる（９０
分）。日本のエネルギー資源と環境問題：新エネルギー13

エネルギー問題の解決策について考える（９０分）
。

エネルギー問題の解決策について調べる（９０分）
。

日本のエネルギー資源と環境問題：エネルギー問題
（解決策の調査・検討，グループディスカッション
）

14

他グループの提示した解決策について考える（９０
分）。

エネルギー問題の解決策について提案をまとめる
（９０分）。

日本のエネルギー資源と環境問題：エネルギー問題
（解決策の提案，プレゼンテーション）15

解説・フィードバックを受けて講義全体の理解を深
めること（９０分）。

講義全体を通して質問事項をまとめておくこと
（９０分）。課題に対する解説・フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

環境の定義の確認する（９０分）。

科目名称 生活と環境

共通教育科目科目分類区分

吉田　淳一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ENV031013（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉田　淳一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
ができない。

7－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
受講学生は，コンピュータやインターネットを利用する本質についての理解し，人と人とを結ぶコミュニケーションツールとして，また，福祉社会の発展を目指し
て正しく活用するための技術や知識を身に付け，社会の発展に寄与することを目指す。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
的確な情報検索・資料収集に基づくレポートや報告書の作成が確実にでき，所定の様式にて印刷できること。 また，作成した文書やデータを電子メールに添付して
送信できること。ネット上で意見交換や情報発信がスムーズに実践できること。

授業全体の内容と概要
講義ノートをOffice365のClassNoteにて，受講者全員に配布したうえで，パワーポイント及びClassNote等をプロジェクター及び大型液晶画面にて提示して，直感的
理解が深まるように配慮する。Office365のword,exel,powerpointなどのアプリの操作方法に止まらず，情報探索力，情報収集力，情報選別力，情報分析力，構成力
，表現力，プレゼンテーション力に必要な知識や技術が身につくように，formsにて作成したアンケートや4択問題にて，理解度チェックの確認テストを実施する。
与えた課題テーマに対して，PC及びスマホなどを駆使し、メールやクラウドの共有機能を使ってレポート提出ができるようにしたい。

授業の方法
講義ノートをOffice365のClassNoteにて，受講者全員に配布したうえで，パワーポイント及びClassNote等をプロジェクター及び大型液晶画面にて提示して，直感的
理解が深まるように配慮する。Office365のformsにて作成したアンケートや4択問題にて，理解度チェックの確認テストを行い、試験結果については試験後にフィー
ドバックする。与えた課題テーマに対して，PC及びスマホでインターネット検索して，課題解決に繋げる努力を促したい。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
PCだけでなく，個人のスマホによるOffice365への接続・利用を許可している。Office365アカウントにてサインインすると，無償でOffice2016最新版をインストー
ルできるので，ぜひ活用して頂きたい。WordやExcelだけでなく，クラウドサービスとして提供されているOffice365のツールも活用できるようになって 頂きたい。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

PC や関連機器を適切に操
作することができる （ワ
ープロソフト・表計算ソフ
ト・パワーポイント等を適
切に使うことができる）

PCを用い、情報検索・文献
検索やインターネットを介
して、適切かつ必要な情報
を適切に収集できる。

得られた情報やデータを、
PCを用いて適切に整理する
ことができる。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切に
分かりやすく図や表に表す
ことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットをある程度
使うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを最低限使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
ができるが、適切でない。

PCや関連機器を適切に操作
することができる （ワー
プロソフト・表計算ソフト
・パワーポイント等を適切
に使うことができる）

PCや関連機器をある程 度
操作することができる （
ワープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
ある程度使うことができる
）

PCや関連機器を操作するこ
とができるが、十分でない
（ワープロソフト・表計算
ソフト・パワーポイント等
のうちの２つを使うことが
できる）

PCや関連機器を操作するこ
とができるが、十分でない
（ワープロソフト・表計算
ソフト・パワーポイント等
のうちの１つを使うことが
できる）

PCや関連機器を操作するこ
とができない（ワープロソ
フト・表計算ソフト・パワ
ーポイント等を使うことが
できない）

PCを用い、情報検索・文献
検索やインターネットを介
して、適切かつ必要な情報
を適切に収集できる。

PCを用い、情報検索・文献
検索やインターネットを介
して、適切かつ必要な情報
をある程度収集できる。

PCを用い、情報検索・文献
検索やインターネットを介
して、適切かつ必要な情報
を最低限収集できる。

PCを用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、情報を収集できる
が、適切といえない情報で
ある。

PCを用い、情報検索・文献
検索やインターネットを介
して、情報を収集できない
。

得られた情報やデータを、
PCを用いて適切に整理する
ことができる。

得られた情報やデータを、
PCを用いてある程度整理す
ることができる。

得られた情報やデータを、
PCを用いて最低限整理する
ことができる。

得られた情報やデータを、
PCを用いて整理することが
できるが、適切でない。

得られた情報やデータを、
PCを用いて整理すること
ができない。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や表
に表すことができない。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切に
分かりやすく図や表に表す
ことができる。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果をある程
度分かりやすく図や表に表
すことができる。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果を最小限
図や表に表すことができる
。

PCを用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や表
に表すことができるが、適
切でない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041019（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上とします。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ２０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

8－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
Windowsの詳細について（アプリケーションの起動
方法 及びOffice系ソフトの互換性）

メールアカウントの確認 （４５分）

2 表計算ソフトの基本操作について ClassNoteの予習  （４５分） 毎回の授業内容チェック  （４５分）

ClassNoteの予習  （４５分）3 表計算ソフトによる表の作成（excelの基本概念） 毎回の授業内容チェック  （４５分）

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（計算式・関数の設定
）4

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（計算式・関数の設定
，デ ータベース）5

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（グラフ，串刺し演算
）6

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（練習問題・中間テス
ト）7

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（インターネット上の
統計 資料の活用）8

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）表計算ソフトによる表の作成（高度な計算式・関数
の設 定）9

10 表計算ソフトの実技試験 ClassNoteの予習  （４５分） 毎回の授業内容チェック  （４５分）

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）プレゼンテーションフトの概要11

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）プレゼンテーションの作成（基本）12

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）プレゼンテーションの作成（応用）13

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）プレゼンテーション課題の作成・編集14

毎回の授業内容チェック  （４５分）ClassNoteの予習  （４５分）プレゼンテーション課題の完成（発表及び提出）15

授業全体の振り返り（４５分）これまでの授業のまとめを しておくこと（４５分
）

まとめ formsによる確認試験（６０分）と 振り返
り（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

メールの送受信・確認  （４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041019（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



定期試験で得点が６割に満
たなかった。

9－ －

ルーブリック

評価項目

1 登美　博之 / Bill Benfield成美堂 9784791900701

概要

履修目標
英語の統語構造を理解するとともに、実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能を身に付ける。
目的や場面、状況などに応じて情報や考えなどを理解し、表現し、伝えあうことができる力を身に付ける。
主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度が身につく。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
英語の5つの文型についてその概要を理解できる。
修飾語・句・節についてその概要を理解できる。
英語で簡単な説明を行うことができる。英語を読んだり聞いたりしてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
英語がどのような構造で成立しているのか、その法則性はどのようになっているのかについて理解し、相手が発する英語を理解したり、自分の考えを英語で表現し
たりすることができる能力を育成するために必要な事項を説明するとともに、知識や技能の定着のための演習を行う。
英語の四技能をバランスよく育成するため、リスニングの演習や発表活動等を行う。
学修集団の英語への興味・関心・習熟度等により、シラバスに記載した学修内容を再構成する場合がある。

授業の方法
授業は原則として英語で行うほか、毎回リスニング演習を行う。一方的な講義とならないよう、学生による発表やグループ活動を行う。学生の理解に資するよう、
プリントや教材提示装置を活用して説明を行う。
学修内容の確実な定着を図るため、毎時間質問の時間を設定する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
〇講義の前後に行う学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○プリント類は、ファイル等に綴って適切に管理し、学修に役立てること。
○欠席した場合は、クラウド上に格納したフォルダからプリント等を入手すること。
○講義中の私語・居眠り等は厳に慎むこと。
○講義中はスマートフォンをカバン等の中に格納すること。
※注意にもかかわらず、改善されない場合には、履修を認定しないことがあります。
○講義開始のチャイム後、教員入室以降の入室は、すべて「遅刻」の扱いとします。
○講義開始時間までに用便を済ませておくこと。
○３０分以上の「遅刻」は、「欠席」扱いとします。
○「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

定期試験で９割以上の得点
を上げた。

定期試験ﾃﾞ８割以上の得点
を上げた。

定期試験で７割以上の得点
を上げた。

定期試験で６割以上の得点
を上げた。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。英語を使用し
たコミュニケーションに関
しては求められるレベルを
大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては、
求められるレベルを達成し
た。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては、
求められるレベルには達し
なかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては最
低限容認できるレベルにと
どまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『英文法から学ぶ基本英語Polish Up Your
English』

2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校の英語科教員、英語教育改革に係る指導行政担当者としての経験及び国際交流に関
する実務経験を活用し、英語の基礎事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は, １０回。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

10－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバス説明を含む）
文の構造（動詞と５文型）

英語についての自己の課題を考えておくこと。
（９０分）

2 文型（S＋V）、文型（S＋V+C）、文型（S+V+O）
リスニング演習 前時に課された課題を提出すること。（９０分） 本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分

）

前時に課された課題を提出すること。（９０分）3 文型と修飾語句（形容詞、副詞）
リスニング演習

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文型（S+V+O+O）、文型（S+V+O+C）

リスニング演習4

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）５文型の総復習

リスニング演習5

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と名詞相当語・句・節

リスニング演習①6

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と名詞相当語・句・節

リスニング演習②7

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と名詞相当語・句・節

リスニング演習・英語による発表①8

本時の学習内容をまとめて提出する。（９０分）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と形容詞相当語・句・節
リスニング演習・英語による発表②9

10 文の要素と形容詞相当語・句・節
リスニング演習・英語による発表③ 前時に課された課題を提出すること。（９０分） 本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分

）

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と形容詞相当語・句・節

リスニング演習・英語による発表④11

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と副詞相当語・句・節

リスニング演習・英語による発表⑤12

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と副詞相当語・句・節

リスニング演習・英語による発表⑥13

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）文の要素と副詞相当語・句・節

リスニング演習・英語による発表⑦14

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に課された課題を提出する。
（９０分）

文の構造の総復習
リスニング演習・英語による発表⑧15

科目の学修を振り返ること。（９０分）試験に向けた学修をすること。（９０分）60分の試験終了後，残りの30分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校の英語科教員、英語教育改革に係る指導行政担当者としての経験及び国際交流に関
する実務経験を活用し、英語の基礎事項を講義する。

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない

11－ －

ルーブリック

評価項目

1 角山　照彦 成美堂 978-4-7919-7203-6

概要

履修目標
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目であり,基本的な文法やリスニングなどの知識に絞って学習していきます。文法ベースで初級から徐々に積
み上げることで、最終的にはコミュニケーションに生かせる力をしっかりと身につけていき、 実用的なコミュニケーションの場面にふさわしい基本的な語彙や表現
を用いることができる。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と ３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と ３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜履修すべき科目と単位＞の１． と ３．に対応する。

到達目標
文法やリスニングを中心にやさしい英語で書かれた英文での練習を通じて、英語の文がどのような構成要素から成り立っているのかを明確に把握する。リスニング
に最低限必要な語彙力、文法力を身につけて、スピーキング、ライティングなどのアウトプットへの発展を意識して、バランスのとれた4技能の習得を目指す。

授業全体の内容と概要
リスニング（音声インプット）を中心に基本的な英語コミュニケーション能力を身につけることを目的とします。
英語リスニングに最低限必要な語彙力や文法力を身につけながら、リスニングの訓練に取り組みます。
英語を聴きながら、常に意味と文法を意識して聴くよう練習する。
教材中の表現を利用したコミュニケーション演習も行う。

授業の方法
授業では視聴覚メディアを活用し,英語によるコミュニケーションへ接続するための運用能力を身に着けることを目的とする。テキストの練習問題を解き、疑問点な
どは個々に対応、或いはクラス全体への解答を解説し学生へのフィードバックを行う。授業中の発表やペアやグループワーク、ロールプレイでの活動を取り入れる
ので積極的に授業に参加してください。授業外でも普段から英語の音声を聞く習慣をつけ、音声による英語のインプットを心がける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
15分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で欠席1回とします。授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。テキストを忘れ、授業前に申し出ない場合は欠席
扱いとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

英語表現能力

積極性

事前・事後学修

リスニング

授業内容を超えた学修が認
められる

授業内容を十分に理解して
いる

授業内容を理解している 授業内容の理解に不足があ
る

優れた創造的表現を行うこ
とができる

文献等を参考としながら、
創造的表現を行うことがで
きる

自在に定型的表現を行うこ
とができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができない

授業全体の流れを理解し、
質問・問題提起により授業
展開に貢献する

授業全体の流れを理解し、
発問に対して積極的に応じ
る

発問に対して、指名されれ
ば正しく応じることができ
る

授業に集中して理解しよう
とする態度が見られる

授業に集中できず、授業放
棄の態度が見られる

自ら進んで学修範囲を超え
て調べている

学修範囲を十分に調べて、
授業内容を他人に説明でき
る

学修範囲の理解に曖昧な点
がある

指示された範囲の事前・事
後学修はするが、理解が不
十分である

指示された範囲の事前・事
後学修をほとんどせず理解
が不十分である。

授業内て取り扱った単語・
表現の習得が不十分であり
、リスニング技能の運用に
不正確さが目立つ。

授業内で取り扱った単語・
表現を完璧に習得し、リス
ニング技能を問題なく正確
に運用できる

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能を正確に運用
できる。

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能をほぼ正確に
運用できる。

授業内で取り扱った単語・
表現を部分的に習得してい
るが、リスニング技能の運
用に不適切な部分が見受け
られる。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Let's Learn English with Pop hits！』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の必要となる最低出席回数は10回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ １５％ ０％ ２０％ １５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

12－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　英語で自己紹介文作成
シラバスの説明

シラバスを参照しながらテキスト内容を理解する。
（90分）

2 5文型（1） 次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）3 5文型（2） 授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。

　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You’re Beautiful 　be 動詞
Maria Lawson4

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You’re Beautiful be 動詞（２）
Maria Lawson5

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Want It That Way　一般動詞（現在形）
Backstreet Boys6

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Want It That Way　一般動詞（現在形）（２）
Backstreet Boys7

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

The First Time　一般動詞（過去形）
Surface8

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

The First Time　一般動詞（過去形）（２）
Surface9

10 Complicated　進行形
Avril Lavigne

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Complicated　進行形（２）
Avril Lavigne11

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

My Heart Will Go On　未来表現
Celine Dion12

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

My Heart Will Go On　未来表現（２）
Celine Dion13

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

With You　助動詞
Chris Brown14

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

With You　助動詞（２）
Chris Brown15

授業で説明を受けた解説を復習。（90分）試験範囲の復習。（90分）Final Exam.  60分の試験終了後，残りの30分で解
説。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業各回のテーマを理解しておくこと。（90分）

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



英文法の必要最小限の基礎
的な理解ができていない。

13－ －

ルーブリック

評価項目

1 K.Saito 南雲堂 978-4-523-17831-6

概要

履修目標
学生が英語の基本的な文法を習得し、英語の運用・使い方の基礎を理解する。グローバル化に対応するための一助として「外国語」を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
学生が英語の語彙・イディオムの習得、英文法・運用の基礎の理解と習得ができている。また、平易な英文の読解ができ、簡単な英文の作成ができる能力を身に付
けている。

授業全体の内容と概要
毎回、テキストに基づき、英文法の各項目の練習問題を解き、合わせて関連する読解、作文の練習問題を解く。同時に、必要最小限の説明を加えていく。

授業の方法
毎回、テキストに即し、パワーポイントと板書等により各項目の全体的な説明（一斉）を行ない、その後、個人・グループワークによる練習問題（課題）の解答を
行う。グループごと、個人ごとに課題の提出を求める。授業の最後にその回と前回の課題へのフィードバック（コメント）と課外学習（宿題）についての指示を行
う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

英文法の基礎力

英文読解の能力

英作文の能力

英文法の基礎的な理解が完
全にできており、十分に応
用することができる。

英文法の基礎的な理解がほ
ぼできており、いくらか応
用できる。

英文法の基礎的な理解が大
体できている。

英文法の必要最小限の基礎
的な理解ができている。

テキスト内の英文が正確・
完全に読解でき、十分に応
用することができる。

テキスト内の英文がほぼ読
解でき、
いくらか応用できる。

テキスト内の英文の基礎的
な部分が
大体理解できる。

指示によってテキスト内の
英文の基礎的な部分が大体
理解できる。

指示によってテキスト内の
英文の基礎的な部分が理解
できない。

基礎的な英文が正確にしっ
かりと書くことができる。

基礎的な英文がほぼ正確に
書くことができる。

基礎的な短い英文が大体書
ける。

指示によって基礎的な短い
英文が
書ける。

指示によって基礎的な短い
英文が書けない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Simply Grammar Revised Edition』 ２０１７

2

3

4

5

1 適宜指示

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

14－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。ガイダンス。 シラバスを読んでおく。（９０分）

2 英文法と英語の運用について（１）発音の基礎、単
語のなりたち、アルファベットの基礎 アルファベットの基礎について調べる（90分） アルファベットの基礎について調べる（90分）

教科書Unit1説明文の予習（90分）3 英文法と英語の運用について（２）be動詞の使い方 授業内容の復習（90分）

Unit1練習問題の復習（90分）Unit1練習問題の予習（90分）英文法と英語の運用について（３）be動詞の使い方4

Unit1練習問題の復習（90分）Unit1練習問題の予習（90分）英文法と英語の運用について（４）be動詞の使い方5

Unit2説明文の復習（90分）Unit2説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（５）一般動詞の使い
方6

Unit2練習問題の復習90分)Unit2練習問題の予習(90分)英文法と英語の運用について（６）一般動詞の使い
方7

Unit2練習問題の復習(90分)Unit2練習問題の予習(90分)英文法と英語の運用について（７）一般動詞の使い
方8

Unit2練習問題の復習(90分)Unit2練習問題の予習(90分)英文法と英語の運用について（８）一般動詞の使い
方9

10 英文法と英語の運用について（９）動詞の使い方の
注意すべき点 Unit１・２全体の確認（90分） Unit１・２全体の確認（90分）

Unit１・２全体の確認（90分）Unit１・２全体の確認（90分）英文法と英語の運用について（１０）動詞の使い方
の注意すべき点11

Unit１・２全体の確認（90分）Unit１・２全体の確認（90分）英文法と英語の運用について（11）文の構造の注意
すべき点12

配布資料の復習（90分）配布資料の予習（90分）英文法と英語の運用について（1２）文の構造の注
意すべき点13

配布資料の復習（90分）配布資料の予習（90分）英文法と英語の運用について（1３）文の構造の注
意すべき点14

配布資料の復習（90分）配布資料の予習（90分）総復習（既習事項の復習）15

Unit１・２全体、配布資料の確認（90分）Unit１・２全体、配布資料の確認（90分）定期試験。６０分の試験終了後、３０分で解説を行
う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

アルファベットの基礎について調べる（90分）

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051020（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
はたさなく意欲も全くなく
，安全に注意を配っていな
い。

15－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
生涯を健康で有意義に過ごすため，健康と体力を保持増進するとともに，身体活動をとおして社会性や協調性を養い，高齢化社会を迎えた現在，将来に向け健康で
豊かな生活を営んでいくための生涯スポーツの基礎を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
地域や職域に於けるスポーツ・レクリエーション活動を実践し，競技の特性やルールを学び理解することができる。

授業全体の内容と概要
各種目の基本技術を考慮し基礎的な動作やルールを学び、ゲーム中心に授業を進める。

授業の方法
各種目の特性を考慮し基礎的な動作やルールを理解させ怪我に注意を払いながらゲーム運営ができるように配慮していく。また授業の中で種目ごとに理解されてい
るのか確認の実技試験を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１ジャージ・屋内運動靴を必ず用意する。
２アクセサリー（時計，指輪，ピアス等）は全て外す。
３携帯電話の電源は必ず切る。
４貴重品・多額の現金は持参しない。
５爪・髪の毛等は清潔にその他注意事項の詳細は授業ガイダンスで支持する。
＊健康上の理由で医師から運動を停止されている者は，申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

スポーツに関する関心・意
欲・態度・判断

各運動技能

知識・理解（ルール，審判
，運営の仕方）

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ，意欲的に取
り組み，安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割をお
おむね果すことができ，普
通に取り組み安全に注意を
払っている。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

各種目の運動技能に優れ充
分にできている。

各種目の運動技能が7割程
度できる。

各種目の運動技能が5割程
度できる。

各種目の運動技能が3割程
度できる。

各種目の運動技能が全くで
きなくやる気がない。

ルールを完全にマスターし
審判やゲーム運営のしかた
について状況や場面に応じ
て理解することができる。

ルールをおおむねマスター
し審判やゲーム運営のしか
たについて応用的に理解す
ることができる。

ルールを一定的マスターし
審判やゲーム運営のしかた
について理解することがで
きる。

ルールを一定的マスターし
審判やゲーム運営のしかた
について理解することがで
きる。

ルールを全くマスターして
おらず審判やゲーム運営の
しかたについて理解できて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 大修館書店編集部 大修館書店 ９７８４４６９３６
５６０３

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『アクティブスポーツ総合版』 ２０１９

2

3

4

5

科目名称 ｽﾎﾟｰﾂ総合

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師），市
原　英（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

HSS061039（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 実技 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，生涯スポーツの基礎を指導す
る。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上。
男女差、年齢差によって評価を考慮していく。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ４０％ ５０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

16－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
ガイダンス 事前にシラバスを読んで認識しておく（４５分）

2 体力測定① 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

健康に留意し体調を整えておく（４５分）3 体力測定② 身体のケアーを怠らない（４５分）

次回の授業の為にルールを理解しておく（４５分）種目の特性について理解しておく（４５分）
ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）基礎動作と審判法，ゲー
ム運営

4

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム5

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム6

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム7

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム8

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）9

10
ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）基礎動作と審判法，ゲー
ム運営

種目の特性について理解しておく（４５分） 次回の授業の為にルールを理解しておく（４５分）

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム11

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム12

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム13

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム14

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）種目の特性やルールについて理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 ｽﾎﾟｰﾂ総合

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師），市
原　英（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

HSS061039（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，生涯スポーツの基礎を指導す
る。

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
はたさなく意欲も全くなく
，安全に注意を配っていな
い。

17－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
生涯を健康で有意義に過ごすため，健康と体力を保持増進するとともに，身体活動をとおして社会性や協調性を養い，高齢化社会を迎えた現在，将来に向け健康で
豊かな生活を営んでいくための生涯スポーツの基礎を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
地域や職域に於けるスポーツ・レクリエーション活動を実践し，競技の特性やルールを学び理解することができる。

授業全体の内容と概要
各種目の基本技術を考慮し基礎的な動作やルールを学び、ゲーム中心に授業を進める。

授業の方法
各種目の特性を考慮し基礎的な動作やルールを理解させ怪我に注意を払いながらゲーム運営ができるように配慮していく。また授業の中で種目ごとに理解されてい
るのか確認の実技試験を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１ジャージ・屋内運動靴を必ず用意する。
２アクセサリー（時計，指輪，ピアス等）は全て外す。
３携帯電話の電源は必ず切る。
４貴重品・多額の現金は持参しない。
５爪・髪の毛等は清潔にその他注意事項の詳細は授業ガイダンスで支持する。
＊健康上の理由で医師から運動を停止されている者は，申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

スポーツに関する関心・意
欲・態度・判断

各運動技能

知識・理解（ルール，審判
，運営の仕方）

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ，意欲的に取
り組み，安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割をお
おむね果すことができ，普
通に取り組み安全に注意を
払っている。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

各種目の運動技能に優れ充
分にできている。

各種目の運動技能が7割程
度できる。

各種目の運動技能が5割程
度できる。

各種目の運動技能が3割程
度できる。

各種目の運動技能が全くで
きなくやる気がない。

ルールを完全にマスターし
審判やゲーム運営のしかた
について状況や場面に応じ
て理解することができる。

ルールをおおむねマスター
し審判やゲーム運営のしか
たについて応用的に理解す
ることができる。

ルールを一定的マスターし
審判やゲーム運営のしかた
について理解することがで
きる。

ルールを一定的マスターし
審判やゲーム運営のしかた
について理解することがで
きる。

ルールを全くマスターして
おらず審判やゲーム運営の
しかたについて理解できて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 大修館書店編集部 大修館書店 ９７８４４６９３６
５６０３

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『アクティブスポーツ総合版』 ２０１９

2

3

4

5

科目名称 ｽﾎﾟｰﾂ総合

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師），市
原　英（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

HSS061039（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 実技 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，生涯スポーツの基礎を指導す
る。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上。
男女差、年齢差によって評価を考慮していく。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ４０％ ５０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

18－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
ガイダンス 事前にシラバスを読んで認識しておく（４５分）

2 体力測定① 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

健康に留意し体調を整えておく（４５分）3 体力測定② 身体のケアーを怠らない（４５分）

次回の授業の為にルールを理解しておく（４５分）種目の特性について理解しておく（４５分）
ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）基礎動作と審判法，ゲー
ム運営

4

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム5

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム6

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム7

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）ゲーム8

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ネット型（卓球，バドミントン，バ
レーボール，ミニバレー）9

10
ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）基礎動作と審判法，ゲー
ム運営

種目の特性について理解しておく（４５分） 次回の授業の為にルールを理解しておく（４５分）

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム11

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム12

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム13

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム14

ゲーム運営について理解しておく（４５分）ゲーム運営について確認しておく（４５分）ボールゲーム／ゴール型（バスケットボール，フッ
トサル，アルティメット）ゲーム15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）種目の特性やルールについて理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 ｽﾎﾟｰﾂ総合

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師），市
原　英（経営学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

HSS061039（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，生涯スポーツの基礎を指導す
る。

基本情報

開講時期



相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解できていない。

19－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 978-4-8058-5102-9

概要

履修目標
①社会福祉士の役割（総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む）と意義について理解する。
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。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
相談援助の専門職としての心構えと基本的な知識を理解することができる。

授業全体の内容と概要
相談援助の専門職として理解しなければならないことを学んでいくが，援助者が利用者や家族、一般市民からどのように見られているのかといった視点についても
講義でふれていく。

授業の方法
板書やテキスト，配布資料を活用しながら説明を行う。講義中，テーマを提示し思考・考察、小グループによる意見交換・討論、発表の場面を設定する。毎回，講
義開始時に前回の講義に関する質問事項や理解不足に対する点に対してフィードバックを行う。試験・レポートについても解説によるフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
次回の講義でフィードバックを行うので，受講カードにその日の講義の理解についての記述を求める。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

社会福祉士及び精神保健福
祉士の役割と意義

相談援助の概念と範囲

相談援助の理念

権利擁護の意義と範囲

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、社会福祉士及び精神
保健福祉士の役割と意義に
ついて、理解を深めている
。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、社会福祉士及び精神
保健福祉士の役割と意義に
ついて、ほぼ理解できてい
る。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、社会福祉士及び精神
保健福祉士の役割と意義に
ついて、ある程度イメージ
できている。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解できている。

相談援助の専門職としての
基本的な知識を理解し、相
談援助の概念と範囲につい
て、理解を深めている。

相談援助の専門職としての
基本的な知識を理解し、相
談援助の概念と範囲につい
て、ほぼ理解できている。

相談援助の専門職としての
基本的な知識を理解し、相
談援助の概念と範囲につい
て、ある程度イメージでき
ている。

相談援助の専門職としての
基本的な知識を理解できて
いる。

相談援助の専門職としての
基本的な知識を理解できて
いない。

相談援助の専門職としての
心構えを理解し、相談援助
の理念について、理解を深
めている。

相談援助の専門職としての
心構えを理解し、相談援助
の理念について、ほぼ理解
できている。

相談援助の専門職としての
心構えを理解し、相談援助
の理念について、ある程度
イメージできている。

相談援助の専門職としての
心構えを理解できている。

相談援助の専門職としての
心構えを理解できていない
。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、権利擁護の意義と範
囲について、理解を深めて
いる。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、権利擁護の意義と範
囲について、ほぼ理解でき
ている。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解し、権利擁護の意義と範
囲について、ある程度イメ
ージできている。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解できている。

相談援助の専門職としての
心構えと基本的な知識を理
解できていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座6相談援助の基盤と専
門職（第3版）』

2015年

2

3

4

5

1 授業の中で関連する
ものを紹介してい

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助の基盤と専門

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS422081（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、相談援助の理念に
ついて、事例に基づく講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ３５％ ０％ ０％ １５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

20－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバス確認）、社会福祉士の役割と
意義Ⅰ　社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義 テキスト学習　第1章第1節（90分）

2 社会福祉士・精神保健福祉士の役割と意義Ⅱ　現代
社会と地域生活 テキスト学習　第1章第2節（90分） ノート整理、疑問点の解消（90分）

テキスト学習　第2章第1節（90分）3 相談援助の定義と構成要素Ⅰ
ソーシャルワークの概念 ノート整理、疑問点の解消（90分）

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第2章第2節（90分）相談援助の定義と構成要素Ⅱ
ソーシャルワークの知識・技術・価値4

ノート整理、疑問点の解消（90分）文献学習（90分）相談援助の定義と構成要素Ⅲ
ソーシャルワークの構成要素5

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第3章第1節（90分）相談援助の形成過程Ⅰ
ソーシャルワークの源流6

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第3章第2節（90分）相談援助の形成過程Ⅱ
　ソーシャルワークの基礎確立期（～1930年代）7

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第4章第1節（90分）相談援助の形成過程Ⅲ
ソーシャルワークの発展期（1940代～50年代半ば）8

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第4章第2節（90分）
相談援助の形成過程Ⅳ
ソーシャルワークの展開期（1950年代半ば～1960年
代）

9

10
相談援助の形成過程Ⅴ
ソーシャルワークの統合化とジェネラリスト・ソー
シャルワーク

テキスト学習　第4章第3節（90分） ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）テキスト学習　第5章第1節・第2節（90分）相談援助の理念Ⅰ
ソーシャルワーク実践と価値11

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）テキスト学習　第5章第3節（90分）相談援助の理念Ⅱ
ソーシャルワーク実践と権利擁護12

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第6章第1節（90分）相談援助の理念Ⅲ
クライエントの尊厳と自己決定13

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第6章第2節（90分）相談援助の理念Ⅳ
ノーマライゼーションと社会的包摂14

ノート整理、疑問点の解消（90分）文献学習（90分）全体のまとめ及びレポートに対するフィードバック
（解説）を行う15

文献学習（90分）試験に向けた学習（90分）定期試験（60分）、終了後、解説による試験のフィ
ードバック（30分）を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理、疑問点の解消（90分）

科目名称 相談援助の基盤と専門

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS422081（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、相談援助の理念に
ついて、事例に基づく講義を行う。

基本情報

開講時期



ノートがとれていない。

21－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学生として、自分で考える・詳しく調べる・自分の意見を表現するなどの基礎力を身に付けるために、講義と演習をまじえて大学生にふさわしい学び方の基礎学
ぶ。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
大学の授業のなかで以下の目標にむけた取り組みができる。
・板書の写しではない自分なりのノートが作れる。
・資料を読み、必要な文献情報と要点をノートに整理できる。
・構成と書式の整のったレポートを作成できる。
・大学で何をどのように学ぶかが理解できる。

授業全体の内容と概要
講義を聞いてノートを作る方法や文献資料の収集・整理、レポートの書き方・書式・構成など大学で学修するために必要なスキルを学ぶ。

授業の方法
授業では、各回の計画にそって板書やプレゼンテーションによる講義と演習に取り組む。演習においては、周囲の人の意見も聞き、ノート作成で自分なりの工夫を
くわえるなど、能動的な学びが求められる。事後学習においては、教員が各回の課題のテーマを指定する。定期試験は実施せず、最終的に各自でレポートを作成し
て提出する。レポートなどの提出課題は原則として返却せず、以降の授業で全体の解説・論評を行う。個別にコメントを求める場合には、オフィスアワー等の機会
を利用すること。また、教員によってはプリントを配布する場合があるが、各回の授業内容を各自がノートにまとめる形で授業をすすめる。特定の教科書を指定し
ないため、事後学習を行うさいには、各自が作成した授業ノートが必要となる。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
演習ならびに授業内容をまとめるためのノートが必要である。授業中は口頭説明にも注意してノートを取ること。また、本講座は定期試験を実施しないため、各回
の演習課題（平常点）ならびに最終レポートの評価で単位認定を行う。欠席があると単位の取得は難しい。また、科目の性格上、１年生での履修完了が求められる
。再履修は同年後期に行い、履修中止は出来ない。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業ノートの作成

資料の読み方と読書ノート
の作成

レポートの構成と書式

記号や図なども使って、板
書や口頭説明の内容がわか
りやすくノートにまとめら
れている。

板書や口頭説明の内容が自
分なりにノートにまとめら
れている。

板書だけでなく、講義中に
口頭で説明された重点ポイ
ントもノートに書けている
。

板書から必要最低限の内容
がノートに書けている。

文献情報や資料の要点がわ
かりやすくノートにまとめ
られ、筆者の主張に対する
自分の意見が根拠とともに
ノートに書かれている。

文献情報や資料の要点にく
わえて、資料の主張に対す
る自分の意見がノートに書
かれている。

文献情報等の必要な情報と
資料の内容がノートにまと
められている。

文献情報等の必要最低限の
情報と資料の内容がノート
に書き出せている。

板書や文献情報等の必要な
情報がノートに書き出せて
いない。

レポートの書式と構成を理
解し、本学経営学科が求め
る内容を十分に理解しいつ
でも実施できる状態にある
。

レポートの書式と構成をほ
ぼ理解し、本学経営学科が
求める内容を理解し実施で
きる状態にある。

レポートの書式と構成をお
おむね理解し、今後の活動
に耐え得るレベルには到達
できている。

レポートの書式と構成に関
して最低限必要な内容を理
解するにとどまっており、
実施に際しては細かな支持
が必要と思われる。

レポートの書式と構成を理
解できていないため今後の
活動に支障をきたすレベル
にある。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 専修大学出版企画委員会編 専修大学出版局 9784881253267

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・知のツールボックス』 ２０１８

2

3

4

5

科目名称 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習

共通教育科目科目分類区分

信濃　吉彦（経営学科・教授）・河野　
善文（経営学科・教授）・ 青山　浩之

授業担当者（所
属・職名）

BAS071041（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在
信濃 ２号館６階・河野 １号館
２階・ 青山 １号館４階・河田

単位数 1 (単位認定責任者： ）信濃　吉彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１２回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ０％ ０％ ６０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

22－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーションとシラバスの説明 本授業の専用のノートを1冊用意して、シラバスの
要点をまとめる（４５分）

2 話を聞き、ノートを取る１：大学と高校までの板書
の違いとノートテイキングの重要性 前回ノートを読み返す（４５分） ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）

前回ノートを読み返す（４５分）3 話を聞き、ノートを取る２：ノートの取り方：記憶
のしくみとノートの活用 ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）話を聞き、ノートを取る３：ノートの取り方：コー
ネル式ノート術4

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）〔演習〕講義ノートの作成：話を聞き、講義ノート
を作る。5

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）文章を読み、ノートを取る１：資料の読み方と直接
引用6

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）文章を読み、ノートを取る２：文章の要点をまとめ
る。7

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）文章を読み、ノートを取る３：文献情報と資料の要
点をノートに整理8

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）〔演習〕資料を読み、読書ノートを作成する。9

10 レポートを書く・考えたことを表現する１：レポー
トとは何か（種類と書き方） 前回ノートを読み返す（４５分） ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）レポートを書く・考えたことを表現する２：レポー
トの書き方（客観表現とアウトライン）11

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）レポートを書く・考えたことを表現する３：レポー
トの書き方（パラグラフの構成と理由付け）12

ノートをまとめレポートに取り組む（４５分）前回ノートを読み返す（４５分）〔演習〕レポートの作成１：アウトラインの作成と
下書き13

ノートをまとめレポートに取り組む（４５分）レポートを組む（４５分）〔演習〕レポートの作成２：文章の推敲と書式を整
えてレポートを完成させる。14

ノートを完成させる（４５分）レポートを組む（４５分）授業のまとめと総括※ レポートとして提出（授業
冒頭）15

本科目の総復習（４５分）レポート提出または準備（４５分）レポート総評16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートをまとめ課題・宿題に取り組む（４５分）

科目名称 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習

共通教育科目科目分類区分

信濃　吉彦（経営学科・教授）・河野　
善文（経営学科・教授）・ 青山　浩之

授業担当者（所
属・職名）

BAS071041（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

経営学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在
信濃 ２号館６階・河野 １号館
２階・ 青山 １号館４階・河田

単位数 1 (単位認定責任者： ）信濃　吉彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



大学生として、知識・技能
の修得には著しい欠落があ
り、理解は難しい。

23－ －

ルーブリック

評価項目

1 吉原恵子/冨江英俊 実教出版 9784407340617

概要

履修目標
　本科目は、学生生活をスタートするための「基礎演習」であり、社会福祉学科教育課程における「大学での学び方」の修得を授業の目的とします。みなさんの身
分は、高校までの生徒から学生へ変わりました。高校までの学びは、教科書，正解の用意される学びが主になりますが、大学の学びは、知識の理解、覚えることの
ほかに、自らが｢学術の方法｣を使って疑問を明らかにすることに取り組みます。この授業では、皆さんが大学での学び、学問することの学修経験を習慣化するため
のスキルを身につけます。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
　①主体的学修をおこなうこと、②大学で「学問をする」ことを到達基準とします。自ら進んで学修し、事実と意見をわけて思考することや、学問対象について専
門用語を使い考察し、客観的な意思決定ができること、よりよい意見を提示しあう建設的批判ができることを実践目標にします。

授業全体の内容と概要
　大学での学び方の基本となる、キャンパスライフ（履修・学修、講義・演習、成績評価、GPA・CAP、ノート作成）、スタディスキルズ（学術レポートの読解、作
成）、アカデミックライティング（社会福祉学の文献利用，資料作成）などを学修します。

授業の方法
　授業は、講義形式によるテキスト解説にもとづきWorkshopが設定されます。各授業では大学生として求められるスキルについて、テキスト各章のWork のActivity
にあるトレーニング・シート等を提出することになります。Activityでは、ゼミ教員への聞き取り作業、図書情報館での調べ学習など、能動的な学修（アクティブ
・ラーニング）活動に参加します。最終授業では、本演習のまとめを教員がおこなったあとに、自己評価レポートを各学生に提出してもらいます。レポート等につ
いてはコメントによりフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
　授業では、クラスメイトと一緒に作業したり、議論したりすることがあります。ほかの人の発言や教員の指示に耳を傾け、学修成果を共有しましょう。授業は学
生のみなさんと担当教員による協同学習ですから、積極的に協力し、学修活動に貢献してください。遅刻、欠席の際の対応ルール（公欠届の提出、配布資料の受取
、提出課題の補填など、授業時間外に必要になるフォローアップ）、授業中の私語、入退室、スマホ操作、水分補給等のマナーについて、初回授業で確認します。
学生、社会人として行動力を向上します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

修得した知識を使い、収集
した情報を分析し、理解す
ることができる、情報分析
力としての知識・技能

収集した情報を分析して課
題を発見し、客観的立場か
ら成果を論理的に表現する
ことができる、思考力・判
断力・表現力

大学の学修環境を創造する
メンバーとして自覚し、自
分の意見と異なる意見を統
合させながら学修経験を高
めていこうとする、関心・
意欲・態度

大学生として、知識・技能
を模範的に修得しており、
これまでの学修とつなげて
類似点や相違点を考え、深
く理解している。

大学生として、知識・技能
を積極的に修得しようとし
ており、おおむね理解して
いる。

大学生として、修得する知
識・技能について基本的な
理解がある。

大学生として、知識・技能
の修得に欠ける部分はある
が、理解している。

大学生として、客観的に状
況を把握、思考している。
自己表現は共感的であり、
特定の課題についてオリジ
ナルの提案をすることがで
きる。

大学生として、おおむね状
況を理解しながら思考して
いる。自己表現を一人称で
説明したり、積極的に表現
することができる。

大学生として、基本的な思
考と自己表現ができる。

大学生として、改善の余地
があるが、基本的な思考や
自己表現ができる。

大学生として、思考や表現
をすることが難しい。

大学生として役割と責任を
自覚しており、積極的、協
同的に行動することができ
る。

大学生として役割を、おお
むね理解して、自ら行動す
ることができる。

大学生としての自分の役割
を、基本的な行動をするこ
とができる。

大学生として自分の役割を
、改善の余地はあるが、行
動することができる。

大学生として自分の役割を
、自ら理解して行動するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『スタディスキルズ・トレーニング改訂版-大学
で学ぶための25のスキル-』

２０１７

2 星槎道都大学学務部編『星槎道都大学　学生便覧　２０２０度版』 ２０２０

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）、松下
　守邦（社会福祉学科・教授）

授業担当者（所
属・職名）

BAS071041（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
　単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ２０％ ０％ ３０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

24－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 シラバスの内容をよく読んでおいてください。（45
分）

2 キャンパスライフ①（大学の学び、授業履修、定期
試験、成績評価、ノートテイキング）

授業前に、テキストと配布資料の学習範囲について
予習しておいて下さい。（45分）

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）　

授業前に，テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）3 キャンパスライフ②（各種届出、資格免許、仕事、

ＧＰＡ・ＣＡＰ）
今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）　

ＣＬ①－③の中で理解の進まない問題を整理しまし
ょう。（45分）

これまで学習内容３回分のWorkshopを熟読しておい
てください。（45分）

キャンパスライフ③（研究室、オフィスアワー、事
務手続き）4

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

スタディスキルズ①（文献読解、文章構成、資料の
読み取り）5

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

スタディスキルズ②（文献読解、表・図・グラフ等
の情報処理）6

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

スタディスキルズ③（学術レポート、レジュメ・視
覚資料の作成）7

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）スタディスキルズ④（学術レポート、文体・表記）8

ＳＳ①－⑤の中で理解の進まない問題を確認しまし
ょう。（45分）

これまで学習内容５回分のWorkshopを熟読しておい
てください。（45分）

スタディスキルズ⑤（学術レポート、客観性、事実
と意見・考察）9

10 アカデミックライティング①（スキャミング、スキ
ミング、クリティカルリーディング）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い（45分）。

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い（45分）。

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

アカデミックライティング②（社会福祉学系辞典・
学術雑誌）11

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い（45分）。

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

アカデミックライティング③（図書情報館、学術デ
ータベース）12

今回のWork　Activity課題を復習しておいてくださ
い。（45分）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

アカデミックライティング④（参考文献、引用表記
）13

ＡＷ①－⑤の中で理解の進まない問題を次の授業ま
でに確認しましょう。（45分）

これまで学習内容５回分のWorkshopを熟読しておい
てください。（45分）

アカデミックライティング⑤（社会福祉学、基礎的
論文の読解）14

学修スキルは卒業まで高めていく必要があります。
テキストと資料は適宜，活用してください。（45分
）

授業前に、テキストの学習範囲のWorkshopをよく読
んでおいてください。（45分）

学生の自己学修評価（大学生活１クォーター８週の
授業・準備学修を経て、学修ふり返りシート記入提
出）

15

本科目の振り返りをしておいてください。（45分）本科目のまとめの準備をしておいてください。（45
分）本科目のまとめ（授業総括と学修の教員講評）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回、学習をしたシラバス、学生便覧、テキストに
ついて復習しておいてください。　（45分）

科目名称 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ演習

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）、松下
　守邦（社会福祉学科・教授）

授業担当者（所
属・職名）

BAS071041（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テキストの内容があまり理
解されておらず、説明でき
ない。

25－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本能率協会マネジメントセン
ター

日本能率協会マネ
ジメントセンター

978-4-8207-2756-9
　C3034

概要

履修目標
インターンシップ・キャリア形成の事前学習として、ビジネスに必要な基本スキルを習得する。自らの職業観や勤労観といった概念の形成を前提にビジネス常識お
よび、基礎的なコミュニケーション、情報の利活用など、将来、職業人として適応するために身につけておくべき知識を習得する。
実社会で活躍するための基礎となる「キャリア形成」を学ぶための科目である。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
受講者がビジネス能力検定（Ｂ検）ジョブパス3級に合格する実力を身に付けている。テキストの内容がひととおり理解されている。情報収集、コミュニケーション
能力の基礎が身に付いている。

授業全体の内容と概要
毎回、①テキストに基づく講義（テキストの内容、関連事項の説明）、②関連する事項についての演習、を行い、適宜、③グループワーク、④プレゼンテーション
を取り入れる。

授業の方法
①講義では、毎回、パワーポイントと板書を併用しつつ、テキストの該当箇所を説明していく。②演習では、所定の問題を解いてもらい、その後に解説を加える。
③・④については、特定の日を設け、所定の課題について、グループを編成し、グループ毎にプレゼンテーションを行う。毎回、授業の最後にミニッツペーパーを
書いてもらい、回収し、次の授業の冒頭でふりかえりを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
遅刻しないように留意し、理由のある欠席は申し出ること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　テキスト（説明）の
理解度

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　情報収集能力・スキ
ル

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　コミュニケーション能力
・スキル

テキストの内容が完全に理
解され、自分で説明ができ
、十分応用する力がある。
ある。

テキストの内容がほぼ理解
され、説明ができ、ある程
度
応用できる。

テキストの内容が
おおよそ理解され、
説明でき、ある程度
応用できる。

テキストの内容が、おおよ
そわかり、説明可能で、多
少応用できる。

多面的、正確に情報が収集
でき、自分で編集、整理が
的確にでき、正確に表現、
発信できる。

正確に情報が収集でき、的
確に整理ができ、正確に発
信できる。

正確に情報が収集でき、的
確に整理ができる。

情報収集、整理の基本が身
に付いている。

情報収集、整理の
基本が身に付いていない。

積極的、的確な会話と議論
ができ、的確な提案・主張
ができる。

的確な会話と議論ができ、
的確な提案ができる。

的確な会話ができ、的確な
提示が
できる。

会話の基本が身に付いてい
る。

会話の基本が身に付いてい
ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『２０２０年版B検ビジネス能力検定ジョブパス
３級公式テキスト』

２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（職業

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE081053（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ １０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

26－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス、キャリアと仕事への
アプローチ シラバスを読む（９０分）

2 仕事の基本となる８つの意識、コミュニケーション
とビジネスマナーの基本 第１編第２、３章の予習をする(９０分） 第1編第2、3章の復習をする（90分）

第4、5章の予習をする（90分）3 指示の受け方と報告、連絡・相談、話し方と聞き方
のポイント 第４、５章の復習をする(９０分）

第６章の復習をする (９０分）第６章の予習 をする(９０分）来客対応と訪問の基本マナー、小テスト（１）[最
終回に解説しフィードバックします]4

第７章の復習をする (９０分）第７章の予習をする (９０分）会社関係でのつきあい5

第２編第１章の復習をする（９０分）第２編第１章の予習をする(９０分）仕事への取り組み方6

第２章の復習をする(９０分）第２章の予習をする(９０分）ビジネス文章の基本7

第３章の復習をする(９０分）第３章の予習をする(９０分）電話対応8

第４章の復習をする(９０分）第４章の予習をする(９０分）統計・データの読み方・まとめ方、小テスト
（２）[最終回に解説しフィードバックします]9

10 情報収集とメディアの活用 第５章の予習をする(９０分） 第５章の復習をする(９０分）

第６章の復習をする(９０分）第６章の予習をする（９０分）会社を取り巻く環境と経済の基本、まとめと確認11

授業中に指示（６０分）授業中に指示（６０分）グループ学習とプレゼンテーション12

授業中に指示（９０分）授業中に指示（９０分）グループ学習とプレゼンテーション13

授業中に指示（９０分）授業中に指示（９０分）グループ学習とプレゼンテーション14

テキスト全体の復習をする（９０分）テキスト全体の確認をする（９０分）テキストの補足、まとめ。15

授業中に指示（９０分）授業中に指示（９０分）定期試験　[６０分の試験終了後、残りの３０分で
解説を行います]16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１編第１章の復習をする(９０分）

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅰ（職業

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE081053（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



27－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092070（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

28－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092070（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言があってもできない。

29－ －

ルーブリック

評価項目

1 相澤　譲治 みらい 9784860152024

概要

履修目標
相談援助における専門的援助構造及び機能、多様な実践の共通課題や諸理論を学ぶ事を通じ、福祉実践に
おけるソーシャルワークを理解し、専門的援助者としての視点を涵養する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①相談援助に対応するための基礎的能力（定義、意義、目的など）を身につける。
②相談援助の支援過程を理解し、援助者としての基礎を理解できる。

授業全体の内容と概要
①相談援助の援助関係の相互作用システムについて学ぶ。
②相談援助の展開過程について学ぶ。

授業の方法
①教科書に沿って講義形式で展開する。講義の際に随時質問をするので答えること。
②レポート課題はコメントを添えて返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
30分以上の遅刻は、欠席とする。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ソーシャルワークの定義や
倫理について理解する。

ソーシャルワークのモデル
と主なアプローチの理解が
できる。

ソーシャルワークの枠組み
が理解できる。

グローバルな定義や他職種
の倫理と比較しながら説明
できる。

概要について要点を押さえ
述べることができる。

助言により理解できる。 助言があれば一部理解でき
る。

ソーシャルワークの歴史を
踏まえながら各々を比較し
、説明することができる。

各々を比較しながら説明が
できる。

各々の概要を区別できる。 助言により理解できる。 助言があっても理解できな
い。

ソーシャルワークの理念に
基づいた援助の展開につい
て、事例等を用い説明がで
きる。

援助の流れと、ソーシャル
ワーカーが担う役割につい
て説明ができる。

助言によって理解できる。 助言によって一部理解でき
る。

助言があっても理解できな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ』 2010

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122022（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場での実務経験から得た事例等を用いて、相談援助に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
10回以上の出席がなければ成績評価の対象としない。
提出期限を過ぎたレポートは受け取らない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

30－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
ソーシャルワークの定義

教科書の目次と、次回の授業に該当する部分の教科
書を読む。（９０分）

2 社会福祉における対象の理解 次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分） ノートを整理する。（９０分）

次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）3 ソーシャルワークの対象と範囲 ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワーク理論（人と環境の相互作用）4

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワーク理論（システム理論）5

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワーク理論（実践モデルとアプローチ）6

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワークのプロセス(概要）7

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワークのプロセス：インテーク8

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）

ソーシャルワークのプロセス：アセスメント①
(主訴とニーズ）9

10 ソーシャルワークのプロセス：アセスメント②
（ジェノグラム、エコマップ）

次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分） ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワークのプロセス：プランニング11

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）

ソーシャルワークのプロセス：インターベンション
、モニタリング12

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）

ソーシャルワークのプロセス：効果測定、評価、ア
フターケア13

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワークと社会資源①(フォーマル）14

ノートを整理する。（９０分）次回の授業に該当する部分の教科書を読む。（９０
分）ソーシャルワークと社会資源②(インフォーマル）15

返却したレポートのコメントと16回の授業をもとに
、再度レポートのテーマについて考察する。（９０
分）

全体を通し、理解が不十分な所や質問事項を整理す
る。（９０分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理する。（９０分）

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122022（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場での実務経験から得た事例等を用いて、相談援助に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期



31－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

32－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



33－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

34－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



35－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

36－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

37－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
専門演習担当各教員の専門分野を中心に、社会福祉学をはじめとする社会科学の方法論を、文献研究、フィールドワーク、ディスカッションなどの教授方法を使用
し獲得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
・自分の方向性を見つけ、自ら学び考えて解決できる能力を身につける。
・個々の学生がそれぞれの「勉学のテーマ」の糸口をつかんでいる。
・上記研究テーマを構築するために必要な文献・資料・データを活用するスキルを身につける。
・研究テーマに沿った論文執筆に必要なスキルを身につける。
・自分の研究テーマをプレゼン形式で発表するスキルと学友の発表を傾聴し、的確な質問をするスキルを身につける。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示する「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査等様々は授業形態がとられる。したがって、大学生として真摯に学ぶ姿勢と
自覚が求められる。
質問は随時対応し、レポートの場合はコメント等によりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

◯ 模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

◯ 調査学習

◯ 双方向授業

◯ ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
オリエンテーション時に配布される担当教員のゼミナール紹介を熟読の上、自分の所属を決定すること。「専門演習ⅠＡ」に所属した教員が後期の「専門演習ⅠＢ
」を担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

担当教員が提示した課題に
ついての情報獲得ツールを
駆使できる

論文・レポート執筆のため
のスキルを獲得する。

自分の研究テーマを明確に
発表でき、他者の研究を尊
重できる。

ネット、文献検索などのツ
ールを使いこなし、提示さ
れた課題についての資料を
具体的に提示でき、まとめ
ることができ、さらに、自
分の学習課題として昇華で
きる。

ネット、文献検索などのツ
ールを使いこなし、提示さ
れた課題についての資料を
具体的に提示でき、まとめ
ることができる。

ネット、文献検索などのツ
ールを使いこなし、提示さ
れた課題についての資料を
具体的に提示できる。

提示された課題についてネ
ット検索を行い、資料を具
体的に検索できる。

論文・レポート執筆のスキ
ルを獲得し、その方法に沿
って、レポートを執筆でき
、そこから、さらに研究課
題を発見でき、それを論文
に構成できるスキルを獲得
する。

論文・レポート執筆のスキ
ルを獲得し、その方法に沿
って、レポートを執筆でき
、そこから、さらに研究課
題を発見できる。

論文・レポート執筆のスキ
ルを獲得し、その方法に沿
って、レポートを執筆でき
る。

具体的なレポート路執筆で
きる。

左記の内容が何一つできて
いない。

自分の研究テーマについて
、プレゼンを行い、他の学
生に納得させることができ
、それについてディスカッ
ションができ、且つ、他者
の意見と研究を尊重しなが
ら、双方向の向上ができる
ような議論ができる。

自分の研究テーマについて
、プレゼンを行い、他の学
生に納得させることができ
、それについてディスカッ
ションができる。

自分の研究テーマについて
、プレゼンを行い、他の学
生に納得させることができ
る。

自分の研究テーマを明確に
説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研修室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

38－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認（45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 配布資料の確認（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 配布資料の確認（45分）

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 配布資料の確認（45分）

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

配布資料の確認（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（４５分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅠＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研修室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期



39－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「専門演習ⅠＡ」の目的は、知的 トレーニングを積み重ねていくことにある。学生諸君が、それまで様々な講義から習得してきた知識を基礎 とし、さらにゼミナ
ール担当教員の指導やゼミナール学生とのディスカッションを通して学生個々の独創性 を磨き、独自のテーマを設定する視点と、それを論文に形成する基本スキル
とツールの活用法を取得するこ と、「勉学・研究テーマ」を探求していくことに主眼が置かれている。

授業の位置づけ
本科目は社会福祉学科ディプロマポリシーすべてに対応する科目である。

到達目標
・自分の方向性を見つけ、自ら学び考えて解決できる能力を身に着ける。
 ・個々の学生がそれぞれの「勉学のテーマ」の糸口をつかんでいること。
 ・上記研究テーマを構築するために必要な文献・資料・データを活用するスキルを身に着けること。
 ・研究テーマに沿った論文執筆に必要なスキルを身に着けている。
 ・自分の研究テーマをプレゼン形式で発表するスキルと学友の発表を傾聴し、的確な質問をするスキルを身
　に着けていること。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示する「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査等様々は授業形態が とられる。したがって、大学生として真摯に学ぶ姿勢と
自覚が求められる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
オリエンテーション時に配布される担当教員のゼミナール紹介を熟読の上、自分の所属を決定すること。「専 門演習ⅠＡ」に所属した教員が後期の「専門演習ⅠＢ
」を担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研修室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

％ ％ ％ ％ ％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

40－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認 （45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（45分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅠＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研修室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



41－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

42－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



43－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

44－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



45－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

46－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



47－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

48－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



49－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

50－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



51－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

％ ％ ％ ％ ％ ％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

52－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133155（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義の内容を理解しておら
ず、みずからの人生観や生
き方に役立てていない。

53－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
過去の哲学や具体例を踏まえながら，間接体験（感動）や創造的思索を通して，自他の心の支えとなりうるような確固とした価値観や人生観を形成することができ
る。また，AIの時代に必要なあらたな哲学を探究する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
①目標や夢を実現するための人生観を涵養する。
②自分自身の確固とした価値観や人生観を構築する。

授業全体の内容と概要
過去の哲学や教師自身の考えを紹介するとともに，質疑応答やディベートなどを通して，学生自身がみずからの価値観や人生観を形成していく。そのためには，学
生自身がみずから主体的に考え，積極的に授業に参加し、発言することが不可欠である。

授業の方法
講義。対話発表，ディベート，などによるアクティブラーニング。適宜，平常点を付与する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講義中はスマホ等の電源を必ずOFFにし、机の上に置かないこと。置いている場合は、講義終了まで預かる。授業に関係のない私語禁止。座席を指定することもあり
うる。遅刻は一回につき一点減点。居眠り厳禁。レポートの採点基準は，「どれだけ講義の内容を理解し，自分のものにしているか」ということ。自分自身との対
話を通し，自分のことばで語ることが重要。講義で扱っていない内容や自分の考えばかりを書いても合格点に達することはできない。コピペは１００％単位認定さ
れない。最後に、全体的感想や自分の意見をつけ加えるとよりよい。レポートは、原稿用紙換算５枚以上(２千字以上)。文字数を明記する。書式は問わない。
公欠や特別な事由で欠席した場合、課題を提出しなければ、授業回数に反映されないことに留意。最終レポートの提出期限は、第１３回の講義当日。一日遅れるご
とに１点減点となる。学務課に成績票を提出した後は受領できない。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

発表

ディベートとグループワー
ク

講義の内容を十分に理解し
、みずからの人生観や生き
方に十分役立てている。

講義の内容をかなり理解し
、みずからの人生観や生き
方にかなり役立てている。

講義の内容を理解し、みず
からの人生観や生き方に役
立てている。

講義の内容をほぼ理解し、
みずからの人生観や生き方
にほぼ役立てている。

１０回以上発表している。 ７回以上発表している。 ５回以上発表している。 ３回以上発表している。 ０～２回しか発表していな
い。

デーべーとグループワーク
で活発に発言している。

デーべーとグループワーク
でかなり発言している。

デーべーとグループワーク
でそれなりに発言している
。

デーべーとグループワーク
であまり発言していない。

デーべーとグループワーク
で発言していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 哲学入門

共通教育科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE011003（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４２％ ０％ ０％ １０％ ４８％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

54－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス，シラバスの説明
夢をかなえ目標を達成する考え方　１　序論 シラバスを読む（９０分）

2 夢をかなえ目標を達成する考え方　２
目標力，目標の優先順位 第１回講義の復習と第２回講義の予習（９０分） 第２回講義の復習（９０分）

第２回講義の復習と第３回講義の予習（９０分）3 夢をかなえ目標を達成する考え方　３　
動機が肝心，三つの動機づけ理論 第３回講義の復習（９０分）

第４回講義の復習（９０分）第３回講義の復習と第４回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　４　
二重構造の目標をもつ，人生という名の山頂を目ざ
す

4

第５回講義の復習（９０分）第４回講義の復習と第５回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　５　
自信は夢や目標達成の必要条件，
可能性を大きく左右するマインドセット

5

第６回講義の復習（９０分）第５回講義の復習と第６回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　６
可能性に対する無条件の信頼，不安力，
心の暗雲をふりはらう

6

第７回講義の復習（９０分）第６回講義の復習と第７回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　７
勇気は夢を実現させるための要件，
プラトーという名の高い壁

7

第８回講義の復習（９０分）第７回講義の復習と第８回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　８
なぜ山に登るのか
苦しみはそれ自身のうちに救いをもっている

8

第９回講義の復習（９０分）第８回講義の復習と第９回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　９
愛は苦しみを喜びに変える，気分コントロール，挫
折の条件

9

10
夢をかなえ目標を達成する考え方　１０
痛みや悔しさを飛躍のバネにする，結果かプロセス
か

第９回講義の復習と第１０回講義の予習（９０分）第１０回講義の復習（９０分）

第１１回講義の復習（９０分）第１０回講義の復習と第11回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　１１
人生はすべてプロセス，
｢勝つことよりも大事なことがある｣

11

第１２回講義の復習（９０分）第１１回講義の復習と第１２回講義の予習（９０分
）

夢をかなえ目標を達成する考え方　１２
人生を輝かせるために，
｢満足した豚｣と｢不満足な人間｣

12

第１３回講義の復習（９０分）第１２回講義の復習と第13回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　１３　
初心忘るべからず，
｢楽なことはよいことだ｣という価値観の落とし穴

13

第１４回講義の復習（９０分）第１３回講義の復習と第14回講義の予習（９０分）
夢をかなえ目標を達成する考え方　１４
今に生きる，大舞台で輝くために，サボるわけ，進
歩のヒント

14

第１５回講義の復習（９０分）第１４回講義の復習と第１５回講義の予習（９０分
）

夢をかなえ目標を達成する考え方　１５
コツはひとつ，楽しくやること，
｢やるべきこと｣から｢やりたいこと｣へ

15

第１６回講義の復習（９０分）第１５回講義の復習と第１６回講義の予習（９０分
）課題(レポート)に対するフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１回講義の復習（９０分）

科目名称 哲学入門

共通教育科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE011003（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テキスト資料の要旨をまと
める作業が難しい。新しく
学ぶ学術用語について、説
明することは難しい。

55－ －

ルーブリック

評価項目

1 金菱　清 新曜社 9784788513884

概要

履修目標
・社会学とはどのような学問であるか、その基本的性格を概観します。
・社会学は、高校の科目でみると「現代社会」に近いものです。学術3分類（人文科学、自然科学、社会科学）のひとつ、社会科学に含まれる学問です。社会科学の
なかでは、経済学は行動の効率合理性、政治学は国家や権力行使、法学は法規範に焦点をおくとみると、社会学はそれらのどれにもとらえられない、社会と人間の
側面にこだわる性格を備えていますので、その基本を理解します。
・社会学は、個人と社会の関係を分析するものであり、「社会の常識とは違う見方」（金菱　清：2014）を理解します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の1．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
・社会を構成しているさまざまな領域について、その基本を理解する。

・社会でおきているさまざまな問題を、個人の責任のみでとらえるものではなく、社会的な関係性のもたらす要因として説明をしようとする方法について、その基
本を理解する。

授業全体の内容と概要
社会学固有の考え方である、社会的行為、相互作用、社会集団、社会構造、社会変動などの概念を使い、私たちの社会でおこっている社会現象を記述説明する知識
、技術を学修する。

授業の方法
・学術論文読解（社会学）は、社会学の学術用語をつかった社会的事象の分析論文を読解学修です。3色線引き読み（齋藤孝『三色ボールペンで読む日本語』角川書
店、2005）の技法を利用します。
・映像資料視聴では、映像材料の社会的事象を学術概念を使い説明記述する、ワークシート作成です。
・ＰＢＬ（問題基盤型学習）を、学術論文読解とワークシート作成の構成により実施します。
・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」：学術論文読解（三色線引き読み）、ＰＢＬ（ワークシート作成）、映像資料視聴の各課題フィードバック
は、回収の次の授業にて模範回答例を紹介します。次回の課題提出の改善材料として利用ください。
「要望等への対応方法」：授業の課題の取り組み方など質問、要望、相談は、随時、対応しています。授業中、あるいは研究室に来室など、気軽に相談ください。
オフィスアワーを利用すると事前の時間予約ができます。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

○ ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・授業（講義）は学びの基本です。授業外学修として、図書情報館にある学術文献を調べる、自宅で準備学修（予習や復習）をすることにより、学修時間量を増や
すことが大切です。
・配布資料はファイリングして欠落することのないように留意します。
・授業にて教材準備のない場合には、出席学生として対象評価はされません。
・ノートは、授業の再現資料とします。後日、再現できるよう、取材メモとして作成します。
・欠席、遅刻の際の対応、教室内の授業マナー（水分補給、入退室、スマホ操作）は、社会人モードで対応してください。大学生の受講マナーは、高校までのもの
とは異なる次元になります。
・授業関連情報コースパケットを大学ＨＰ教員個人ページにおいて発展学修、関連リンク情報を提示します。
　https://www.seisadohto.ac.jp/̃mmatsu/index.html

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

テキスト資料により学修し
た知識を使い、収集した情
報を分析し、理解すること
ができる、情報分析力とし
ての知識・技能

文献資料の信頼性を保ちな
がら、学術概念を使って考
察すること、客観的立場か
ら社会的事象について論理
的に分析表現をすることが
できる、思考力・判断力・
表現力

大学の学修環境を創造する
メンバーとして自覚し、自
分の意見と異なる意見を統
合させながら、学修経験を
高めていこうとする、関心
・意欲・態度

テキスト資料の要旨をてい
ねいにまとめており、これ
までの学修内容との関連を
適切にふまえている。新し
く学ぶ学術用語について、
複数の例をあげながら、自
分の言葉でていねいに説明
をしている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、これまでの学修
内容のいくつかを関連づけ
ている。新しく学ぶ学術用
語について、自分の言葉で
例をあげて説明をしている
。

テキスト資料の要旨をまと
めており、新しく学ぶ学術
用語について、自分の言葉
で説明をしている。

テキスト資料の要旨は、改
善の余地があるが、まとめ
ている。新しく学ぶ学術用
語について、自分の言葉で
いくらか説明をしようとす
るが、充分ではない。

信頼性のある文献資料を複
数選び、適切に引用してい
る。新しく学ぶ学術概念を
、これまでのものと対比し
て、類似点や相違点をあげ
ながら、社会的事象の分析
表現している。

信頼性のある文献資料を選
び、適切な手続きで引用し
ている。新しく学ぶ学術概
念を、これまでのものと関
連づけながら、論理的に社
会的事象の分析表現してい
る。

信頼性のある文献資料を選
び、引用している。新しく
学ぶ学術概念を使い、これ
までのものと関連づけなが
ら社会的事象の分析表現し
ようとしている。

文献資料を選び、引用して
いるが、信頼性に改善の余
地がある。新しく学ぶ学術
概念を使い、社会的事象の
分析表現をしようとするが
、充分ではない。

文献資料を選び、引用する
信頼性の確保することが難
しい。新しく学ぶ学術概念
を使い、社会的事象の分析
表現をすることは難しい。

大学生としての役割と責任
を自覚し、積極的、協同的
に行動することができる。

大学生として役割は、おお
むね理解しており、行動す
ることができる。

大学生として自分の役割は
、基本的な行動をすること
ができる。

大学生として自分の役割は
、改善の余地はあるが、行
動することができる。

大学生として自分の役割は
、自ら理解して行動するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新　体感する社会学』 2014

2

3

4

5

1 友枝俊雄・浜日出夫・山田真茂
留

有斐閣 9784641174306

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『社会学の力』 ２０１７

2 日本学術会議社会学委員会 大学教育の分野別質
保証のための教育課

『参照基準　社会学分野』 ２０１４

3

4

5

科目名称 社会学入門

共通教育科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC021006（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年、デザイン学科・２年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

56－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーションでシラバス（ルーブリック；古
語の赤チョーク、赤土の語源とされ、現在は評価基
準表の意味を持つとされます。出典略）説明をおこ

シラバスを熟読してください。（９０分）

2 脱常識と社会学 テキスト（金菱：２０１４）第１回を予習してくだ
さい。（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第３回を予習してくだ
さい。（９０分）3 意図せざる結果、社会的ジレンマ 今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。

（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第４回を予習してくだ
さい。（９０分）予言の自己実現、偽薬効果4

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

授業１回－４回を整理学修してください。（９０分
）視聴覚教材、社会学文献の解題5

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第５回を予習してくだ
さい。（９０分）ラベリング6

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：2014）第６回、７回を予習してく
ださい。（９０分）葛藤、演技7

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第８回を予習してくだ
さい。（９０分）食、結婚、家族8

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第９回を予習してくだ
さい。（９０分）受苦圏、受益圏、公共性9

10 環境 テキスト（金菱：２０１４）第１０回を予習してく
ださい。（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

授業６回－１０回を整理学修してください。（９０
分）視聴覚教材、社会学文献の解題11

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第１１回を予習してく
ださい。（９０分）倫理、モラル12

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第１２回を予習してく
ださい。（９０分）法、贈与、交換13

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第１３回を予習してく
ださい。（９０分）疎外、労働14

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト（金菱：２０１４）第１４回を予習してく
ださい。（９０分）生と死、自殺15

全体のふりかえりを行ってください。（９０分）全授業のまとめ試験の準備学修をします。（９０分
）定期試験（６０分）、終了後、試験解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の学習内容を復習します。（９０分）

科目名称 社会学入門

共通教育科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC021006（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年、デザイン学科・２年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



疎外→私有財産制批判→資
本主義批判→労働共同体＝
コミュニズムの疎外論の論
理の基本が理解できなかっ
た。

57－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
経済学史（経済学説の歴史）の基礎の勉強を通じて，資本主義という経済システムに対し，いろいろな見方・考え方があるということを学んで，社会や人間に対す
る観察眼を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
資本主義は人間にとって何を意味するのかを理解することができる。

授業全体の内容と概要
経済学の古典―イギリス古典経済学が日本の近代化にとって実践的な意味をもっていたこと，その古典経済学の代表者Ａ．スミスと科学的社会主義者Ｋ．マルクス
の資本主義像，歴史観，人間観等を学ぶ。

授業の方法
板書を中心とした講義形式で行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
板書が多いのできちんとノートをとり，その内容をしっかり理解しておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

労働疎外論（初期マルクス
）の理解

労働価値観（マルクス）の
理解

「資本の循環範式」の理解

青年マルクスのヴィジョン
である人間の自己疎外とそ
の克服、私有財産制の批判
、理想としての労働共同体
について正確な理解ができ
た。

疎外概念を基礎に資本主義
を批判し、その先に理想と
してのコミュニズムを展望
する論理の理解ができた。

資本主義批判の疎外論の論
理の基本線が概ね理解がで
きた。

多少のあいまいさ不正確さ
を含みながらも大体におい
て疎外論の論理が理解がで
きた。

商品生産の本質と労働価値
説、マルクスの労働価値説
の特色について正確な理解
ができた。

商品生産と労働価値観との
関連、商品分析論としての
マルクスの価値説について
理解ができた。

商品生産と労働価値観との
関連、商品分析論としての
マルクスの価値説の論点に
ついてその基本が理解がで
きた。

多少のあいまいさ、不正確
さを含みながらも大体にお
いて商品論としての価値説
、マルクスの価値説の独創
性の基本が理解ができた。

商品分析論としての価値論
、学史上のマルクスの価値
説の独創性についてほとん
ど理解ができなかった。

範式によって価値増殖の運
動体としての資本の本質と
剰余価値生産の仕組みの正
確な理解ができた。

価値増殖の根拠を労働力商
品化にあることを理解し、
それが何故剰余価値生産に
関連するのかを理解ができ
た。

価値増殖の根拠を労働力商
品化にあることを理解し、
それが何故剰余価値生産に
関連するのかの論理につい
てその基本が理解ができた
。

多少のあいまいさ、不正確
さを含みながらも最小限、
労働力商品の特殊性と剰余
価値生産との論理的関連が
理解ができた。

労働力商品の特殊性→剰余
価値の生産→資本の本質が
理解できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 経済学入門

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECT021008（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
単位認定は試験の成績６０点以上（１００点満点）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

58－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
経済学における古典研究の意義（１）
－日本における実践的な意義－

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

2 経済学における古典研究の意義（２）
－世界史のなかの日本－

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）3 経済学における古典研究の意義（３）

－学説史研究の重要性
講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

経済学における古典研究の意義（４）
－古典派価値論の意義－4

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

マルクスにおける経済学と思想の統一（１）
－経済学と思想の統一－5

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

マルクスにおける経済学と思想の統一（２）
－青年マルクスのビジョン－6

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

マルクスにおける経済学と思想の統一（３）
－労働疎外と人間の解放－7

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

マルクスにおける経済学と思想の統一（４）
－『資本論』の対象と目的－8

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（１）
－商品生産の本質－9

10 資本主義社会の経済的運動法則（２）
－価値法則－

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（３）
－剰余価値論－11

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（４）
－資本の目的－12

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（５）
－剰余価値の源泉－13

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（６）
－資本の本質－14

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

資本主義社会の経済的運動法則（７）
－資本主義的搾取の独自性－15

試験および解説を受けて講義全体を振り返り整理す
ること（９０分）試験へ向けた準備を行うこと（９０分）定期試験

６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

科目名称 経済学入門

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECT021008（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



数学の基礎知識が修得でき
ていない。
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ルーブリック

評価項目

1 石村　園子 共立出版

概要

履修目標
学生が教養力を身につけるために，「自然と環境」を幅広く学ぶための科目で、 大学で必要となる数学の基礎知識をしっかり身に付け、次に、高校の数学から大学
の数学への橋渡しができる力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
様々な分野で活躍する人材に求められる課題探求能力のうちの，基本的な数学知識の修得と思考能力の向上を図ることができる。さらに，それらのことを通して，
数学において重要なのは，答えではなく，計算過程（思考過程の説明）であることを理解し，習慣づけることができる。

授業全体の内容と概要
数の計算から始まり，分数・因数分解・平方根・無理式・一次方程式・連立方程式・二次方程式・高次方程式・一次関数・二次関数・三角関数・集合・順列と組み
合わせ・確率などについて，豊富な練習問題をこなすことによって，数学を解くことの実感と意味をつかむ。

授業の方法
最近は，学生が積極的に参加する形での授業が要望されている。そこで，本講義では，教科書に沿って板書により授業を進める中で，学生自らが習熟度の向上を実
現させるために，積極的に質問や要望を述べることが求められる。また、学生が課題を提出した後に板書にて解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・課題等の提出方法については授業中に支持するので，授業を欠席することのないよう留意すること。
・講義に対して積極的に取り組むこと。
・解らないところは積極的に質問すること。
・授業で求めている以上の習熟度の向上を望む場合には，申し出ること。適切に対応します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

基礎知識の修得

思考能力の向上

計算過程（思考過程の説明
）の習慣化

数学の基礎知識が完全に修
得できている。

数学の基礎知識が修得でき
ている。

数学の基礎知識がほぼ修得
できている。

数学の基礎知識が大体修得
できている。

数学の思考能力が完全に向
上している。

数学の思考能力が向上して
いる。

数学の思考能力がほぼ向上
している。

数学の思考能力が大体向上
している。

数学の思考能力が向上して
いない。

授業中に不明な点を全て解
決し思考過程の習慣化がで
きている。

授業中に不明な点を質問等
で全て解決し思考過程の習
慣化ができている。

授業中に不明な点を質問等
で解決し思考過程の習慣化
ができるようにしている。

授業中に不明な点を解決し
思考過程の習慣化ができる
ようにしている。

思考過程の習慣化ができて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『大学新入生のための数学入門（増補版）』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 数学入門

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

MAT031014（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
成績は，１０回以上の出席、レポート課題の提出と定期試験の結果を総合して判定する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ４０％ ０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

60－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス、シラバスの説明及び基礎学力試験 基礎学力試験のための準備をする（９０分）

2 整数と計算 数の分類・性質と四則計算の基本を理解する（９０
分） 教科書の問題を再度解く（９０分）

教科書の問題を丁寧に解く練習をする（９０分）3 分数・小数・繁分数 教科書の問題を再度解く（９０分）

教科書の問題を再度解く（９０分）展開と因数分解における公式を覚え，教科書の問題
を丁寧に解く（９０分）展開・因数分解4

教科書の問題を再度解く（９０分）平方根の性質と計算方法を理解し，教科書の問題を
丁寧に解く（９０分）平方根5

教科書の問題を再度解く（９０分）教科書の問題を丁寧に解く（９０分）分数式・無理式の計算6

教科書の問題を再度解く（９０分）一次方程式の解き方とその利用について理解する
（９０分）一次方程式7

教科書の問題を再度解く（９０分）連立方程式の解き方とその利用について理解する
（９０分）連立方程式8

教科書の問題を再度解く（９０分）二次方程式と高次方程式の解き方およびその利用に
ついて理解する（９０分）二次方程式・高次方程式9

10 一次関数とグラフ
一次関数の性質を理解し，教科書の問題を丁寧に解
く
（９０分）

教科書の問題を再度解く（９０分）

教科書の問題を再度解く（９０分）
二次関数の性質を理解し，教科書の問題を丁寧に解
く
（９０分）

二次関数11

教科書の問題を再度解く（９０分）
三角関数の性質を理解し，教科書の問題を丁寧に解
く
（９０分）

三角関数12

教科書の問題を再度解く（９０分）集合の性質を理解し，教科書の問題を丁寧に解く
（９０分）集合13

教科書の問題を再度解く（９０分）順列と組み合わせの違いを理解し，教科書の問題を
丁寧に解く（９０分）順列と組み合わせ14

教科書の問題を再度解く（９０分）確率の意味を理解し，教科書の問題を丁寧に解く
（９０分）確率15

総理解（９０分）全内容の再確認及び理解を行う。（９０分）６０分の試験終了後、残りの３０分で解説を行いま
す。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

基礎学力試験問題を再度解く（９０分）

科目名称 数学入門

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

MAT031014（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
が できない。

61－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
受講学生は，この演習を通してコンピュータやインターネットを利用する本質についての理解し，人と人とを結ぶコミュニケーションツールとして，また，福祉社
会の発展を目指して正しく活用するための技術や知識を身に付けて，社会貢献することを目指す。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
的確な情報検索・資料収集に基づくレポートや報告書の作成が確実にでき，所定の様式にて印刷できること。また，作成した文書やデータを電子メールに添付して
送信できること。ネット上で意見交換や情報発信がスムーズに実践できること。

授業全体の内容と概要
コンピュータやインターネットを利用する本質についての理解を促進し，人と人とを結ぶコミュニケーションツールとして，また，福祉社会の発展を目指して正し
く活用するための技術や知識について理解を図る。

授業の方法
講義ノートをOffice365のClassNoteにて，受講者全員に配布したうえで，パワーポイント及びClassNote等をプロジェクター及び大型液晶画面にて提示して，直感的
理解が深まるように配慮する。Office365のformsにて作成したアンケートや４択問題にて，理解度チェックの確認テストを行い、試験結果については試験後にフィ
ードバックする。与えた課題テーマに対して，PC及びスマホでインターネット検索して，課題解決に繋げる努力を促したい。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
PCだけでなく，個人のスマホによるOffice365への接続・利用を許可している。Office365アカウントにてサインインすると，無償でOffice2016最新版をインストー
ルできるので，ぜひ活用して頂きたい。WordやExcelだけでなく，クラウドサービスとして提供されているOffice365のツールも活用できるようになって頂きたい。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

PC や関連機器を適切に 操
作することができる （ワ
ープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
適 切に使うことができる
）

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を適切に収集でき る
。

得られた情報やデータを、
PC を用いて適切に整理 す
ることができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切
に分かりやすく図や表に
表すことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットをある程度
使うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを最低限使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
が できるが、適切でない
。

PC や関連機器を適切に 操
作することができる （ワ
ープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
適 切に使うことができる
）

PC や関連機器をある程 度
操作することができる （
ワープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
あ る程度使うことができ
る）

PC や関連機器を操作す る
ことができるが、十分で
ない（ワープロソフト・表
計 算ソフト・パワーポイ
ント等 のうちの２つを使
うことが できる）

PC や関連機器を操作す る
ことができるが、十分で
ない（ワープロソフト・表
計 算ソフト・パワーポイ
ント等 のうちの１つを使
うことが できる）

PC や関連機器を操作す る
ことができない（ワープ
ロソフト・表計算ソフト・
パ ワーポイント等を使う
こと ができない）

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を適切に収集でき る
。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報をある程度収集でき
る。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を最低限収集でき る
。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、情報を収集できる
が、適切といえない情報で
ある。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、情報を収集できな
い。

得られた情報やデータを、
PC を用いて適切に整理 す
ることができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いてある程度整 理
することができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いて最低限整理 す
ることができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いて整理すること
ができるが、適切でない。

得られた情報やデータを、
PC を用いて整理すること
ができない。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や
表に表すことができない。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切
に分かりやすく図や表に
表すことができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果をある程
度分かりやすく図や表に
表すことができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を最小
限図や表に表すことがで
きる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や
表に表すことができるが、
適切でない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041018（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上とします。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ２０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

62－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
コンピュータリテラシー
　　①　ハードウェア・ソフトウェアの概要

メールアカウントの確認（４５分）

2
コンピュータリテラシー
　　②　インターネット及び電子メール利用に関す
る設定と注意事項

ClassNoteの予習
（４５分） 毎回の授業内容チェック（４５分）

ClassNoteの予習
（４５分）3

文書作成及びWebメールの使い方
　①　定型文書の作成・Webメールの使い方（基本
編）

毎回の授業内容チェック（４５分）

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書作成及びWebメールの使い方
　②　日本語入力・辞書の活用に関する基本事項4

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書作成及びWebメールの使い方
　③　定型文書の作成（応用編）5

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　①　文書の編集に関する基本操作6

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　②　ファイルの保存及び管理方法7

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　③　箇条書きと段落番号の使い方8

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

表の作成
　　①　表の作成に関する基本操作9

10 表の作成
　　②　編集作業・印刷・文書の保存

ClassNoteの予習
（４５分） 毎回の授業内容チェック（４５分）

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

リンクの作成及び編集
　①　定型文書及びアウトライン文書の作成11

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　①　画像（JPEG）の挿入及び編集方法12

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　②　地図などの図形描画の作成及び編集方法(
基本編)

13

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　③　地図などの図形描画の作成及び編集方法(
応用編)

14

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

まとめ１
　　　　レポート・課題作成のための注意事項15

授業全体の振り返り（４５分）これまでの授業のまとめをしておくこと（４５分）
まとめ２
　formsによる確認試験（６０分）と
振り返り（３０分）

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

メールの送受信・確認（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041018（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
が できない。

63－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
受講学生は，この演習を通してコンピュータやインターネットを利用する本質についての理解し，人と人とを結ぶコミュニケーションツールとして，また，福祉社
会の発展を目指して正しく活用するための技術や知識を身に付けて，社会貢献することを目指す。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
的確な情報検索・資料収集に基づくレポートや報告書の作成が確実にでき，所定の様式にて印刷できること。また，作成した文書やデータを電子メールに添付して
送信できること。ネット上で意見交換や情報発信がスムーズに実践できること。

授業全体の内容と概要
コンピュータやインターネットを利用する本質についての理解を促進し，人と人とを結ぶコミュニケーションツールとして，また，福祉社会の発展を目指して正し
く活用するための技術や知識について理解を図る。

授業の方法
講義ノートをOffice365のClassNoteにて，受講者全員に配布したうえで，パワーポイント及びClassNote等をプロジェクター及び大型液晶画面にて提示して，直感的
理解が深まるように配慮する。Office365のformsにて作成したアンケートや４択問題にて，理解度チェックの確認テストを行い、試験結果については試験後にフィ
ードバックする。与えた課題テーマに対して，PC及びスマホでインターネット検索して，課題解決に繋げる努力を促したい。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
PCだけでなく，個人のスマホによるOffice365への接続・利用を許可している。Office365アカウントにてサインインすると，無償でOffice2016最新版をインストー
ルできるので，ぜひ活用して頂きたい。WordやExcelだけでなく，クラウドサービスとして提供されているOffice365のツールも活用できるようになって頂きたい。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

PC や関連機器を適切に 操
作することができる （ワ
ープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
適 切に使うことができる
）

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を適切に収集でき る
。

得られた情報やデータを、
PC を用いて適切に整理 す
ることができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切
に分かりやすく図や表に
表すことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを適切に使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットをある程度
使うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを最低限使
うことができる。

パーソナルコンピューター
（PC）を設定し、メールや
インターネットを使うこと
が できるが、適切でない
。

PC や関連機器を適切に 操
作することができる （ワ
ープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
適 切に使うことができる
）

PC や関連機器をある程 度
操作することができる （
ワープロソフト・表計算ソ
フト・パワーポイント等を
あ る程度使うことができ
る）

PC や関連機器を操作す る
ことができるが、十分で
ない（ワープロソフト・表
計 算ソフト・パワーポイ
ント等 のうちの２つを使
うことが できる）

PC や関連機器を操作す る
ことができるが、十分で
ない（ワープロソフト・表
計 算ソフト・パワーポイ
ント等 のうちの１つを使
うことが できる）

PC や関連機器を操作す る
ことができない（ワープ
ロソフト・表計算ソフト・
パ ワーポイント等を使う
こと ができない）

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を適切に収集でき る
。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報をある程度収集でき
る。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、適切かつ必要な
情報を最低限収集でき る
。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、情報を収集できる
が、適切といえない情報で
ある。

PC を用い、情報検索・文
献検索やインターネットを
介して、情報を収集できな
い。

得られた情報やデータを、
PC を用いて適切に整理 す
ることができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いてある程度整 理
することができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いて最低限整理 す
ることができる。

得られた情報やデータを、
PC を用いて整理すること
ができるが、適切でない。

得られた情報やデータを、
PC を用いて整理すること
ができない。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や
表に表すことができない。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を適切
に分かりやすく図や表に
表すことができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果をある程
度分かりやすく図や表に
表すことができる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を最小
限図や表に表すことがで
きる。

PC を用い、情報を分析・
解釈し、その結果を図や
表に表すことができるが、
適切でない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 情報基礎演習Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041018（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上とします。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ２０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

64－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
コンピュータリテラシー
　　①　ハードウェア・ソフトウェアの概要

メールアカウントの確認（４５分）

2
コンピュータリテラシー
　　②　インターネット及び電子メール利用に関す
る設定と注意事項

ClassNoteの予習
（４５分） 毎回の授業内容チェック（４５分）

ClassNoteの予習
（４５分）3

文書作成及びWebメールの使い方
　①　定型文書の作成・Webメールの使い方（基本
編）

毎回の授業内容チェック（４５分）

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書作成及びWebメールの使い方
　②　日本語入力・辞書の活用に関する基本事項4

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書作成及びWebメールの使い方
　③　定型文書の作成（応用編）5

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　①　文書の編集に関する基本操作6

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　②　ファイルの保存及び管理方法7

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

文書の編集
　③　箇条書きと段落番号の使い方8

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

表の作成
　　①　表の作成に関する基本操作9

10 表の作成
　　②　編集作業・印刷・文書の保存

ClassNoteの予習
（４５分） 毎回の授業内容チェック（４５分）

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

リンクの作成及び編集
　①　定型文書及びアウトライン文書の作成11

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　①　画像（JPEG）の挿入及び編集方法12

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　②　地図などの図形描画の作成及び編集方法(
基本編)

13

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

図形描画
　　③　地図などの図形描画の作成及び編集方法(
応用編)

14

毎回の授業内容チェック（４５分）ClassNoteの予習
（４５分）

まとめ１
　　　　レポート・課題作成のための注意事項15

授業全体の振り返り（４５分）これまでの授業のまとめをしておくこと（４５分）
まとめ２
　formsによる確認試験（６０分）と
振り返り（３０分）

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

メールの送受信・確認（４５分）

科目名称 情報基礎演習Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOF041018（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



定期試験で得点が６割に満
たなかった。

65－ －

ルーブリック

評価項目

1 登美博之ほか 成美堂 9784791900701

概要

履修目標
英語の統語構造を理解するとともに、実際のコミュニケーションにおいて活用できる技能を身に付ける。
目的や場面、状況などに応じて情報や考えなどを理解し、表現し、伝えあうことができる力を身に付ける。
主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度が身につく。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
英語の５つの文型についてその概要を理解できる。
修飾語・句・節についてその概要を理解できる。
英語で簡単な説明を行うことができる。英語を読んだり聞いたりしてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
英語がどのような構造で成立しているのか、その法則性はどのようになっているのかについて理解し、相手が発する英語を理解したり、自分の考えを英語で表現し
たりすることができる能力を育成するために必要な事項を説明するとともに、知識や技能の定着のための演習を行う。
英語の四技能をバランスよく育成するため、リスニングの演習や発表活動等を行う。
学修集団の英語への興味・関心・習熟度等により、シラバスに記載した学修内容を再構成する場合がある。

授業の方法
授業は原則として英語で行うほか、毎回リスニング演習を行う。一方的な講義とならないよう、学生による発表やグループ活動を行う。学生の理解に資するよう、
プリントや教材提示装置を活用して説明を行う。
学修内容の確実な定着を図るため、毎時間質問の時間を設定する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
〇講義の前後に行う学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○プリント類は、ファイル等に綴って適切に管理し、学修に役立てること。
○欠席した場合は、クラウド上に格納したフォルダからプリント等を入手すること。
○講義中の私語・居眠り等は厳に慎むこと。
○講義中はスマートフォンをカバン等の中に格納すること。
※注意にもかかわらず、改善されない場合には、履修を認定しないことがあります。
○講義開始のチャイム後、教員入室以降の入室は、すべて「遅刻」の扱いとします。
○講義開始時間までに用便を済ませておくこと。
○３０分以上の「遅刻」は、「欠席」扱いとします。
○「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

定期試験で９割以上の得点
を上げた。

定期試験で８割以上の得点
を上げた。

定期試験で７割以上の得点
を上げた。

定期試験で６割以上の得点
を上げた。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。英語を使用し
たコミュニケーションに関
しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては、
求められるレベルを達成し
た。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては、
求められるレベルには達し
なかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。英語を使用したコミュ
ニケーションに関しては最
低限容認できるレベルにと
どまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『英文法から学ぶ基本英語Polish Up Your
English』

2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校の英語科教諭、英語教育改革に係る指導行政担当者としての経験及び国際交流に関
する実務経験を活用し、英語の基礎事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は, １０回。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

66－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバスの説明含む）
５文型の復習①
リスニング・リーディング活動

英語についての自己の課題を考えておくこと。
（９０分）

2 ５文型の復習②
リスニング・リーディング活動 前時に課された課題を提出するおと。（９０分） 本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分

）

前時に課された課題を提出すること。（９０分）3 ５文型の復習③
リスニング・リーディング活動

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）準動詞①

リスニング・リーディング活動4

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）準動詞②

リスニング・リーディング活動5

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）準動詞③

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動6

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）準動詞④

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動7

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）接続詞①

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動8

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）接続詞②

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動9

10 接続詞③
リスニング・リーディング・パフォーマンス活動 前時に課された課題を提出すること。（９０分） 本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分

）

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）接続詞④

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動11

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）関係詞①

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動12

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）関係詞②

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動13

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）関係詞③

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動14

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）前時に課された課題を提出すること。（９０分）関係詞④

リスニング・リーディング・パフォーマンス活動15

科目の学修を振り返ること。（９０分）試験に向けた学修をすること。（９０分）60分の試験終了後，残りの30分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出すること。（９０分
）

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校の英語科教諭、英語教育改革に係る指導行政担当者としての経験及び国際交流に関
する実務経験を活用し、英語の基礎事項を講義する。

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない

67－ －

ルーブリック

評価項目

1 角山　照彦 成美堂 978-4-7919-7203-6

概要

履修目標
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目であり,基本的な文法やリスニングなどの知識に絞って学習していきます。文法ベースで初級から徐々に積
み上げることで、最終的にはコミュニケーションに生かせる力をしっかりと身につけていき、 実用的なコミュニケーションの場面にふさわしい基本的な語彙や表現
を用いることができる。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と ３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と ３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜履修すべき科目と単位＞の１． と ３．に対応する。

到達目標
文法やリスニングを中心にやさしい英語で書かれた英文での練習を通じて，英語の文がどのような構成要素から成り立っているのかを明確に把握する。リスニング
に最低限必要な語彙力、文法力を身につけて、スピーキング、ライティングなどのアウトプットへの発展を意識して、バランスのとれた4技能の習得を目指す。

授業全体の内容と概要
リスニング（音声インプット）を中心に基本的な英語コミュニケーション能力を身につけることを目的とします。
英語リスニングに最低限必要な語彙力や文法力を身につけながら、リスニングの訓練に取り組みます。
英語を聴きながら、常に意味と文法を意識して聴くよう練習します。
教材中の表現を利用したコミュニケーション演習も行う。
。

授業の方法
授業では視聴覚メディアを活用し,英語によるコミュニケーションへ接続するための運用能力を身に着けることを目的とする。テキストの練習問題を解き、疑問点な
どは個々に対応、或いはクラス全体への解答を解説し学生へのフィードバックを行う。授業中の発表やペアやグループワーク、ロールプレイでの活動を取り入れる
ので積極的に授業に参加すること。授業外でも普段から英語の音声を聞く習慣をつけ、音声による英語のインプットを心がける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
15分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で欠席1回とします。授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。テキストを忘れ、授業前に申し出ない場合は欠席
扱いとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

英語表現能力

積極性

事前・事後学修

リスニング

授業内容を超えた学修が認
められる

授業内容を十分に理解して
いる

授業内容を理解している 授業内容の理解に不足があ
る

優れた創造的表現を行うこ
とができる

文献等を参考としながら、
創造的表現を行うことがで
きる

自在に定型的表現を行うこ
とができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができない

授業全体の流れを理解し、
質問・問題提起により授業
展開に貢献する

授業全体の流れを理解し、
発問に対して積極的に応じ
る

発問に対して、指名されれ
ば正しく応じることができ
る。

授業に集中して理解しよう
とする態度が見られる

授業に集中できず、授業放
棄の態度が見られる

自ら進んで学修範囲を超え
て調べている

学修範囲を十分に調べて、
授業内容を他人に説明でき
る

学修範囲の理解に曖昧な点
がある

指示された範囲の事前・事
後学修はするが、理解が不
十分である

指示された範囲の事前・事
後学修をほとんどせず理解
が不十分である。

授業内て取り扱った単語・
表現の習得が不十分であり
、リスニング技能の運用に
不正確さが目立つ。

授業内で取り扱った単語・
表現を完璧に習得し、リス
ニング技能を問題なく正確
に運用できる

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能を正確に運用
できる。

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能をほぼ正確に
運用できる。

授業内で取り扱った単語・
表現を部分的に習得してい
るが、リスニング技能の運
用に不適切な部分が見受け
られる。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Let's Learn English with Pop hits！』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の必要となる最低出席回数は10回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ １５％ ０％ ２０％ １５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

68－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
Torn
Natalie Imbruglia　受動態

シラバスを参照しながらテキスト内容を理解する。
　（90分）

2 Torn
Natalie Imbruglia　受動態（２）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）3 You Are Not Alone　現在完了形

Michael Jackson
授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You Are Not Alone　現在完了形（２）
Michael Jackson4

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You Gotta Be　比　較
Des’ree5

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

How Crazy Are You?　 分　詞
Meja6

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Last Christmas　不定詞
Wham!7

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Last Christmas　不定詞（２）
Wham!8

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Sunday Morning　動名詞
Maroon 59

10 Sunday Morning　動名詞（２）
Maroon 5

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Desperado　関係詞
Westlife11

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Desperado　関係詞（２）
Westlife12

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

All I Want For Christmas Is You　接続詞・前置
詞
Mariah Carey

13

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

All I Want For Christmas Is You　接続詞・前置
詞（２）
Mariah Carey

14

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）Summary＆Review15

授業で説明を受けた解説を復習。（90分）試験範囲の復習。（90分）Final Exam.  60分の試験終了後，残りの30分で解
答・解説。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業各回のテーマを理解しておくこと。（90分）

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



指示によって英文法の基礎
の必要最低限が理解できな
い。

69－ －

ルーブリック

評価項目

1 K.Saito 南雲堂 1Qから継続して使用
。

978-4-523-17831-6

概要

履修目標
学生が英語の基本的な文法を習得し、英語の運用・使い方の基礎を理解する。グローバル化に対応するための一助として「外国語」を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
学生が英語の語彙・イディオムの習得、英文法・運用の基礎の理解と習得ができている。また、平易な英文の読解ができ、簡単な英文の作成ができる能力を身に付
けている。

授業全体の内容と概要
毎回、テキストに即し、英文法の各項目の練習問題を解き、合わせて関連する読解、作文の練習問題を解く。同時に、必要最小限の説明を加えていく。

授業の方法
毎回、テキストに即し、パワーポイントと板書、配布資料により各項目の全体的な説明（一斉）を行ない、その後、個人・グループワークによる練習問題（課題）
の解答を行う。グループごと、個人ごとに課題の提出を求める。授業の最後にその回と前回の課題へのフィードバック（コメント）と課外学習（宿題）についての
指示を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

英文法の理解

英文読解能力

英作文能力

英文法の基礎が完全に理解
されており、十分に応用す
ることができる。

英文法の基礎がほぼ理解さ
れており、
ある程度応用することがで
きる。

英文法の基礎が大体理解さ
れている。

指示によって英文法の基礎
の必要最低限の部分が理解
できる。

テキスト内の英文が完全に
理解でき、十分に応用する
ことができる。

テキスト内の英文がほぼ理
解でき、
ある程度応用することがで
きる。

テキスト内の英文の基礎的
な部分が
理解できる。

指示によってテキスト内の
英文の基礎的な部分が理解
できる。

指示によってテキスト内の
英文の基礎的な部分が理解
できない。

基本的な英作文が
完全にでき、十分に応用で
きる。

基本的な英作文がほぼでき
、ある程度応用できる。

基本的な短い英文を書くこ
とができる。

指示によって基本的な短い
英文が書ける。

指示によって基本的な短い
英文が書けない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Simply Grammar Revised Edition』 ２０１７

2

3

4

5

1 適宜指示する。

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

70－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス。 シラバスを読んでおく（９０分）

2 英文法と英語の運用について（１）未来形 Unit3練習問題の予習（90分） Unit3練習問題の復習（90分）

Unit3練習問題の予習（90分）3 英文法と英語の運用について（２）未来形 Unit3練習問題の復習（90分）

Unit4練習問題の復習（90分）Unit4説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（３）助動詞4

Unit4全体の復習（90分）Unit4練習問題の予習（90分）英文法と英語の運用について（４）助動詞5

Unit5練習問題の復習（90分）Unit5説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（５）冠詞6

Unit5全体の復習（90分）Unit5練習問題の予習（90分）英文法と英語の運用について（６）冠詞7

Unit6練習問題の復習（90分）Unit6説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（７）代名詞8

Unit7練習問題の復習（90分）Unit7説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（８）前置詞9

10 英文法と英語の運用について（９）前置詞 Unit7練習問題の予習（90分） Unit7全体の復習（90分）

Unit8練習問題の復習（90分）Unit8説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（１０）接続詞11

Unit9練習問題の復習（90分）Unit9説明文の予習（90分英文法と英語の運用について（１１）進行形12

Unit10練習問題の復習（90分）Unit10説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（１２）受動態13

Unit11練習問題の復習（90分）Unit11説明文の予習（90分）英文法と英語の運用について（１３）完了形14

Unit11全体の復習（90分）Unit11練習問題の予習（90分）英文法と英語の運用について（１４）完了形15

既習事項の復習（９０分）既習事項の復習（９０分）定期試験。６０分の試験終了後、３０分で解説を行
う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18
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26

27
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29

30

31

32

Unit3練習問題の予習（90分）

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL051021（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



人間の健康観や体力につい
ての知識や理解力がほとん
ど欠けている。

71－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
生涯教育の一環として，スポーツや健康についての基礎的な化学的知識を深めさせるとともに，将来の社会生活における健全な生活実践へ向けて，望ましい健康観
を確立し，豊かな人間性を育成する。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の1．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の1．に対応する。

到達目標
人間の健康や体力の向上に向けて，科学的な知識を身につける。自らの健康問題やスポーツ活動に一層深い関心を持って，生涯の健康作りに留意できる。

授業全体の内容と概要
授業の進展に応じ，ビデオを利用しながら理解を確実なものにする。また，救急蘇生法の時間には，正しい救急蘇生についての知識を身につけることが，人を救う
ことに繋がることを念頭に置き，実際に体育館において３時間の普通救命講習会を実施する。

授業の方法
授業では，プリントを活用しながら様々な事例を踏まえ紹介し，スポーツ障害対処法（心肺蘇生法・状況別の心肺蘇生法・患者の運搬法など）のビデオなどを利用
し講義形式で行う。また，小テストを時間内に数回行いフィ－ドバックとして回収後，回答の解説を行う。救急救命士数名による普通救命講習会も実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業に関係ない私語は慎むとともに，携帯電話等の電源は必ず切ること。出席は重視しますので，特に，授業の習熟度を判断するために小テストを提示するので，
欠席しないようにすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

健康及び体力に対する概念
の理解

運動及び栄養に関する知識
と理解

現代の健康問題に対する知
識と関心

WHOの健康の概念以外にも
深い理解がなされている。
さらに人間の健康観におい
て歴史的変換も理解してい
る。体力の概念についても
免疫や菌について深い知識
を持っている。

WHOの健康の概念以外にも
深い理解がなされている。
体力についても構成要素以
外の知識もあり行動体力，
防衛体力についても深い理
解がある。

WHOの健康の概念以外にも
深い理解がなされている。
体力についても構成要素以
外の知識がある。

WHOの健康の概念や体力の
構成要素については理解し
ている。

健康な生活における運動及
び栄養に関する専門的な知
識が備わっている。

健康な生活における運動及
び栄養に関する知識が比較
的豊かであり，実践する上
での処方も理解している。

健康な生活における運動及
び栄養に関する知識が比較
的豊かである。

健康な生活における運動及
び栄養に関する基本的な知
識がある。

健康な生活における運動及
び栄養に関する知識や関心
がほとんど欠けている。

生活習慣病や薬物，飲酒な
どの健康問題に対して，専
門的に深い知識があり予防
に対する関心や意識も強い
。

生活習慣病や薬物，飲酒な
どの健康問題に対して，比
較的に深い知識があり予防
に対する関心や意識も強い
。

生活習慣病や薬物，飲酒な
どの健康問題に対する基本
的な知識があり予防に対す
る関心や意識もある。

生活習慣病や薬物，飲酒な
どの健康問題に対する基本
的な知識はある。

生活習慣病や薬物，飲酒な
どの健康問題に対する知識
は，意識，関心がほとんど
欠けている。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 健康科学

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

HSS061040（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

デザイン学科・１年、建築学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，スポーツや健康についての基
礎的な科学的知識を深め，将来の社会生活における健全な生活実践へ向けて，望ましい健康
観を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ３０％ ６０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

72－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス(シラバス説明)。 事前にシラバスを読んで確認しておく（90分）

2 健康　（健康の定義・健康の把握。） 自分のある一日の活動状況を考えておく（90分）専門用語の意味を理解しておくこと（90分）

自分のある一日の活動状況を考えておく（90分）3 体力　（体力の定義・体力と健康の関係。） 専門用語の意味を理解しておくこと（90分）

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）身体の発育・発達のプロセスを考えておく（90分）発育・発達　（発育・発達の意味　運動能力の発達
。）4

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）栄養素の種類と人体の構成成分を調べておく（90分
）栄養と生活Ⅰ　（人間と栄養。）5

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）自分のある一日の食物摂取の内容を記しておく（90
分）栄養と生活Ⅱ　（食生活・エネルギー代謝。）6

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）生活習慣病の原因となる食習慣について調べておく
（90分）栄養と生活Ⅲ　（生活習慣病。）7

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）運動がどうして健康に繋がるか考えておく（90分）運動と身体Ⅰ（ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ･ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾞｳﾝ ｡身体の構
造。）8

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）呼吸・循環器系トレーニングの生理学的効果を考え
ておく（90分）

運動と身体Ⅱ　（運動のエネルギー。運動と酸素。
）9

10 運動と身体Ⅲ（生活環境の変化と身体活動。運動の
効果）

生活環境を中心に環境と健康との関係を調べておく
（90分） 専門用語の意味を理解しておくこと（90分）

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）運動によって慢性的に起こる怪我を考えておく（90
分）運動と身体Ⅳ　（スポーツ外傷とスポーツ障害。）11

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）応急処置が直ちに必要な例と注意点を調べておく
（90分）救急処置Ⅰ　（救急処置の原則。）12

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）ＲＩＣＥ処置で対応できる怪我を調べておく（90分
）救急処置Ⅱ　（ＲＩＣＥ処置。）13

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）自動体外式除細動器の使用方法を調べておく（90分
）救急処置Ⅲ　（救急蘇生法。）14

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）急病・急な症状及び怪我・事故などの応急手当を調
べておく（90分）救急処置Ⅳ　（救急蘇生法・応急手当。）15

専門用語の意味を理解しておくこと（90分）ノート・プリントで講義内容を確認し，理解を深め
ておくこと(90分)まとめ。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（90分）

科目名称 健康科学

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

HSS061040（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

デザイン学科・１年、建築学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして，スポーツや健康についての基
礎的な科学的知識を深め，将来の社会生活における健全な生活実践へ向けて，望ましい健康
観を指導する。

基本情報

開講時期



ソーシャルワーカーの倫理
的ジレンマについて理解で
きていない。

73－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版株式
会社

978-4-8058-5102-9

概要

履修目標
総合的かつ包括的な相談援助の全体像とそれを支える理論や専門的機能を学ぶことで、地域の生活課題を解決するためには、地域を基盤として何が必要かを理解す
る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
①ソーシャルワーカーの倫理的ジレンマについて理解できる。
②総合的かつ包括的な相談援助の全体像とそれを支える理論や専門的機能を理解できる。
③ソーシャルワークの概念とソーシャルワーカーの範囲について理解できる。

授業全体の内容と概要
①ソーシャルワーカーの倫理的ジレンマについて学ぶ。
②総合的かつ包括的な相談援助の全体像とそれを支える理論や専門的機能を学ぶ。
③ソーシャルワークの概念とソーシャルワーカーの範囲について学ぶ。

授業の方法
板書やテキスト、配布資料を活用しながら説明を行う。講義中、テーマを提示し思考・考察、小グループによる意見交換・討論、発表の場面を設定する。毎回，講
義開始時に前回の講義に関する質問事項や理解不足に対する点に対してフィードバックを行う。定期試験・レポートについても解説によるフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「気づく」ことが実践の力になることを意識して受講して欲しい。次回の講義でフィードバックを行うので、受講カードにその日の講義の理解についての記述を求
める。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ソーシャルワーカーの倫理
的ジレンマ

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲

地域の生活課題を解決する
ため、ソーシャルワーカー
は倫理的ジレンマを抱えな
がらも、地域を基盤とした
ソーシャルワークが必要な
ことを充分に理解できてい
る。

地域の生活課題を解決する
ため、ソーシャルワーカー
は倫理的ジレンマを抱えな
がらも、地域を基盤とした
ソーシャルワークが必要な
ことをほぼ理解できている
。

地域の生活課題を解決する
ため、ソーシャルワーカー
は倫理的ジレンマを抱えな
がらも、地域を基盤とした
ソーシャルワークが必要な
ことをある程度イメージで
きている。

ソーシャルワーカーの倫理
的ジレンマについて理解で
きている。

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能について
理解することで、地域を基
盤としたソーシャルワーク
について、理解を深めてい
る。

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能について
理解することで、地域を基
盤としたソーシャルワーク
についての理解がほぼでき
ている。

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能について
理解することで、地域を基
盤としたソーシャルワーク
について、ある程度イメー
ジできている。

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能について
、理解できている。

総合的かつ包括的な相談援
助の全体像とそれを支える
理論や専門的機能について
、理解できていない。

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲
について理解することで、
地域を基盤としたソーシャ
ルワークについて、理解を
深めている。

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲
について理解することで、
地域を基盤としたソーシャ
ルワークについての理解が
ほぼできている。

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲
について理解することで、
地域を基盤としたソーシャ
ルワークについて、ある程
度イメージできている。

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲
について、理解できている
。

ソーシャルワークの概念と
ソーシャルワーカーの範囲
について、理解できていな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座6相談援助の基盤と専
門職（第3版）』

2015年

2

3

4

5

1 授業の中で関連する
ものを紹介してい

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助の基盤と専門

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS421080（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）として、地域における支援ネットワーク形
成の経験を活かし、地域を基盤とした相談援助のあり方について講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ３５％ ０％ ０％ １５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

74－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス（シラバスの確認）
専門職倫理と倫理的ジレンマⅠ
専門職倫理の概念

テキスト学習　第7章第1節（90分）

2 専門職倫理と倫理的ジレンマⅡ
倫理綱領の意義と内容 テキスト学習　第7章第2節（90分） ノート整理、疑問点の解消（90分）

テキスト学習　第7章第3節（90分）3 専門職倫理と倫理的ジレンマⅢ
ソーシャルワーク実践と倫理的ジレンマ ノート整理、疑問点の解消（90分）

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第8章第1節・第2節（90分）総合的かつ包括的な援助の全体像Ⅰ
総合的かつ包括的な援助の動向とその背景4

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第8章第3節（90分）
総合的かつ包括的な援助の全体像Ⅱ
地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座と
八つの機能

5

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第9章第1節（90分）
総合的かつ包括的な援助を支える理論Ⅰ
ジェネラリスト・ソーシャルワークの意義と基本的
視点

6

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第9章第2節（90分）総合的かつ包括的な援助を支える理論Ⅱ
ジェネラリスト・ソーシャルワークの特質①7

ノート整理、疑問点の解消（90分）文献学習（90分）総合的かつ包括的な援助を支える理論Ⅲ
ジェネラリスト・ソーシャルワークの特質②8

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第10章第1節（90分）相談援助にかかる専門職の概念と範囲Ⅰ
相談援助専門職の概念9

10 相談援助にかかる専門職の概念と範囲Ⅱ
相談援助専門職の範囲 テキスト学習　第10章第2節（90分） ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）テキスト学習　第10章第3節（90分）相談援助にかかる専門職の概念と範囲Ⅲ
諸外国の動向11

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（90分）テキスト学習　第11章第1節・第2節（90分）総合的かつ包括的な援助における専門的機能Ⅰ
専門的機能の展開12

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第11章第3節・第4節（90分）総合的かつ包括的な援助における専門的機能Ⅱ
事例①13

ノート整理、疑問点の解消（90分）テキスト学習　第11章第5節・第6節・第7節
（90分）

総合的かつ包括的な援助における専門的機能Ⅲ
事例②14

ノート整理、疑問点の解消（90分）文献学習（90分）全体のまとめ及びレポートに対するフィードバック
（解説）を行う15

文献学習（90分）試験に向けた学習（90分）定期試験（60分）、終了後、解説による試験のフィ
ードバック（30分）を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理、疑問点の解消（90分）

科目名称 相談援助の基盤と専門

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS421080（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）として、地域における支援ネットワーク形
成の経験を活かし、地域を基盤とした相談援助のあり方について講義を行う。

基本情報

開講時期



文章を書くための知識と技
術を身につけることが全く
できなかった。

75－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
１．「共通教育科目」として、文章表現の基礎的な知識と技術を学び、その後に、求められる内容の文章を書くことができるようになる。
２．すべての人々が共生する社会の中で、「自分の考えや思いを、相手に伝わる文章で表現する」ことができるようになる。
３．社会で活躍できる人材として、各種コンペや公募展への応募のための作品紹介、プレゼンテーションやエントリーシート・志望事由書等への記載等、文章によ
るコミュニケーション能力を向上させ、論理的・客観的・合理的・実践的な文書を書くことができるようになる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
１．文章で表現するための、基本的な知識と技術を身につける。
２．目的や読み手の要望に合った文章を書けるようにする。
３．論理的・客観的な文章を、適切な構成や表現で書けるようにする。
４．「書く」ことに対する苦手意識を払拭する。

授業全体の内容と概要
１．文章で表現するための基本的な知識と技術を学びながら、実作とプレゼンテーションの実施とそれに対する講評、書き直しを繰り返し行う。
２．授業内で５本の課題を実作する。課題の分量は回を追うごとに多くするとともに、条件の質・量が増し、難易度も高くなる。
３．広告代理店等の文章の専門家を招いての特別講評授業も取り入れ、実践的な文章作成力の向上を図る。

授業の方法
１．授業は、パワーポイント及び配布物資料で実践し、説明やプレゼンテーションを行いながら、演習、課題作成（全５回）、レポート提出（全２回）を行う。
２．提出された課題に対しては、添削指導及びコメントを添えて返却するものとし、その際、一人ひとりに対してのフィードバック（書き直し説明等）を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．課題のテーマは、授業内で提示するので、その課題についての事前準備（調査、整理等）が必要となる。
２．添削・コメントされた課題については、その内容・問題点・改善点等を確認すること。
３．１５回を通した授業の構成となるため、返却された配布物資料・課題については各自で保管し、都度、確認をしながら自己の文章表現力の向上を目指すこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章を書くための知識と技
術

目的や意図を汲んだ文章の
作成

論理的・客観的な文章の構
成と表現

文章を書くための知識と技
術を、完全に身につけ、な
おかつ豊富な知識と技術を
活用して表現することがで
きた。

相手に誤解や不快感を与え
たり、理解不能に陥らせた
りすることがない文章を書
くための知識と技術を身に
つけることができた。

分からないことを適切な方
法で調べながら、相手によ
り伝わる文章を書くための
知識と技術を身につけるこ
とができた。

適切な知識と技術で文章を
書くことができた。

目的や意図を正確に理解し
、それを相手にきちんと伝
える工夫を凝らした文章を
作成できた。

目的や意図を正確に理解し
、それを相手にきちんと伝
えるための文章を作成でき
た。

目的や意図を理解し、それ
を相手にきちんと伝える文
章を作成できた。

目的や読み手の要望を外れ
ることがない文章を作成す
ることができた。

目的や意図を汲んだ文章を
作成できなかった。

整合性のある論理構成を展
開するとともに、客観的な
表現により、共鳴共感を与
える文章を作成できた。

展開上、論理が破たんする
ことがない構成と公正な立
場に立った客観性のある表
現が展開できた。

論理的・客観的な文章の構
成と表現で、相手に伝える
に足る文章を書くことがで
きた。

論理的・客観的な文章の構
成と表現ができた。

論理的・客観的な文章の構
成と表現ができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 文章表現演習

共通教育科目科目分類区分

津田　昭彦（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071042（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）津田　昭彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校法人の事業運営のための企画立案書や提案書の作成とプレゼンテーション、採用担当と
して数多くの志望事由書等の判定を行ってきた経験を活かして、人に伝わる文章の書き方や
コミュニケーションへの対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ４０％ ０％ ２０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
受講のためのオリエンテーション
シラバスの説明
文章を書くための基礎知識①（配布物資料①）

シラバス内容の確認と受講準備（４５分）

2 文章を書くための基礎知識②（配布物資料②）
課題①実作（演習）

配布物資料①の復習、課題①の準備と調査（９０分
） 授業内容の復習（４５分）

配布物資料①②の復習（６０分）3 文章を書くための基礎知識③（配布物資料③） 授業の振り返り（４５分）

課題②の準備と調査（６０分）課題①の振り返り、配布物資料①～③の復習（６０
分）

課題①の講評・分析と修正（演習）
課題②の説明4

授業内容の復習（４５分）課題②の準備（４５分）文章を書くための基礎知識④（配布物資料④）
課題②実作（演習）5

課題③の準備と調査、レポート①作成（９０分）配布物資料①～④の復習（４５分）
課題③の説明
文章を書くための基礎知識⑤（配布物資料⑤）
レポート①の説明

6

授業内容の復習、レポート①作成（９０分）課題②の振り返り、レポート①作成（９０分）文章を書くための基礎知識⑥（配布物資料⑥）
課題②の講評・分析と修正（演習）7

プレゼンテーションのための調査と準備、レポート
①作成（９０分）

課題③の準備と調査、配布物資料①～⑤の復習、レ
ポート①作成（９０分）

課題③に関するプレゼンテーションのやり方の説明
課題③実作（演習）8

プレゼンテーションの振り返り（４５分）プレゼンテーションのための調査と準備（６０分）課題③に関するプレゼンテーション（演習）9

10
課題③の講評・分析と修正（演習）
課題④の説明
レポート②の説明

課題③の振り返り、配布物資料①～⑥の復習（６０
分） 授業内容の復習、レポート②作成（９０分）

課題④の準備と調査、レポート②作成（９０分）レポート②作成（６０分）文章を書くための基礎知識⑦（配布物資料⑦）11

レポート②作成（６０分）課題④の準備と調査、レポート②作成（９０分）課題④実作（演習）
文章を書くための基礎知識⑧（配布物資料⑧）12

課題⑤の準備と調査（６０分）課題④の振り返り
（４５分）

課題④の講評・分析と修正（演習）
課題⑤の説明13

授業の復習（４５分）課題⑤の準備と調査（６０分）課題⑤実作（演習）
文章を書くための基礎知識⑨（配布物資料⑨）14

授業の復習（４５分）課題⑤の振り返り
（４５分）

課題⑤の講評・分析と修正（演習）
文章を書くための基礎知識⑩（配布物資料⑩）15

課題作品の振り返りと確認（６０分）配布資料①～⑩の復習（６０分）文章を書くための基礎知識のまとめと課題作品の振
り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容の復習（４５分）

科目名称 文章表現演習

共通教育科目科目分類区分

津田　昭彦（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071042（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）津田　昭彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校法人の事業運営のための企画立案書や提案書の作成とプレゼンテーション、採用担当と
して数多くの志望事由書等の判定を行ってきた経験を活かして、人に伝わる文章の書き方や
コミュニケーションへの対応を指導する。

基本情報

開講時期



自分の考えが示されていな
い。

77－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自分のキャリアを客観的に見つめるための自己分析のスキルを身につける。また、将来のキャリアに必要な大学の学びについて考察する。そして、自己分析・考察
から得た気づきを言葉にすることで、自己表現とキャリアへの理解を深める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
他者と関わり、自分自身をかえりみることで、自分のキャリア・ゴールの発見・達成に向けて前に踏み出すことができる。

授業全体の内容と概要
キャリアについて考察する知識やスキルを身につけるため、自己分析の手法や就職活動に必要な知識・心構え等を学ぶ。とくに、演習のなかで書きながら考えるこ
とによって自己理解を深める。また、全体の演習を通じて、自己のキャリア・ゴールに向けて必要な学びを発見し、キャリア・ゴールの達成までに自分がなすべき
行動をデザインする。

授業の方法
各回の計画にそって、板書とプレゼンテーションによる講義とノートやプリントを用いた演習とをまじえた授業をおこなう。演習においては、ひとりで考えるだけ
でなく、他者（周囲の受講生や友人など）とも議論することで、自分の強みや考えをノートにまとめる。また、その演習の結果を課題として提出する。課題提出は
原則として授業内とし、課題は返却しない。提出回以降の講義のなかで総評を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・演習や振り返り、まとめ授業で使用するために、ノートと筆記用具が必要である。
・質問は次回の授業までに行い、課題提出や必要な連絡・相談等は必ず期限を守る。
・剽窃・コピペが見出された課題は採点の対象としない。
・多くの演習課題を行うため、受講者の数によっては人数調整・座席指定をする場合がある。
・自分のキャリアについて真摯に深く考えることのできる学生の履修を求める。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

課題における意見の提示と
展開

課題の構成・書式

課題への取り組み

自分の考えが根拠とともに
論理的かつ明確に展開・提
示されている。

自分の考えが根拠とともに
、ある程度明確に展開でき
ている。

自分の考えが明示されてい
る。展開もしくは根拠のい
ずれかが不十分である。

自分の考えが示されている
が、展開ならびに根拠のど
ちらも不十分である。

教員が指示した構成と書式
にそって過不足なく適切に
課題が整えられている。

教員が指示した構成と書式
にある程度そった形で課題
が整えられている。

教員の指示に基づいて課題
が整えられているが、構成
ないし書式のいずれかに不
備がみられる。

教員の指示に基づいて課題
が整えられているが、構成
と書式のどちらにも不備が
みられる。

提出課題が、教員が指示し
た構成と書式にそっていな
い。

すべての演習課題に主体的
かつ能動的に取り組める。

ほぼすべての演習課題に主
体的かつ能動的に取り組め
る。

ほぼすべての演習課題に取
り組める。

ある程度（評価前提基準回
数程度）の演習課題に取り
組める。

授業のなかで演習課題に取
り組まない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ

共通教育科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）
　河野　善文（経営学科・教授）　青山

授業担当者（所
属・職名）

SOE081052（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在
１号館２階（佐々木）　１号館
２階（河野）　１号館４階（青

単位数 2 (単位認定責任者： ）河野　善文 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１２回以上。
なお、丁寧に書かれず、読み取れない文章は採点の対象としない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ １００％ ０％ ０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション：シラバスの説明
～キャリアデザインとは何か～ キャリアとは何かを調べ、考えておく（９０分）

2 コミュニケーションによる自己や他者の理解
～コミュニケーションとは何か～

互いに理解しやすいコミュニケーションについて調
べ、考えておく（９０分）

キャリア・ゴール策定のために必要なコミュニケー
ションは何かをノートにまとめる（９０分）

これまでの自分を振り返り、私とは何かを考えてお
く（９０分）3 自分を知る：自分自身の見つめ方の傾向を調べる

～課題：２０答法～
キャリア・ゴール策定のために必要な視点を２０答
法から考え、ノートにまとめる（９０分）

自分の個性について気づいたことをノートにまとめ
ておく（９０分）

自分が興味を持っていることをノートのまとめてお
く（９０分）自分を知る：個性の理解4

課題を作成することで気づいたことをノートにまと
めておく（９０分）

これまでの課題から気づいたことをノートにまとめ
る（９０分）自分を知る：自分の可能性について発見する方法5

自分のキャリア目標達成には、どのような学びが必
要かをノートにまとめておく（９０分）

今までの課題で気づいた自分から、どのように働き
たいかをイメージしておく（９０分）

自分を知る（まとめ）：自分が抱いている働くこと
のイメージ
～自己理解の整理～

6

高校生へのアドバイスをノートにまとめる（９０分
）

これまでの勉強や学生生活の振り返りをノートに書
き出す（９０分）

大学での学びをデザイン
～過去を振り返る～7

就活で求められるものが何か自分の意見をノートに
まとめる（９０分）

就職活動で求められるものは何か、自分なりに考え
てノートに書き出す（９０分）

大学での学びをデザイン
～社会の先輩から就活へのアドバイス～8

学びにかんする先輩のアドバイスにたいする意見を
ノートにまとめる（９０分）

社会で必要となる学びは何か、自分なりに考えてノ
ートに書き出す（９０分）

大学での学びをデザイン
～社会の先輩から勉強へのアドバイス～9

10 大学での学びをデザイン
～学びとキャリア・イメージ ～

第７から９回までに講義・演習で学んだことを振り
返り、ノートに整理する（９０分）

大学の学びを卒業後にどう活かすか、自分なりの考
えをノートに書き出す（９０分）

プリントの空欄を記入し、仕事について考える
（９０分）

社会で求められる力とは何か、社会人基礎力につい
て調べ学習（９０分）

大学の学びとキャリア：大学で何を学び、身につけ
なければいけないか
～学生のキャリア３つの視点～

11

プリントの空欄を記入し、目標について考える
（９０分）

働く目的とは何かについて、考えまとめておく
（９０分）

大学の学びとキャリア：大学１～２年生のキャリア
デザイン
～課題「自己ＰＲ」～

12

提出した「自己ＰＲ」課題1の添削。「学生時代に
力を入れたこと」課題2作成（９０分）

就職活動における自己ＰＲについての調べ学習。「
自己ＰＲ」課題１作成（９０分）

大学の学びとキャリア：「働く」ということを考え
る
～新卒採用の選考を突破するために～

13

「自己ＰＲ」の解説をもとに、改題１・２を添削作
成（９０分）

就職活動のスケジュールの調べ学習。就職活動のス
ケジュールの調べ学習。「学生時代に力を入れたこ
と」課題２作成（９０分）

大学の学びとキャリア（まとめ）：なぜ自己分析が
必要か
～課題「学生時代に力を入れたこと」～

14

最終課題で設定したキャリア･ゴールを見直し、そ
の達成に必要な学びを考えよう（９０分）

ノートを見直し、キャリア･ゴール案とその達成に
必要な行動をまとめておこう（９０分）

全体のまとめ：キャリア・ゴールの設定と目標達成
のために卒業までにすべきことの整理15

授業をとおして行った振り返りの内容についてノー
トにまとめる（９０分）

これまでのノートへの記録と最終課題でまとめた内
容との比較（９０分）

最終課題を振り返り、自分のキャリア・ゴールとこ
れからすべき行動を再確認（課題で十分な考察がな
されていない場合は再度課題を提出）

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートにキャリアとは何かについてまとめておく
（９０分）

科目名称 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ

共通教育科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）
　河野　善文（経営学科・教授）　青山

授業担当者（所
属・職名）

SOE081052（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在
１号館２階（佐々木）　１号館
２階（河野）　１号館４階（青

単位数 2 (単位認定責任者： ）河野　善文 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



レポートの内容から、講義
の内容を
理解していない。

79－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
企業経営者や若手社員の講話から，業種や日本経済での企業・団体の役割を理解する。また，業種ごとの現状と将来を展望し，「社会人になる」ための見識・視野
を広げる。さらに企業側の求める人材を理解し，インターンシップや就活への準備を図る。社会人として必要なスキルを身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
自身で将来の進路を考えることができる基盤を構築する。インターンシップや就職に対する自身の価値観を身につける。

授業全体の内容と概要
様々な業種の企業経営者や若手社員から，業種ごとの現状や展望，企業理念，求める人材等の講話を聴く。最終授業では，インターンシップへの準備として，先輩
によるインターンシップ報告を実施する。

授業の方法
講話はパワーポイントあるいは配付資料で実施する。そして自分の見識・視野を広げてくれた大事な内容をノートに書く。さらに疑問点や興味を持った内容につい
て講話終了後の質問タイムで講師に質問する。授業の最後には授業の「ふりかえり」レポートを提出する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

講師の話を傾聴しレポート
を作成する。

確認テストの内容を理解し
、定期試験の成績が60点以
上です。

教科書、資料の内容を理解
するため事前学習を行い、
授業内で質問や自分の意見
をプレゼンテーションする
。

レポートの内容から、講義
の内容を
完璧に理解している。更に
意見も述べる。

レポートの内容から、講義
の内容を
完璧に理解する。

レポートの内容から、講義
の内容を
理解する。

レポートの内容から、講義
の内容を
辛うじて理解する。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

事前学習を行い、授業中に
４回以上質問や意見を述べ
る。

事前学習を行い、授業中に
３回以上質問や意見を述べ
る。

事前学習を行い、授業中に
２回以上質問や意見を述べ
る。

事前学習を行い、授業中に
１回以上質問や意見を述べ
る。

事前学習や質問、意見など
が行えていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特になし』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『なし』

2

3

4

5

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅱ（職業

共通教育科目科目分類区分

学科キャリア支援委員授業担当者（所
属・職名）

SOE081054（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）学科キャリア支援委員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業経営者や若手社員が，オムニバス形式によりその経験を活かして，業界の特徴や具体的
な事業内容，求める人材，仕事の働きがいなどについて講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上授業に出席すると共に，講師の講話を真摯に傾聴する姿勢を持つことが単位認定の必須事項です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １５％ ０％ ６０％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

80－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　この科目の内容と目的の理解
、シラバスの説明

シラバスをよく読み，中小企業について調べる
（４５分）

2 １．講話【電気・ガス・水道業】 次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）3 ２．講話【建設業】 授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）３．講話【広告業】4

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）３回分の講話ノートを見直し，テスト対策する４５
分）第１セットの小テスト5

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）４．講話【医療，福祉】6

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）５．講話【宿泊業，飲食サービス業】7

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）６．講話【情報サービス業】8

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）３回分の講話ノートを見直し，テスト対策する
（４５分）第２セットの小テスト9

10 ７．講話【不動産業，物品賃貸業】 次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）８．講話【卸売業，小売業】11

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回講話に関連する業種や企業を調べる（４５分）９．講話【社会福祉・介護事業】12

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）３回分の講話ノートを見直し，テスト対策する
（４５分）第３セットの小テスト13

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）国家公務員について調べる（４５分）１０．講話【国家公務員】14

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）授業内容について予習する（４５分）インターンシップ報告／まとめ15

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）授業内容について予習する（４５分）中間テストの解説（フィードバック）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅱ（職業

共通教育科目科目分類区分

学科キャリア支援委員授業担当者（所
属・職名）

SOE081054（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）学科キャリア支援委員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業経営者や若手社員が，オムニバス形式によりその経験を活かして，業界の特徴や具体的
な事業内容，求める人材，仕事の働きがいなどについて講義する。

基本情報

開講時期



81－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092071（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

82－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092071（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言があっても理解できな
い。

83－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「相談援助の理論と方法Ⅰ」で学んだ相談援助の基礎的能力などを念頭に置き、具体的に社会福祉専門職の相談援助技法、技術について学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①相談援助で活用される基本的な技法を理解できる。
②相談援助に必要な、具体的な援助技法、注意事項などを理解できる。

授業全体の内容と概要
①相談援助における具体的技術・技法について学ぶ。
②相談援助における良好な援助関係構築のための方策について理論的に学ぶ。

授業の方法
①教科書に沿って講義形式で展開する。講義の際には随時質問をするので、答えること。
②レポート課題は、コメントを添え返却する。
③定期試験は返却し、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
３０分以上の遅刻は欠席とする。
｢相談援助の理論と方法Ⅰ」を学んでいることがのぞましい。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

相談援助関係について理解
できる。

ソーシャルワークの基本的
な技法を理解できる。

事例に沿って相談援助の展
開方法ができる。

ソーシャルワークの価値前
提を踏まえたうえでの援助
関係を具体的に説明できる
。

援助関係の築き方について
説明できる。

援助関係について理解でき
る。

助言により一部理解できる
。

技法について事例を挙げな
がら説明できる。

技法の概要を説明できる。 技法の種類と特徴が理解で
きる。

助言により一部理解できる
。

助言があっても理解できな
い。

ソーシャルワークの価値前
提に則った展開ができる。

プロセスに沿って展開し、
援助内容が具体的である。

プロセスに沿った展開がで
きる。

助言により一部理解できる
。

助言があっても理解できな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 相澤　譲治 みらい 9784860152024

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ』 2010

2

3

4

5

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

桜井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122023（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）桜井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、相談援助に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上の出席がなければ成績評価の対象としない。
提出物は期限を過ぎた場合は受け取らない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ２０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

84－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
ソーシャルワークとコミュニケーション技術①
（ラポール）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

2 ソーシャルワークとコミュニケーション技術②
（自己覚知）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）3 ソーシャルワークと面接技術①

（面接の意義・目的） ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワークと面接技術②
（面接の形態）4

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワークと面接技術③
（面接技術）5

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワークと面接技術④
（面接の展開）6

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワークにおける記録①
（記録の意義・目的）7

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワークにおける記録②
（記録の種類・方法）8

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）ソーシャルワークの歴史9

10 ソーシャルワーカーの専門的態度と援助関係の形成
①（ソーシャルワーカーの役割）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワーカーの専門的態度と援助関係の形成
②（援助関係形成のプロセス）11

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

ソーシャルワーカーの専門的態度と援助関係の形成
③（他職種他期間との連携）12

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）個人を対象とするアプローチ①（アウトリーチ）13

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

個人を対象とするアプローチ②（ケースマネジメン
ト・ケアマネジメント）14

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）社会資源の活用、調整、開発15

試験で間違えた部分を中心に復習をする。（９０分
）定期試験に向け復習をする。（９０分）定期試験（６０分の試験終了後、３０分解説をする

）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理する。（９０分）

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

桜井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122023（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）桜井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、相談援助に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期



85－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

86－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



87－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

88－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



89－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

90－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

91－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「専門演習ⅠＢ」の目的は、知的トレーニングを積み重ねてくことにある。それまでの様々な講義から習得した知識を基盤とし、さらにゼミナール担当教員の指導
やゼミナール学生とのディスカッションを通して、学生個々の独創性を磨き、独自の研究テーマを設定する視点と、それを論文として形にするための基本スキルと
ツールの活用法を取得する。さらに「勉学・研究テーマ」を探求していく。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
・自分の課題を見つけ、自らが学び考えて解釈できる能力を身につける。
・個々の学生が。それぞれの「勉学テーマ」の糸口をつかんでいる。
・上記研究テーマを構築するために必要な文献・資料・データを活用するスキルを身につける。
・研究テーマに沿った論文執筆の基本的スキルを身につける。
・自分の研究テーマをプレゼン形式で発表するスキルと学友の発表を傾聴し、的確な質問をするスキルが取得できる。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示している「専門テーマ」に沿って進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形態がとられる。従って、大学生として真摯に学ぶ姿勢と
自覚が求められる。
質問は随時対応し、レポートの場合はコメント等によりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

◯ 模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

◯ 調査学習

◯ 双方向授業

◯ ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
前期に履修した「専門演習ⅠＡ」の教員が継続して担当する。４年次の「専門演習ⅡＡＢ」についても、原則としてこの科目の教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

４年次における研究テーマ
の端緒を見つけ、それを研
究テーマに昇華できる。

論文・レポート執筆のスキ
ルを身に着けている。

研究テーマについてのディ
スカッションを行うことが
できる。

自分の研究テーマを発見す
るに至ったプロセスを、ネ
ット資料、参考文献を提示
しながら説明でき、且つ、
今後のプロセスについて指
針を持っている。

研究テーマの端緒を掴むた
め、今現在自分が行ってい
る活動（ネット、文献検索
等）を説明できる。

自分の研究テーマを発見す
るに至ったプロセスを、ネ
ット資料、参考文献を提示
しながら説明できる。

自分の研究テーマが明確に
なっており、そこに至った
プロセスを明確に説明でき
る。

研究テーマについて、論証
するための執筆スキルを身
に着けており、それを起承
転結に構成した文章で表す
ことができる。

研究テーマについて、論証
するための執筆スキルを身
に着けており、そのための
章立てができる。

研究テーマについて、論証
するための執筆スキルを身
に着けている。

論文・レポート執筆のため
の基本スキルを身に着けて
いる。

左記の内容が何一つできて
いない。

研究テーマについてのディ
スカッションの中で、自分
のテーマを明確に発表でき
、周囲を納得させることが
でき、尚且つ他者の発表を
尊重し、双方向の発表の中
で他者の意見をヒントを得
て、他者にヒントを与える
ことができる。

研究テーマについてのディ
スカッションの中で、自分
のテーマを明確に発表でき
、他者の家ｋンを尊重する
ことができる。

研究テーマについてのディ
スカッションの中で、自分
のテーマを明確に発表でき
、周囲を納得させることが
できる。

自分の研究テーマを明確に
発表できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低条件である10回以上の出席をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

92－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認（45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（４５分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅠＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期



93－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「専門演習ⅠＢ」の目的は、知的 トレーニングを積み重ねてくことにある。学生諸君が、それまでの様々な講義から習得した知識を基盤とし、 さらにゼミナール
担当教員の指導やゼミナール学生とのディスカッションを通して、学生個々の独創性を磨 き、独自の研究テーマを設定する視点と、それを論文として形にするため
の基本スキルとツールの活用法を 取得すること、さらに「勉学・研究テーマ」を探求していくことに主眼が置かれている。

授業の位置づけ
本科目は社会福祉学科ディプロマポリシーすべてに対応する科目である。

到達目標
・自分の課題を見つけ、自らが学び考えて解釈できる能力を身に着ける。
 ・個々の学生が。それぞれの「勉学テーマ」の糸口をつかんでいる。
 ・上記研究テーマを構築するために必要な文献・資料・データを活用するスキルを身に着ける。
 ・研究テーマに沿った論文執筆の基本的スキルを身に着ける。
 ・自分の研究テーマをプレゼン形式で発表するスキルと学友の発表を傾聴し、的確な質問をするスキルを取得
　している。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示している「専門テーマ」に沿って進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形 態がとられる。従って、大学生として真摯に学ぶ姿勢と
自覚が求められる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
前期に履修した「専門演習ⅠＡ」の教員が継続して担当する。４ねんじの「専門演習ⅡＡＢ」についても、 原則としてこの科目の教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低条件である10回以上の出席をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

％ ％ ％ ％ ％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認 （45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（45分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅠＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



95－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



97－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



99－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



101－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅠＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM133156（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



同部分の正答が６０％に届
かなかった。

103－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
地域マネジメントという営みの意味を知り，さまざまなマネジメント主体の特質と地域社会のよりよい発展について考察することを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
地域マネジメントの理論について単に知識を習得するだけでなく，地域のさまざまなマネジメント主体の特質や問題点とわれわれの関わりを理解し，地域社会のよ
りよいあり方について自ら考える姿勢をもてるようになることが目標となる。

授業全体の内容と概要
地域マネジメントという営みとその担い手としての生活者に目を向け，さまざまなマネジメント主体の特質と生活者との関わりをとり上げる。さらに，地域社会の
持続可能性地を支えるマネジメント主体の共生的関域マネジメントと係を探り，北海道の内発的発展について考察する。

授業の方法
授業はは現代のさまざまな事例を素材としながら講義形式で行ない，必要な場合には資料を配布する。単元授業・項目によっては受講者の見解を知るための小文を
提出してもらい，授業で概要を発表してフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
さまざまなテーマについて自ら考える「主体的・能動的」な姿勢での受講を求める。本試験・追試験結果が保留であった場合，レポート課題の提出が必要。保留後
の合格の場合は，評価はＣとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識

思考力・判断力等

地域問題への分析力・主体
性等

定期試験における基礎事項
該当部分で９０％以上の正
答があった。

同部分が８０％以上９０％
未満の正答であった。

同部分が７０％以上８０％
未満の正答であった。

同部分が６０％以上７０％
未満の正答であった。

地域マネジメント概念を軸
に、さまざまなセクターの
マネジメントの特質と意義
を充分に考察できている。

左記の事項について概ね考
察できている。

左記の事項について一般的
な水準の考察に達している
。

左記の事項についての考察
が最低限の水準に留まって
いる。

考察が最低限の水準に届か
ず、授業内容が理解されて
いない。

授業の中心的テーマである
サードセクターを中心に、
現実の値域問題について充
分な主体的分析ができてい
る。

左記の事項について高い水
準でできている。

左記の事項について一般的
な水準でできている。

左記の事項について最低限
の水準に留まっている。

左記の事項について最低限
の水準に届かず、授業内容
が理解されていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論

専門科目科目分類区分

山本　一彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC422013（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

経営学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）山本　一彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

104－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
　※科目ガイダンス････全体概要，目的とねらい，
履修上の注意，評価方法説明（シラバス説明を含む
）

シラバス内容事前確認（９０分）

2
　Ⅰ.地域マネジメントの視点
　　　１.高度産業化と地域社会の変貌
　　　　　　　　　････生活者と社会関係資本

産業活動の高度化が地域社会をどのように変えたか
についての事前考察(（９０分）

地域社会の持続と生活者の社会関係資本の重要性に
ついての復習・理解（９０分）

地域がマネジメントされるとはどのようなことかの
事前考察（９０分）　　3 　Ⅰ.地域マネジメントの視点

　　　２.地域マネジメントとは何か？

地域マネジメント概念の源流，その意味についての
復習・理解
　　　（９０分）

多様なマネジメント主体の特質と領域についての復
習・理解（９０分）

地域社会におけるマネジメント主体のタイプについ
ての事前考察
　　　（９０分）

　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　１.マネジメント主体の多様化4

地域マネジメントでの地方政府の役割の意義と限界
についての復習・理解
　　　（９０分）

地方公共団体はどのような役割を果たすべきかにつ
いての事前考察　　（９０分）

.　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　２..地方政府と公共マネジメント5

地域マネジメントでの企業の役割の意義と限界につ
いての復習・理解（９０分）

営利事業が地域社会で果たすべき役割についての事
前考察　　　　　　　　　　（９０分）

　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　３.民間営利組織6

社会的経済組織の現代的意義と地域における可能性
についての復習・理解
　　　（９０分）

民間領域に営利企業以外のどのような組織・団体が
あるかの事前考察（９０分）

　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　４.社会的経済組織
　　　　　　　　　　････現代のサードセクター

7

自発的市民セクターの重要性とＮＰＯ法人の意義に
ついての復習・理解（９０分）

経営組織としてのＮＰＯ法人の登場についての事前
確認　　（９０分)

　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　５..ボランタリー・エコノミーとＮＰＯ法
人

8

ワーカーズ・コレクティブの事業組織としての特質
につていての復習・理解（９０分）

協同組合の歴史的意義についての事前考察（９０分
）

　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　６.ワーカーズ・コレクティブ
　　　　　　　　････生産者・労働者の「協同」

9

10
　Ⅱ.地域マネジメントのアクター
　　　　　6.ワーカーズ・コレクティブ
　　　　　　　　････生産者・労働者の「協同」

地域におけるワーカーズ・コレクティブの役割につ
いての事前考察
　（９０分）　　　

出資･経営･労働一体の事業組織と市民が「働くこと
」についての復習・理解（９０分）

地域社会の持続可能性にとって重要な施策について
の復習・理解
　　（９０分）

現代の地域社会で何が社会問題となっているかにつ
いての事前考察　　（９０分）

　Ⅲ.内発的地域振興に向けて
　　　１.社会問題と地域社会の持続可能性11

地域におけるマネジメント主体間の協働の重要性に
ついての復習・理解（９０分）

異なるマネジメント主体間の協働関係のあり方につ
いての事前考察
　　　（９０分）

　Ⅲ.内発的地域振興に向けて
　　　　２.｢地域公共性｣と
　　　　　　　マネジメント主体の共生的関係

12

地域マネジメントにおける社会的企業の意義につい
ての復習・理解
　　（９０分）

社会的企業とはどのような事業組織かについての事
前考察
（９０分）　　　　

　Ⅲ.内発的地域振興に向けて
　　　　２.｢地域公共性｣と
　　　　　　　マネジメント主体の共生的関係

13

内発的地域主義の意義と北海道にとっての重要性に
ついての復習・理解（９０分）

何が必要とされているかについての北海道の地域社
会にとって事前考察（９０分）

　Ⅲ.内発的地域振興に向けて
　　　３.北海道の内発的発展へ
　　　　　　　　　････内発的地域主義と北海道

14

評価に関する確認と理解
試験対応のための復習・理解（９０分）ノートの整理と重要事項のチェック（９０分）　※総括と試験概要説明15

解説内容の確認・理解（９０分）試験対応準備
　　　　（９０分）

　※試験および解説
　６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

目的とねらいについての復習・確認
　　（９０分）　　

科目名称 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論

専門科目科目分類区分

山本　一彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC422013（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

経営学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）山本　一彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義内容を理解せず、自分
自身の人生観や生き方に役
立てていない。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力を身に付けるために「人間と文化」を幅広く学ぶための科目である。過去の倫理や具体例を踏まえながら，間接体験（感動）や創造的思索を通して，自他の
心の支えとなりうるような確固とした価値観や人生観を形成するとともに，これからの時代に必要な新たな倫理思想を探究する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と．７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
人生をみずから創造していくための基礎となる価値観や人生観を構築することができる。

授業全体の内容と概要
過去の倫理思想や教師自身の考えを紹介しながら，学生自身が主体的にみずからの価値観や人生観を形成していく。そのためには、学生自身がみずから主体的に考
え、かつ積極的に授業に参加することが欠かせない。

授業の方法
講義。対話、発表、ディベートなどによるアクティブラーニングを重視し、適宜、平常点を付与する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講義中はスマホ等の電源を必ずOFFにし、机の上に置かないこと。置いている場合は、講義終了まで預かる。授業に関係のない私語禁止。座席を指定することもあり
うる。遅刻は一回につき一点減点。居眠り厳禁。レポートの採点基準は，「どれだけ講義の内容を理解し，自分のものにしているか」ということ。自分自身との対
話を通し，自分のことばで語ることが重要。講義で扱っていない内容や自分の考えばかりを書いても合格点に達することはできない。コピペは１００％単位認定さ
れない。最後に、全体的感想や自分の意見をつけ加えるとよりよい。レポートは、原稿用紙換算５枚以上(２千字以上)。文字数を明記する。書式は問わない。
公欠や特別な事由で欠席した場合、課題を提出しなければ、授業回数に反映されないことに留意。最終レポートの提出期限は、第１３回の講義当日。一日遅れるご
とに１点減点となる。学務課に成績票を提出した後は受領できない。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

発言

ディベート、グループワー
ク。

講義内容を深く理解し、自
分自身の人生観や生き方に
大いに役立てている。

講義内容をかなり理解し、
自分自身の人生観や生き方
にかなり役立てている。

講義内容を理解し、自分自
身の人生観や生き方に役立
てている。

講義内容をほぼ理解し、自
分自身の人生観や生き方に
それなりに役立てている。

１０回以上発言している。 ７回以上発言している。 ５回以上発言している。 ３回以上発言している。 ほとんど発言していない。

ディベートやグループワー
クにおいて、自分の意見を
大いに発表している。

ディベートやグループワー
クにおいて、自分の意見を
かなり発表している。

ディベートやグループワー
クにおいて、自分の意見を
発表している。

ディベートやグループワー
クにおいて、自分の意見を
まれにしか発表していない
。

ディベートやグループワー
クにおいて、自分の意見を
まったく発表していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 倫理学入門

共通教育科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE011002（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１１回。
レポート，出席，平常点，講義後の感想文，発表等により採点する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４２％ ０％ ０％ １０％ ４８％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス、シラバスの説明
逆境の幸福論　１　幸福とはなにか　①
事実と価値、事実と幸福Ⅰ

シラバスをよく読んでおくこと。（９０分）

2 逆境の幸福論　２　幸福とはなにか　②　
事実と価値、事実と幸福Ⅱ 第１回講義の復習と第２回講義の予習（９０分） 第２回講義の復習（９０分）

第２回講義の復習と第３回講義の予習（９０分）3 逆境の幸福論　３　幸福とはなにか　③　
中村久子の生き方を通して幸福を考える 第３回講義の復習（９０分）

第４回講義の復習（９０分）第３回講義の復習と第４回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　４　幸福とはなにか　④
苦しみを喜びに変えるためにⅠ　
マイナス感情の意味と価値

4

第５回講義の復習（９０分）第４回講義の復習と第５回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　５　幸福とはなにか　⑤
苦しみを喜びに変えるためにⅡ　
マイナス感情の意味と価値

5

第６回講義の復習（９０分）第５回講義の復習と第６回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　６　幸福とはなにか　⑥
苦しみを喜びに変えるためにⅢ　
精神的エネルギーの善用法

6

第７回講義の復習（９０分）第６回講義の復習と第７回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　７　幸福とはなにか　⑦　
苦しみを喜びに変えるためにⅣ　
精神的エネルギーの善用法

7

第８回講義の復習（９０分）第７回講義の復習と第８回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　８　幸福とはなにか　⑧　
苦しみを喜びに変えるためにⅤ　
ゆらぎ理論から幸福を考える

8

第９回講義の復習（９０分）第８回講義の復習と第９回講義の予習（９０分）
逆境の幸福論　９　幸福とはなにか　⑨　
マリオネットから人生の主人公へⅠ　
外的価値と内的価値

9

10
逆境の幸福論　１０　幸福とはなにか　⑩　
マリオネットから人生の主人公へⅡ　
価値観の他律性と自律性

第９回講義の復習と第１０回講義の予習（９０分）第１０回講義の復習（９０分）

第１１回講義の復習（９０分）第１０回講義の復習と第１１回講義の予習（９０分
）

逆境の幸福論　１１　幸福とはなにか　⑪　
運命と幸福Ⅰ11

第１２回講義の復習（９０分）第１１回講義の復習と第１２回講義の予習（９０分
）

逆境の幸福論　１２　幸福とはなにか　⑫
運命と幸福Ⅱ12

第１３回講義の復習（９０分）第１２回講義の復習と第１３回講義の予習（９０分
）

逆境の幸福論　１３　幸福とはなにか　⑬　
宿命と幸福13

第１４回講義の復習（９０分）第１３回講義の復習と第１４回講義の予習（９０分
）

逆境の幸福論　１４　幸福とはなにか　⑭　
事実の超越14

第１５回講義の復習（９０分）第１４回講義の復習と第１５回講義の予習（９０分
）

逆境の幸福論　１５　幸福とはなにか　⑮　
価値の超越15

第１６回講義の復習（９０分）第１５回講義の復習と第１６回講義の予習（９０分
）課題(レポート)に対するフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１回講義の復習（９０分）

科目名称 倫理学入門

共通教育科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE011002（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



度数分布表を作成できない
。
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ルーブリック

評価項目

1 伊藤正義/伊藤公紀 森北出版 9784627082113

概要

履修目標
世界の経済や社会の動き，企業の問題解決など，目的に応じた調査や実験が広く行われ，その調査データには“ばらつき”が存在する。この“ばらつき”の大きさ
を分析し，単なる誤差とそうではない部分とに区分し，データから有益な情報を導き出すための統計的手法について，記述統計と推測統計の基礎を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
記述統計では，集めたデータを分析するための度数分布表を作成することができる。推測統計では，推定手法と検定手法を理解し，それぞれの考え方を説明できる
。

授業全体の内容と概要
記述統計と推測統計の基礎について学ぶ。記述統計は，度数分布表の作成と平均値，分散，標準偏差などの特性値の理解と導出を中心に行う。推測統計は推定手法
および検定手法の考え方と処理手順について理解する。授業は，コンピュータ室において表計算ソフトExcelを活用してデータ処理を行う。統計学の専門用語が多く
出てくるため，理解するのには時間がかかるが，多くの練習問題に触れることで処理手順と専門用語の意味を理解してもらう。

授業の方法
授業は，板書および教員のパソコン画面を大型ディスプレイに表示して実施する。必要な統計的処理の流れを説明した後に，表計算ソフトExcelを使って実際に練習
問題を行う。学生もそれぞれのパソコン上で同じデータ処理を行う。一つのデータ処理をするたびに机間巡視を行い，学生の作業状況および理解程度を確認する。
適時，演習問題を与えて学生にデータ処理を行わせた後，授業内で解答を提示してフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・使用するコンピュータ室のパソコン台数から，受講者数を４６名以下に制限する。
・USBメモリーを持参すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

記述統計についての理解

推定の考え方についての理
解

検定の考え方についての理
解

度数分布表とヒストグラム
を作成し，表から分散と標
準偏差も求めることができ
て，分布の特徴を説明でき
る。

度数分布表とヒストグラム
を作成できて，分散と標準
偏差について説明できる。

分散と標準偏差について理
解している。

度数分布表を作成できる。

信頼係数に対応する信頼区
間について理解しており，
導出もできる。

限界値から信頼限界の幅を
導出する考え方を理解して
いる。

信頼係数と対応する限界値
について理解している。

推定手法の考え方を理解し
ている。

推定手法の考え方を理解し
ていない。

統計量が従う分布から有意
水準に対応する限界値を求
め，帰無仮説の判断ができ
る。

標本から統計量の実現値を
計算することができる。

帰無仮説を検定するための
統計量にどの分布を定める
のかを理解している。

検定手法の考え方を理解し
ている。

検定手法の考え方を理解し
ていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『身につく統計学』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 統計学入門

共通教育科目科目分類区分

伊藤　裕康（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

STS031015（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年、デザイン学科・２年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊藤　裕康 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７５％ ０％ ０％ ０％ ２５％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明／データの整理について シラバスと教科書をよく読み，専門用語の意味を予
習すること（９０分）

2 度数分布表の作成 専門用語の意味を予習すること（９０分） 専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）

専門用語の意味を予習すること（９０分）3 度数分布の代表値と散布度 専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）相関係数と回帰直線／演習問題4

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）推定の考え方と手順5

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母平均の推定6

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母分散の推定7

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母比率の推定8

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）推定の演習問題9

10 検定の考え方と手順 専門用語の意味を予習すること（９０分） 専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母平均の検定11

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母平均の差の検定12

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）分散比の検定13

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）母分散の検定14

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）専門用語の意味を予習すること（９０分）検定の演習問題15

試験内容について復習すること（９０分）試験範囲について復習すること（９０分）
定期試験
（６０分の試験終了後，残りの３０分で解説を行う
）

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

専門用語の意味と統計処理の復習をすること（９０
分）

科目名称 統計学入門

共通教育科目科目分類区分

伊藤　裕康（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

STS031015（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年、デザイン学科・２年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊藤　裕康 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



英文法の初歩が理解されて
おらず、テキストの問題が
全く解けない。

109－ －

ルーブリック

評価項目

1 Y.Aiko、他 朝日出版社 ９７８－４－２５５
－

概要

履修目標
学生に英文法、読解、作文、会話の基礎的な知識と運用方法を身に付ける。合わせて、平易な英文の読解と作文の能力を身に付ける。なお、この科目はグローバル
化に対応するための一助として「外国語」を学ぶための科目である。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
受講者において、英文法、読解、作文、会話の基礎的な知識と運用能力の習得ができていること。
特に、基礎的な英文法の知識が身に付いていること、基礎的な英文の読解力が身に付いていること。

授業全体の内容と概要
毎回、英文法、読解、作文、会話の練習問題を解いてもらう。合わせて、適宜、必要最小限の補足説明を行なう。授業の最後にその回の内容についてのまとめと質
問への回答（フィードバック）を行う。

授業の方法
毎回、所定のテキストに沿って、１）その回の説明を行ない、、２）英文法、読解、作文、会話の練習問題を解いてもらい、３）その後に解答と説明を行なう。
解答と説明は、適宜、口頭と板書、パワーポイントを使って行う。
授業の最後にまとめと質問の時間（フィードバック）を設ける。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席と遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　英文法の基礎的事項
の理解

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　英文読解・作文の
理解

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　英会話の能
力

テキストの説明が完全に理
解されており、テキストの
問題がほぼ完全に解ける。

テキストの説明がほぼ理解
されており、テキストの問
題がほぼ解ける。

テキストの説明の
主要な部分が理解されてお
り、テキストの問題が大体
解ける。

英文法の初歩がほぼ理解さ
れており、
テキストの問題の
基本的な部分が
解ける。

テキストの英文が完全に読
解でき、
基本的な英文が
しっかり書ける。

テキストの英文がほぼ読解
でき、基本的な英文が大体
書ける。

テキストの英文が大体読解
でき、簡単な英文が書ける
。

テキストの英文の
主要な部分が理解でき、単
純な英文が書ける。

テキストの英文が全く理解
できず、単純な英文が書け
ない。

テキストの英会話文が完全
に理解でき、応用的な展開
がしっかりできる。

テキストの英会話文がほぼ
理解でき、応用ができる。

テキストの英会話文が大体
理解でき、若干応用ができ
る。

テキストの英会話文の主要
な部分が
理解できる。

テキストの英会話文が全く
理解できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Englishi Once More!』 ２０１８

2

3

4

5

1 適宜指示。

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 英語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052022（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

110－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス。 シラバスを読む。

2 Unit1：be動詞の使い方（１） Unit1の予習（90分） Unit1の復習（９０分）

Unit1の予習（９０分）3 Unit1：be動詞の使い方（２） Unit1の復習（９０分）

Unit2の復習（９０分）Unit2の予習（９０分）Unit2: 一般動詞現在形の使い方（１）4

Unit2の復習（９０分）Unit2の予習（９０分）Unit2: 一般動詞現在形の使い方（２）5

Unit3の復習（９０分）Unit3の予習（９０分）Unit3：過去形の使い方（１）6

Unit3の復習（９０分）Unit3の予習（９０分）Unit3：過去形の使い方（２）7

Unit4の復習（９０分）Unit4の予習（９０分）Unit4：現在進行形の使い方（１）8

Unit4の復習（９０分）Unit4の予習（９０分）Unit4：現在進行形の使い方（２）9

10 Unit5:未来形の使い方（１） Unit5の予習（９０分） Unit5の復習（９０分）

Unit5の復習（９０分）Unit5の予習（９０分）Unit5:未来形の使い方（２）11

Unit6の復習（９０分）Unit6の予習（９０分）Unit6:助動詞の使い方（１）12

Unit6の復習（９０分）Unit6の予習（９０分）Unit6:助動詞の使い方（２）13

Unit6の復習（９０分）Unit6の予習（９０分）Unit6:助動詞の使い方（３）14

Unit1から６を通読する。（９０分）Unit1から６を通読する。（９０分）既習事項のまとめ15

Unit1から６を通読する。（９０分）Unit1から６を通読する。（９０分）６０分の試験終了後、残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Unit1の予習（９０分）

科目名称 英語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052022（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



基本的な事項が身について
いない。

111－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での専門的な勉学に支障を感じることのないような日本語の力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
演習を通して日本語の知識を増やし、使いこなすことができる。日本語の文体を理解し、使い分けができる。

授業全体の内容と概要
教材を使用した学習の他、文章作成練習、口頭発表を取り入れる。小テストを４回実施することにより、理解度をみる。

授業の方法
テキストは使用せず、教材は担当教員が準備する。次回の演習の教材を前もって渡すので、未知の語彙があれば意味を調べるなど授業の準備ができる。演習では自
分の力で問題を解くことを奨励し、解答を確認する。大学生活関連のカタカナ語も扱う。また、テーマを決め、できるだけ日本語を話す機会を作る。学期中に文章
作成練習２回、口頭発表１回、小テスト４回実施し、評価する。小テストは採点後、返却し、正しい答えを確認する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業で初めて知った語彙や文法をよく復習し、日常でも使ってみること。普段から日本語で考える習慣をつけること。欠席した場合は、次の演習までに必ず教材を
受け取り、予習すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語文法の理解度

日本語作文と発表への取り
組み

カタカナ語の理解度

授業の範囲を超え、関連事
項にも興味を持ち、積極的
に調べている。

授業内容をほぼ理解し、疑
問点があれば積極的に質問
している。

基本的な事項の理解はでき
ていたが、より複雑な事項
になると不安がある。

基本的な事項のみ理解でき
ている。

積極的に書くことができ、
添削部分に納得して次の作
文に生かすことができる。
発表の際には声の大きさ、
スピードが適切で、発音も
自然である。

文章を書くことにも発表に
も真剣に取り組む姿勢があ
る。

文章を書くことに苦労して
いるが、努力が認められる
。発表にも真剣に取り組ん
でいる。

自分の力で書いてはいるが
、文字が読みにくい。発表
では、読めない漢字があり
、声が小さい。

日本語の文を書くことが難
しい。発表ができない。

積極的に語彙を増やしてい
る。復習を重ね、学んだ表
現をしっかりと会得してい
る。

学んだ語については理解し
ている。

学んだ語をほぼ理解してい
る。

やや混同している語がある
。

学んだ語を覚えていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『国語辞典』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ １０％ ０％ ３０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

112－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
自己紹介・ふるさと自慢

シラバスを読む・自己紹介を練習
(４５分）

2 話し言葉・書き言葉
カタカナ語「授業・テスト」 前回渡された教材を予習(４５分） 授業内容復習

(４５分）

前回渡された教材を予習・テスト準備(４５分）3 文体（１）
カタカナ語「外活動・学生生活」

授業内容復習
(４５分）

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）カタカナ語まとめ・小テスト（１）

文体（２）4

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習・テスト準備（４５分）文体小テスト（２）

名詞化の練習5

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習 (４５分）文の構造

カタカナ語「論文・討論・研究活動」6

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）首尾一貫した文

カタカナ語「入学・卒業・就職」7

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習・テスト準備（４５分）カタカナ語まとめ・小テスト（３）

助詞「は」と「が」8

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）文章トレーニング（１）9

10 文章トレーニング（２） 前回渡された教材を予習(４５分） 授業内容復習
(４５分）

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）音読練習・口頭発表11

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）定義と量の変化の説明12

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）グラフの説明（１）13

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）グラフの説明（２）14

授業内容復習
(４５分）前回渡された教材を予習(４５分）グラフの説明（３）15

授業内容復習
(４５分）

グラフの説明総復習・テスト準備
（４５分）

グラフの説明・小テスト（４）
夏休みの計画　16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容復習
(４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

113－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るようにする。また，学生と教員双方の人間関係を構築し
コミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科ＤＰの＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康に一層深い関心を持って，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツ又は，健康のために必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
陸上部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングの基礎的知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得、修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

114－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
ガイダンス 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングの理解 １ 基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングの理解 ２ 基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ３4

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ４5

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ５6

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ６7

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 １8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ２9

10 基礎トレーニングの習得 ３ 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ４11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ５12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ６13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ７14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ８15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



健康について基礎的な知識
を理解することが難しい。

115－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
生活の多様な側面から人間の生活と健康を理解し、より健康な生活を創り出して行くための必要な知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．対応する。

到達目標
個人、家族という様々なレベルにおける健康的な生活について理解し、知識を身につける
健康について、一層関心を持ってもらう。

授業全体の内容と概要
生活の多様な側面に焦点を当て、個人家族、地域社会という様々なレベルにおける人間の健康的な生活について詳しく解説する。

授業の方法
資料を通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッションを行います。板書や教材提示装置を活用します。健康に関するキーワードについての調
べ学修及びその発表を行います。課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
積極的に取り組むことを期待します。２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。授業に臨む際に求められる態度・姿勢:集中して
聞く。授業中の私語は慎んでください。目に余るときには退室を命じる場合があります。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体的に取り組む態度

健康について基礎的な知識
を深く理解できる。

健康について基礎的な知識
をおおむね理解できる。

健康について基礎的な知識
を理解できる。

健康について基礎的な知識
を多少理解できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について十分に
考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開についておおむ
ね考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容についてに考察できる

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について多少考
察できる

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開についに考察す
ることは難しい。

健康の多様な展開について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

健康の多様な展開について
理解したことをおおむね説
明できる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明できる
。

健康の多様な展開について
理解したことを多少説明で
きる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『資料配布』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

116－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　「シラバス説明」 事前にシラバスを読んで確認する。(４５分)

2 人間の生活と健康① シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)3 人間の生活と健康② ノートに記載された内容を復習し、理解する。

(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)人間の生活と健康③4

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食中毒の予防①5

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食中毒の予防②6

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)感染症の予防7

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)ライフサイクルと栄養①8

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)ライフサイクルと栄養②9

10 健康プログラム① シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康プログラム②11

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康プログラム③12

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康プログラム④13

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康プログラム⑤14

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康プログラム⑥15

解説の内容を確認する。(４５分)ノートに記載された内容を再復習し、理解する。
(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識・技能を修得
できなかった。

117－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
建築・絵画・音楽などウィーン文化を考察し、ウィーンでの研修（希望者のみ）の準備を行う。また、このゼミナールでは就職活動時に必要になるスキルの修得を
早い段階から始める。キャンパス・ライフを謳歌しつつ、自由な発想の展開、自己実現などをテーマに学びを広げる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。

到達目標
ドイツ語圏への旅行、留学の際に困らない程度の日常会話を身につける。　

授業全体の内容と概要
ウィーンといえば、クラシック音楽である。毎回、クラシック音楽をBGMに、ゆったりとしたペースで授業を行う。ウィーンの文化・見どころについてプリントを配
布し、説明を行う。各自のテーマが決まった時点で、少しずつテーマについて調べ、ゼミ終了時にレポートを提出してもらう。

授業の方法
授業では板書をしながら、ドイツ語の文法・文化を紹介する。ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ウィーンを含めたヨーロッパの絵画、建築、音楽等に興味のある学生であればだれでも受講可能。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。　

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１1回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

118－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（４５分）

2 ［ウィーン文化・生活について］ 前回の授業内容を確認すること。（４５分） 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3 ［シェーンブルン宮殿について］ 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［美術史美術館について］4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ベルヴェデーレ宮殿について］5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［シュテファン教会について］6

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ウィーン大学について］7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［楽友協会について］8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ウィーンの音楽について］9

10 ［モーツァルトについて］ 前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ベートーヴェンについて］11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［シューベルトについて］12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ウィーンの建築について］13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［セセッションについて］14

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ユーゲントシュティールについて］15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）［フンデルトバッサーについて］16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができない。

119－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツの基礎的トレーニングを理解し，必要なトレーニングを自ら実践できるよう知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，安全にトレーニングできる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツに必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する。

授業の方法
プリントなど資料にて説明したのち，トレーニング室及び体育館などで実際にトレーニング(フィジカルとメンタル)をする。なお，次回の授業において前回の反省
と確認を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
バスケットボール部に所属の学生を対象とする。注意事項等の詳細についてはガイダンスにて説明する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度・判断

競技及び個人の特性を理解
し，安全にトレーニングで
きる

知識・理解

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが７割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが5割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが3割程度で
きる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングができる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが７割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが5割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが3割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングができない
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用ができる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が７割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が5割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が3割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用ができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ６０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

120－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス(シラバス説明)。 事前にシラバスを読んで確認しておく(４５分)

2 トレーニング実践　１
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)3 トレーニング実践　２
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　３
(フィジカルとメンタル)4

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　４
(フィジカルとメンタル)5

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　５
(フィジカルとメンタル)6

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　６
(フィジカルとメンタル)7

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　７
(フィジカルとメンタル)8

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　８
(フィジカルとメンタル)9

10 トレーニング実践　９
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１０
(フィジカルとメンタル)11

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１１
(フィジカルとメンタル)12

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１２
(フィジカルとメンタル)13

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１３
(フィジカルとメンタル)14

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１４
(フィジカルとメンタル)15

専門用語の意味を理解しておくこと(４５分)内容を確認し理解を深めておくこと(４５分)振り返りと確認。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

121－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るようにする。また，学生と教員双方の人間関係を構築し
コミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科ＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科ＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科ＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科ＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康に一層深い関心を持って，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツ又は，健康のために必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ラグビー部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングの基礎的知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得、修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

122－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングの理解と習得 基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングの理解と習得 基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得4

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得5

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得6

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得7

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践9

10 基礎トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった

123－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
国際的に活躍するエリートアスリートとともに働く世界の著名なスポーツ科学者達のリカバリーに関する最新の科学的データを理解する．

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の５．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
「パフォーマンスを向上させたい」，「オーバーリーチングや怪我を予防したい」と考えているすべてのアスリートやコーチを目指している学生のために，科学的
なエビデンスに基づいた情報，また，エリートスポーツに携わるコーチやスポーツ科学者が，成功へと導いた競技現場でのリカバリーの応用例を実践する．

授業全体の内容と概要
すべてのアスリートやコーチを目指している学生がトレーニングや試合などの競技活動におけるオーバーロードや怪我のリスクを低下させ，最終的にはそれぞれの
パフォーマンスを改善するリカバリープロセスを学ぶ．

授業の方法
授業はパワーポイントを使用し、ＤＶＤの視聴、レポートなどの講義形式で実施する．

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した

学修ひた知識・技能を確実
に修得した

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった

学修した知識・技能を修得
したが最低限容認できるレ
ベルにとどまった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

124－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス 測定準備及び論文の読み込み（４５分）

2 リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要① 測定準備及び論文の読み込み（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

測定準備及び論文の読み込み（４５分）3 リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要② 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要③4

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学①5

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学②6

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学③7

本時の学習内容をまとめて提出する．（90分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの確認8

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践①
スクリーニングとアセスメント9

10 リカバリーの実践②
スクリーニングとアセスメント 測定準備及び論文の読み込み（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践③
スクリーニングとアセスメント11

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践④
スクリーニングとアセスメント12

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑤
筋機能－動作と感覚13

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑥
筋機能－動作と感覚14

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑦
筋機能－動作と感覚15

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

125－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本基礎ゼミナールでは社会科学に関する専門書を全員で音読し、現代社会における処々の課題を歴史的・グローバルに鳥瞰し、現代社会の諸問題を解析するための
基本的視座を獲得する。基礎ゼミナールⅠＡでは「憲法」をテーマにし、その歴史的意義と現代日本における諸課題を検討する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と2．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。

到達目標
・社会科学に対する興味を喚起し、自発的に文献を読み込む技術を習得する。
・現代社会が抱える諸課題について、各媒体を検索する技術を習得する。
・社会科学全体に共通する諸課題を検討することによって、２年時以降の社会福祉学の学習の基盤となる視座を構築する。

授業全体の内容と概要
小室直樹著『日本人のための憲法原論』（集英社インターナショナル）を主要参考文献とし（各講義ごとに購読パートを教員がコピーする）、その他『ＮＥＷＳ　
ＷＥＥＫ』等の記事を適宜配布し、国際社会を視野に入れたグローバルな社会分析を行う。

授業の方法
・各講義ごとに教員が資料を配布し、個々に音読してもらい、内容を解説・議論する。
・講義プリントは講義の前の週に配布するので熟読しておくこと。
・学生からの要望には可能な限り答えるが、教育上不適切と思える要望には応じない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的な参加を望む。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

「憲法」に関する参考文献
・資料の内容を理解する

中世の欧米社会史から近世
日本社会史までの外観を理
解する

憲法が効果的に機能するた
めの要因を理解する。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て的確に説明でき、且つ、
自分の意見を述べることが
できる。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て明確に説明できる。

高校のテキストの政治・憲
法についての基本的知識を
習得する。

高校のテキストの「世界史
」の基本的知識を習得する
。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て的確に説明でき、且つ、
自分の意見を述べることが
できる。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て明確に説明できる。

高校のテキストの「社会史
」「近世日本史」の基本的
知識を習得する。

高校のテキストの「世界史
」の基本的知識を習得する
。

左記の内容が何一つできて
いない。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て的確に説明でき、且つ、
自分の意見を述べることが
できる。

ディスカッションの中で、
その日のゼミの内容につい
て明確に説明できる。

日本国憲法と大日本帝国憲
法の違いと各々の課題を理
解する。

高校のテキスト「日本の政
治」の基本的知識を習得す
る。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な出席日数１０回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

126－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 高校のテキストの読み直し（４５分）

2 日本国憲法は生きているか 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

前回資料の読み込み（４５分）3 誰のために憲法はあるか 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）全ては議会から始まった4

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）民主主義は神様が作った5

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）かくして議会は誕生したーイギリス憲法小史6

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）民主主義と資本主義は双子だった7

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）初めに契約ありき8

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）「民主主義のルール」とは9

10 憲法の敵は何か 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）平和主義者が戦争を作る11

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）２０世紀を変えたヒトラーとケインズ12

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天皇教の原理13

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）田中角栄の遺産14

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）憲法は甦るか15

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の読み込み（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



トレーニングの原理、原則
を理解していない

127－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本授業では、体力・形態測定を実施することで自己の体力を把握し足りない体力の強化に向けて、様々なトレーニング方法の基本的な理論と実践方法について学習
する。また、生涯にわたって運動習慣を継続することで高齢になっても健康で長寿であることを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
各自、無理のない体力目標を設定し、様々なトレーニング方法の基本を理解し実践できることを目標とする。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
様々な種類のトレーニングに関する基本理論を学び、正しいトレーニングの方法を学習する。

授業の方法
体育館、ウエイトトレーニング場を中心に授業を行う。授業の中で基本的なトレーニングをグループワークで実践することで、互いが課題の発見や指摘をし合い、
ディスカッションを通して正しい技術を習得できるように進めていく。レポートなどの解説のフィードバックを実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
競技経験があり体力があること。遅刻は２回につき１回欠席とする。運動着、飲料水、上靴、タオルの用意。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

トレーニングの理解

トレーニングの種類

基本トレーニングの実践

トレーニングの原理、原則
を良く理解している

トレーニングの原理、原則
をほぼ理解している

トレーニングの原理、原則
をある程度理解している

トレーニングの原理、原則
を理解している

レーニングの種類を良く理
解している

レーニングの種類をほぼ理
解している

レーニングの種類をある程
度理解している

レーニングの種類を理解し
ている

トレーニングの種類を理解
していない

基本トレーニングの実践が
良くできている

基本トレーニングの実践が
ほぼできている

基本トレーニングの実践が
ある程度できている

基本トレーニングの実践が
できている

基本トレーニングの実践が
できない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ３０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

128－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス
シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 トレーニングの理解Ⅰ トレーニングの原理・原則を確認しておく（４５分
）

トレーニングの原理・原則を理解しておく（４５分
）

トレーニングの原理・原則を確認しておく（４５分
）3 トレーニングの理解Ⅱ トレーニングの原理・原則を理解しておく（４５分

）

トレーニングの原理・原則を理解しておく（４５分
）

トレーニングの原理・原則を確認しておく（４５分
）トレーニングの理解Ⅲ4

トレーニングの原理・原則を理解しておく（４５分
）

トレーニングの原理・原則を確認しておく（４５分
）トレーニングの理解Ⅳ5

トレーニングの原理・原則を理解しておく（４５分
）

トレーニングの原理・原則を確認しておく
（４５分）トレーニングの理解Ⅴ6

体力測定の結果を理解しておく（４５分）体力測定種目の確認をしておく（４５分）体力測定7

（４５分）（45）形態測定種目の確認をしておく（４５分）形態測定8

トレーニングの種類を理解しておく（４５分）トレーニングの種類を確認しておく（４５分）トレーニングの種類Ⅰ9

10 トレーニングの種類Ⅱ トレーニングの種類を確認しておく（４５分） トレーニングの種類を理解しておく（４５分）

トレーニングの種類を理解しておく（４５分）トレーニングの種類を確認しておく（４５分）トレーニングの種類Ⅲ11

トレーニングの実践を理解しておく（４５分）実践するトレーニングを確認しておく（４５分）基本トレーニングの実践Ⅰ12

トレーニングの実践を理解しておく（４５分）実践するトレーニングを確認しておく（４５分）基本トレーニングの実践Ⅱ13

トレーニングの実践を理解しておく（４５分）実践するトレーニングを確認しておく（４５分）基本トレーニングの実践Ⅲ14

学習内容を復習し理解しておく（４５分）基本的なトレーニングを確認しておく（４５分）まとめ15

学習内容を復習し理解しておく（４５分）授業内容を振り返り確認しておく（４５分）フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンス内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割も
果たせず、意欲もまったく
ない状態で、安全に配慮が
できない。

129－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
余暇時間の増大や高齢化が進む中で、自分自身の人生をより豊かで充実したものにするために、スポーツは非常に重要な役割を果たすと考えられる。本授業では、
トレーニングの理論と実践を通し、生涯にわたって定期的に体を動かす習慣を養うことを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
栄養、運動、休養に関する基礎的知識を身につける。
自らの体力・目標に応じたトレーニングプログラムを組み立てる。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
正しいトレーニング理論を学び、体を動かす重要性、楽しさを学ぶ。

授業の方法
授業はトレーニングの実技が中心となるが、トレーニング方法についてグループで研究を行い、各自に適しているトレーニング方法を継続的に実践できるよう実施
していく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
柔道部に所属の学生を対象とする。体育館・ウエイトトレーニング場を中心に授業を行うので、ジャージ・屋内用トレーニングシューズを用意すること。
怪我や健康上の理由がある者は、事前に申し出ること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、何事にも
意欲的に取り組み、かつ安
全に細心の注意を払うこと
ができる

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り、役割を
果たすことができ、指示通
り取り組み安全に注意を払
っている。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしない時があり
、意欲もなく安全に注意を
払っていない。

トレーニングの基礎知識を
十分持ち、それぞれの領域
においても十分理解し、実
践的に活用できる。

トレーニングの基礎知識を
持ち、各領域においても深
く理解し、適切に活用でき
る。

トレーニングの基礎知識を
ある程度理解し、活用する
ことができる。

トレーニングの基礎知識が
少なく、活用することがで
きない。

トレーニングの基礎知識が
全くなく、取り組みが全く
みられない。

達成目標を設定することが
でき、達成目標以上のトレ
ーニングを実施することが
できる。

達成目標を設定し、達成目
標が達成できるよう努力す
ることができる。

達成目標を設定し、５割程
度達成することができる。

達成目標の設定が明確でな
く３割程度しか達成するこ
とができない。

達成目標を設定出来ず、な
んとなくトレーニングを行
っている。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ ０％ ０％ ６０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

130－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認をしておく（４５分）

2 施設及び用具の使用方法・形態測定 用具の使用方法を確認しておく（４５分） 今日の内容を理解する（４５分）

体力測定の方法を確認しておく（４５分）3 体力測定 体力測定の方法を理解しておく（４５分）

体力測定の方法を理解しておく（４５分）体力測定の方法を確認しておく（４５分）体力測定4

トレーニングの基本原則を理解しておく（４５分）トレーニングの基本原則を確認しておく（４５分）トレーニングの基本原則5

最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定１6

最大挙上重量測定の方法を理解しておく（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定２7

トレーニングプログラムの組み方を理解しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング１8

トレーニングプログラムの組み方を理解しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング２9

10 トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング３

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を理解しておく
（４５分）

各自の能力に合わせたプログラムを実践できるよう
考えること（４５分）

各自の能力に合わせたプログラムを研究すること
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング４11

各自の能力に合わせたプログラムを実践できるよう
考えること（４５分）

各自の能力に合わせたプログラムを研究すること
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング５12

バランスボール・自重・徒手抵抗の方法を理解して
おく（４５分）

バランスボール・自重・徒手抵抗の方法を確認して
おく（４５分）

バランスボール・自重・徒手抵抗（パートナー）な
どを用いたトレーニング１13

バランスボール・自重・徒手抵抗の方法を理解して
おく（４５分）

バランスボール・自重・徒手抵抗の方法を確認して
おく（４５分）

バランスボール・自重・徒手抵抗（パートナー）な
どを用いたトレーニング２14

最大挙上重量測定の方法を理解しておく（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定３15

生涯トレーニングの特性を理解する（４５分）生涯トレーニングの特性を理解しておく（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった。

131－ －

ルーブリック

評価項目

1 姉崎洋一ほか 三省堂 9784385159485

概要

履修目標
教員になるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び意欲を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
教育制度についてその概要を理解することができる。
教育にかかわる諸問題についてその概要を理解することができる。
教員になるために必要な事項についてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回の授業テーマについて考える。
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説、新聞記事などの通読
教育に関する基本的事項についての調べ学修
教員として求められる一般教養及び教職教養の学修
学校視察やボランティア活動等への参加
漢字検定等への参加

授業の方法
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説などを通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッション
を行います。板書や教材提示装置を活用します。
教育に関するキーワードについての調べ学修及びその発表を行います。
教員として求められる一般教養及び教職教養について演習を行います。
課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点を生かし、口頭で行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○教職課程を履修し、大学卒業後に教職に就く強い希望と意思を持った学生を原則対象とします。
〇講義の前後に学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○授業開始後３０分の遅刻は「欠席」とみなします。「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた
。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『解説教育六法2019』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関連する指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

132－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明含む）
自己紹介（教員になるための抱負を含む） 教職志望の理由をまとめること。（４５分）

2
○教員になるために必要なことを考える①
ディスカッション
学修計画の作成

前時に課された課題を提出すること。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

前時に課された課題を提出すること。（４５分）3
○教員になるために必要なことを考える②
ディスカッション
学修計画の作成

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○教員という仕事について考える①
ディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

4

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○教員という仕事について考える②
ディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

5

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○教員に求められる資質能力について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

6

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○教員に求められる資質能力について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

7

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○子供たちを取り巻く状況を知る①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

8

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○子供たちを取り巻く状況を知る②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

9

10
○子どもたちに身に付けさせるべき資質・能力につ
いて考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション

前時に課された課題を提出すること。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○子どもたちに身に付けさせるべき資質・能力につ
いて考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション

11

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○子どもたちに身に付けさせるべき資質・能力につ
いて考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション

12

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○学習指導要領について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

13

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○学習指導要領について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

14

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

○学習指導要領について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

15

前期の学修をまとめること。（４５分）前時に課された課題を提出すること。（４５分）前期の学修の総括及び反省16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の感想を記述し次時に提出すること。（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関連する指導を行う。

基本情報

開講時期



知識・技能を得るための最
低限の活動が見られなかっ
た。

133－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「経営学」を本格的に勉強したい学生を対象に、理論と実践を融合させ、経営学のエッセンシャルを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
基礎的な経営学のフレームワーク理論と実践を理解する。

授業全体の内容と概要
経営学のフレームワーク理論と実践を理解してもらう。

授業の方法
各回の授業の中で、テーマに沿った議論を行い、きちんとした理論の展開を口頭でも文章でもできるように訓練することを旨とする。ディスカッションで得た内容
を忘れないようにデータベース化し、フィードバックに関してはここに行ったり全体に対して行うなど毎回施行を凝らす。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席回数を重視し評価する。参考文献として「日経ビジネス」を利用する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性

知識・技能を得るために十
分積極的に活動した。

知識・技能を得るための活
動は、やや積極性を欠くも
のの十分な姿勢を見せた。

知識・技能を得るための通
常の活動は、ある程度こな
すことができた。

知識・技能を得るための最
低限の活動を行った。

積極的に授業に取り組み、
経営学部生として実社会で
対応し得る様々なスキルを
学び、経営学部において学
んだ内容を以って社会に貢
献するための努力をしてい
る。

各回の授業に真摯に取り組
み、経営学部生として十分
な実践力の獲得へ向けた理
解が深まりつつある。

各回の授業に取り組み、考
え方や問題解決に対する努
力が見られる。

授業にまじめに取り組み、
経営学部生としての日常活
動を実社会につなげるため
の努力は認められるがなか
なか定着していない。

授業への取り組みが不十分
で、本学経営学部生として
の知識の獲得に対する前向
きな姿勢が見られない。

自分のみならず周囲の学生
も巻き込みながら授業に取
り組み、余った時間をさら
なる研究・理解に振り分け
本学経営学部生としての自
覚が出来上がっている。

授業中の質問が多く、与え
られた問題解決への相談も
常であり経営学部生として
の活動を実社会で生かすこ
とに関して前向きで、努力
が窺える。

積極性は乏しいものの、不
明点を質問するなど前向き
な姿勢がうかがわれる。

何とか授業はこなすものの
、不明点を質問したりする
ことはなく、日々の活動も
受動的である。

自分から進んで経営学部生
としての内容を身につけよ
うとする姿勢が見られない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日経BP

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『日経ビジネス』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
この科目は演習科目なので最低１２回の出席を必要とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

134－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの解説 授業への参加の心構えを考える。（４５分）

2 経営学のフレームワーク（基本） 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）3 経営学のフレームワーク（リーダーシップ①） 授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（リーダーシップ②）4

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（マネージメント①）5

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（マネージメント②）6

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（マネージメント③）7

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（レポート課題）8

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（競争戦略①）9

10 経営学のフレームワーク（競争戦略②） 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（マーケティング①）11

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（マーケティング②）12

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（レポート課題）13

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン①14

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン②15

前期全体の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）前期ゼミ活動総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業振り返りを行い弱点を改善するため知らないタ
ームを調べ理解する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期



135－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

136－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果さなく意欲もまったくな
く，安全に注意を払ってい
ない。

137－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
現代社会における健康の位置づけを考え，運動が生涯にわたりそれへどう寄与するかを学ぶ。
からだの構造の基礎的知識を身につけることによって，合理的にパフォーマンスの向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２と．４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
骨・筋を中心にからだの構造に関する基礎知識を身につけることができる。
トレーニングの目的を理解することができる。

授業全体の内容と概要
目的に応じた運動の特性，楽しさを学ぶ。

授業の方法
骨・筋を中心にからだの構造に関する基礎知識を身につけ，トレーニングルームにてトレーニングを実技実践しながらその目的を理解していく。トレーニングの経
過を観察記録し，各自記録結果をパワーポイント等にまとめ，グループワーク等で思考・考察，意見交換，討論，発表等一連の活動を行い学習する。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
研究室，体育館，トレーニング場で授業を行う。
からだを動かすのに適した服装とする。（ジャージ等）

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果す
ことができ，意欲的に取り
組み，安全に注意を払うこ
とができる。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

行動の仕方を守らず役割を
果そうとしないときがあり
，意欲もなく安全に注意を
配っていない。

からだの構造を理解し，運
動との結びつきに及んでい
る。

からだの構造を理解してい
る。

からだの構造を概ね理解し
ている。

からだの構造をある程度理
解している。

からだの構造を理解してい
ない。

計画を立てることができる
。その計画に沿って実行で
き，達成目標がほぼ全てク
リアされている。

計画を立てることができる
。達成目標は７割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は５割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は３割程度であ
る。

計画を立てることができな
い。達成目標が設定されて
いないため行動がみられな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 からだの構造（総論） からだの構造について調べておく（４５分） からだの構造について理解しておく（４５分）

からだの構造（骨・上肢）について調べておく
（４５分）3 からだの構造（骨・上肢） からだの構造（骨・上肢）について理解しておく

（４５分）

からだの構造（骨・頭部及び体幹）について理解し
ておく（４５分）

からだの構造（骨・頭部及び体幹）について調べて
おく（４５分）からだの構造（骨・頭部及び体幹）4

からだの構造（骨・下肢）について理解しておく
（４５分）

からだの構造（骨・下肢）について調べておく
（４５分）からだの構造（骨・下肢）5

からだの構造（筋・上肢）について理解しておく
（４５分）

からだの構造（筋・上肢）について調べておく
（４５分）からだの構造（筋・上肢）6

からだの構造（筋・頭部及び体幹）について理解し
ておく（４５分）

からだの構造（筋・頭部及び体幹）について調べて
おく（４５分）からだの構造（筋・頭部及び体幹）7

からだの構造（筋・下肢）について理解しておく
（４５分）

からだの構造（筋・下肢）について調べておく
（４５分）からだの構造（筋・下肢）8

からだの構造（まとめ）について理解しておく
（４５分）

からだの構造（まとめ）について調べておく（４５
分）からだの構造（まとめ）9

10 トレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢） 体調を整（４５分）えておく トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整え（４５分）ておくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）11

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整（４５分）えておくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢）12

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整え（４５分）ておくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢）13

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整え（４５分）ておくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）14

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整（４５分）えておくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢）15

トレーニングの効果を確（４５分）認しておくトレーニングの実施内容と効果をまとめておく
（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を理解しておく（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期



アイデアを出せなかった。
他人の意見を殆ど理解でき
なかった。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生時代に地域で貢献活動をすることは地域 社会の理解や課題認識のために大切であり、また、自らの学習成果を地域社会の中で試し検証する絶好の機会となる。
更に、本学の教育理念に「必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂げる」を具現する活動でもある。そう
した位置付けで、自主的に行う地域貢献活動（教育ボランティア活動）によって多くを学ぶことで共生社会の実現に資する「共感理解教育」を実践する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５．に対応する。

到達目標
（１）教育ボランティア活動を通して何を学ぶのか、各自の問題意識を明確にする。
（２）様々な活動場面に応じて、適切なコミュニケーションを取りながら、他者との関わりをもつ。
（３）対象者の特性に応じた指導や支援の仕方を実践的に学ぶ。
（４）各自の活動経験を振り返り、今後進めていく上での自己の学習課題を設定する。

授業全体の内容と概要
授業では、グループワーク、討論、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。参加者一人ひとりの問題意識や活動経験、考察結果などを全体で共有し
ながら、各自の考えが深められるようにする。

授業の方法
グループワークを中心にした活動が多いため、一人ひとりが自主性を持ち、他人任せになるようなことがないように、常に問題意識を持ち、議論しながら問題解決
し、積極的に活動に励む。授業では、グループワーク、討論、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①社会に役立って達成感を得たい。
②社会に役立つことを実感して自分に自信をつけたい。
③やる気がある。
④社会貢献活動（教育ボランティア）に興味がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

積極性、社会理解

課題解決能力と創造性

コミュニケーション能力と
行動力

積極的にアイデアを出し、
採用された。他人の発言を
聴き、十分な理解に努め、
積極的に意見した。

積極的にアイデアを出した
。他人の発言を聴き、十分
な理解に努めた意見した。

それなりにアイデアを出し
た。他人の発言を聞き、あ
る程度意見した。

アイデアを殆ど出せなかっ
た。他人の意見をあまり理
解できなかった。

仕事を的確に発見し、進め
方を共有しあいながら適切
に検討し、実行できた。

仕事を進んで発見し、進め
方を適切に検討し、実行で
きた。

仕事を発見し、進め方を検
討し、ある程度実行できた
。

仕事をあまり発見できず、
依頼されたことだけ実行で
きた。

仕事を発見できず、依頼さ
れたことも、ほとんど実行
できなかった。

他者をリードする態度で積
極的に活動に取 り組み、
高い コミュニケーション
能力と行動力がある。

自主的・協働的に活動に取
り組み、コミュニケーショ
ン能力や行動力がある。

自らの考えでアクションを
起すことはあまりないが必
要なコミュニケーション能
力や行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことはなく最低限度の
コミュニケーション能力や
行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことができない。最低
限度のコミュニケーション
能力や行動力もほとんどな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １０回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ０％ ２０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの説明 演習の準備　シラバスの熟読（45分）

2 Planning① 事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

事前に作業しておくなどの準備（45分）3 Planning② 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ２5

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ３6

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備をすることCreative activities    ４7

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ５8

演習内容を確認して理解を深める事前に作業しておくなどの準備をすることCreative activities    ６9

10 Creative activities    ７事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ８11

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ９12

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）地域イベント活動準備①13

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備をすること地域イベント活動準備②14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）地域イベント活動準備③15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習内容を確認して理解を深める（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾けることは出
来るが質問出来ない。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「食生活の重要性を考える」というテーマを基に、学生と教員双方の人間関係を築き、「課題探求能力」養成を軸とした学習活動やその意義を理解する。提示され
たテーマの他様々な事柄への好奇心・探求心・向学心を刺激しながら学習能力が高まり、また、「学びの方法」を修得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科の ＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
上記の授業内容や目的・ねらいを理解し、自分に必要な課題探求の道筋を明らかにする事が出来る。

授業全体の内容と概要
人間は食べることのみによって栄養を取り入れ、様々な活動を可能としている。乳幼児から高齢者まで各々の目的や問題の違いはあれ、それぞれ生活リズムの確立
や健康、QOL、疾病防止などを目的として望ましい食生活をする事が必要となる。学生それぞれが自分自身の食生活だけでなく職業的（保育士、社会福祉士、スポー
ツトレーナー、教員等）に必要な問題意識を持ち知識を身につけることを目標とする。

授業の方法
食生活や栄養に関する問題の中からそれぞれが研究テーマを見つけ、プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等を実施
する。また必要に応じて教員がテーマに関した講義も行い、カレントトピックスについても解説する。質疑応答には随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視する。欠席をする場合は必ず事前に連絡をすること。出席数を満たしていてもゼミの運営を乱す行為があった場合は評価をしない場合がある。また同じ
くゼミの運営に支障を来たす行為があった場合は途中でゼミ異動を宣告する場合がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解(協調性，傾聴
力)

知識・理解(興味，関心)

汎用的機能(トークスキル
，表現力)

態度・志向性(リーダーシ
ップ，態度)

態度・志向性(意欲)

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに積極的に耳を傾け，
タイミングよく質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け，タイミン
グよく質問することが出来
る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け何回か質問
することが出来る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち積極的に
食生活や栄養についてのテ
ーマを発見することができ
る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持に食生活や
栄養についてのテーマを概
ね発見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持つ努力をし
ながら食生活や栄養につい
てのテーマを発見すること
ができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができない。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう資料を十分揃
えわかりやすく発表するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいようわかりやすく
発表することが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう概ねわかりや
すく発表することが出来る
。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来ない。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，積極的にゼミ
運営に関わることが出来る
。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，ゼミ運営に関
わることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に関わるこ
とが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に多少関わ
ることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識できない。

評価前提条件を満たしてい
ない。(出席9～0回)

休まずゼミに出席している
。(出席16回)

概ねゼミに出席している。
(出席15～14回)

休みがちではあるが出席し
ている。(出席13～12回)

欠席が目立つが出席してい
る。(出席11～10回)

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席状況（３分の２以上）。ゼミ内での活動(プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等)とゼミ内での役割の認識と行
動により総合評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

142－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 ゼミ初回に必要な事項について考える。(４５分)

2 「食生活の重要性を考えるⅠＡ」① 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)3 「食生活の重要性を考えるⅠＡ」② 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」③4

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」④5

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑤6

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑥7

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑦8

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑧9

10 「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑨ 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑩11

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑪12

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑫13

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑬14

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠＡ」⑭15

まとめの振り返りを行う。(４５分)まとめの準備を行う。(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスについて確認する。ゼミ内での自分の役割
について考える(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



指示による情報収集と整理
ができない。

143－ －

ルーブリック

評価項目

1 なし。

概要

履修目標
学生が世界と日本の文化について、基礎的な知識と考え方を身につける。初歩的なプレゼンテーション、文章作成の技術を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
受講者において、初歩的なプレゼンテーションとコミュニケーションの技術が身についていること。基礎的な文章作成能力が身についていること。
受講者において、北海道を中心に世界と日本の文化についての基礎的な知識が習得されていること。

授業全体の内容と概要
毎回、受講者が北海道を中心に日本内外の文化に関する事項の調査・学習を行い、その結果を発表する。合わせて、毎回、討論を実施し、教員よりのコメントとア
ドバイスを加える。レポートとプレゼンテーションの基礎の学習も折り込む。
　

授業の方法
１）毎回、発表者を決め、短いプレゼンテーションを行なう。　
２）１）に対する質疑応答を行なう。　
３）出席者全員で討論をする。　
４）教員の講評によるフィードバック。
１）～４）を毎時間くり返す。合わせて、適宜、レポート作成の練習を行なう。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻はしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

調査・情報収集能力

コミュニケーション能力　
　　

好奇心・態度

多様で正確な調査・情報収
集ができ、的確に編集と
整理ができる。

正確な情報収集ができ、的
確な整理ができる。

情報収集と整理の基礎が身
に付いている。

指示によって情報収集と整
理が遂行できる。

積極的な議論と明確な主張
・提案ができ、しっかりと
した情報発信ができる。

的確な議論と提案ができ、
情報発信がある程度できる
。

議論と提案、情報発信の基
礎が身に付いている。

指示によって議論と情報ｊ
発信が遂行できる。

指示による議論と情報発信
ができない。

文化を理解し、知ろうとす
る意欲と好奇心に富み、発
展的な学習が遂行できる。

文化に関する好奇心があり
、自発的な学習ができる。

文化に関する知識を意欲的
に学んでいる。

指示する内容の学習を遂行
することができる。

指示する内容の学習を遂行
できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 適宜指示する。

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

144－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス、諸注意。 シラバスを読む。
（４５分）

2 歴史と文化一般に関する講義 歴史と文化の基礎事項の予習（４５分） 歴史と文化の基礎事項の復習（４５分）

北海道史の基礎事項の予習（４５分）3 北海道の歴史と文化に関する講義 北海道史の基礎事項の復習（４５分）

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（１）4

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（２）5

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習
（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（３）6

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（４）7

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（５）8

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習
（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（６）9

10 北海道の歴史と文化に関する調査と発表（７） 北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分） 北海道史の基礎事項の復習（４５分）

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習
（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（８）11

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（９）12

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習
（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（１０）13

北海道史の基礎事項の復習（４５分）北海道史の基礎事項、プレゼンの予習（４５分）北海道の歴史と文化に関する調査と発表（１１）14

レポート（課題）の
準備（４５分）レポート（課題）の準備（４５分）レポート作成（１）15

レポート（課題）の仕上げ（４５分）レポート（課題）の準備（４５分）レポート作成（２）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

歴史と文化の基礎事項の復習（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が７０％も理解でき
ていない。

145－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が大学で必要となる数学の基礎知識及び２年のゼミナールで行うＳＰＩに必要な知識及び思考過程をしっかり身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
大学で必要となる数学の基礎知識及び２年のゼミナールで行うＳＰＩに必要な知識及び思考過程を修得できる。

授業全体の内容と概要
数から始まり数の計算及び式の計算等を練習問題を計算することによって、数学の問題を解く実感及びＳＰＩに必要な数学の知識をつかませる。

授業の方法
授業は、板書で実施し、板書にて説明しながら、演習を行う。課題は学生が提出後、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ゼミナールの内容を十分に理解するために予習・復習を怠らず、また講義や演習に対して積極的に取り組むこと。
レポート等の提出方法についてはゼミナール時間中に指示するので、ゼミナールを欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識の修得

計算過程において必要な記
述内容の修得

思考過程のプレゼンテーシ
ョン

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が１００％理解でき
ている。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が９０％理解できて
いる。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が８０％理解できて
いる。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が７０％理解できて
いる。

演習問題は計算過程を
１００％記述したレポート
になっている。

演習問題は計算過程を
９０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
８０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
７０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
７０％も記述したレポート
になっていない。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。また、
質問にも正確に対応してい
る。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
出来ている。

一部筋道の立った思考過程
がプレゼンテ－ションを通
して出来ている。

筋道の立った思考過程のプ
レゼンテ－ションが出来て
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ３０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

146－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス及びシラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（45分）

2 数 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）3 整数 今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）分数4

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）小数5

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）展開（１）6

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）展開（２）7

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）因数分解（１）8

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）因数分解（２）9

10 因数分解（３） 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）平方根（１）11

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）平方根（２）12

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）複素数13

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）分数式（１）14

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）分数式（２）15

総理解（45分）総復習（45分）まとめ及び要点のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今日のゼミナールの再確認（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



文章の読解力に問題があり
、文章を豊かな表現で書く
ことができない。

147－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での勉強を進めるにあたり、今後必要となる文章読解力のほか、コミュニケーション能力やディスカッション能力、更にはプレゼンテーション能力の向上を図
る。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞４．と５．＜履修すべき科目と単位＞３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。

到達目標
自分でテーマを設定し、文章にまとめることができる。
グループ内でのコミュニケーションを図ることができる。
コミュニケーションを図るための方法を考え、リーダーシップを発揮できる。
テーマにもとづいてプレゼンテーションをすることができる。

授業全体の内容と概要
授業の前半は、１５００字程度のレポートを作成し、発表する。また、グループを作り討議する。
自分の考えを積極的に発言し、ゼミの中でリーダーとしてコミュニケーションを図る方法を考える。
後半は、特定のテーマでプレゼンテーションを行うとともに質疑応答を行う。
人前で話すための準備をし、解り易く、興味深い内容を考える。

授業の方法
小論文、レポートの書き方については、板書または資料にて説明する。提出されたレポートについては、添削及び内容の評価とともにフィードバックする。
グループディスカッションやプレゼンテーションの題材として、新聞やインターネットによるニュース等を提供しながら実施する。プレゼンテーションの方法につ
いては、授業のなかで学びとともに説明する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とする。
対話する機会が多いので、積極的な発言や能動的な授業態度で臨むこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章の読解力と文章表現

コミュニケーション能力

ディスカッション能力

プレゼンテーション能力

文章の読解力に問題なく、
文章をとても豊かな表現で
書くことができた。

文章の読解力に問題なく、
文章表現も比較的豊かに書
けた。

文章の読解力に問題なく、
読み手に解り易く書くこと
ができた。　

文章の読解力にやや問題が
あるが、文章表現は普通に
書くことができた。

仲間とのコミュニケーショ
ンを図る方法がとても巧み
におこなえた。

仲間とコミュニケーション
を図ることが比較的巧みに
できた。

仲間とコミュニケーション
を図ることが普通にできた
。

仲間とコミュニケーション
を図ることが上手ではない
が努力した。

仲間とコミュニケーション
を図ることがとても苦手で
あった。

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップも取
れた。

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップもま
ずまず取れた。

討議の中で、対話を巧みに
できたが、リーダーシップ
をとるまではいかなかった
。

討議の中で、対話をするこ
とが普通にできた。

討議の中で、対話をするこ
とが苦手で、ほとんど受け
身でおわった。

パワーポイント等を巧みに
使い、解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。

パワーポイント等を使い、
比較的解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。

パワーポイント等を使い、
解り易くプレゼンテーショ
ンを行った。

パワーポイント等を使い、
プレゼンテーションを行っ
たが、多少伝わらなかった
。

プレゼンテーションの準備
ができていなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階　　

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ １０％ ０％ ７０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

148－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバス説明）
自己紹介 事前にシラバスを読んで確認する。（４５分）

2 レポートの書き方について学ぶ シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）

シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）3 「学生とスポーツ」というテーマでレポートを作 ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）レポートの発表と意見交換①4

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）レポートの発表と意見交換②5

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）レポートの発表と意見交換③6

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーションについて（テーマと方法）7

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーション（５分）の準備①8

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーション（５分）の準備②9

10 ミニプレゼンテーション（５分）の準備③ シラバスを読んで確認と準備をする。（45分） ノートに記載された内容を復讐する。（45分）

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と討議①11

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と討議②12

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と討議③13

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）グループディスカッション　①14

ノートに記載された内容を復讐する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）グループディスカッション　②15

評価等に関する説明を確認する。（４５分）ノートに記載された内容を再度確認するする。
（４５分）ふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

注意事項等を再度確認する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階　　

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期



149－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

150－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識・技能を修得
できなかった。

151－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
各自の興味のあるものをテーマに選び、、自由に発想を展開し、レポートにまとめる。
就職活動を見据え、常に社会に目を向ける習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰの＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
社会のさまざまな出来事に対して、自分なりの意見を述べることができるようにする。

授業全体の内容と概要
就職面談を想定し、話題のニュースについて、ディスカッションを行う。各自のテーマが決まった時点で、少しずつテーマについて調べ、ゼミ終了時にレポートを
提出してもらう。

授業の方法
授業では各自のテーマにかかわる資料を配布し、板書をしながら講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
基礎ゼミナールⅠA再履修者。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１1回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

152－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（４５分）

2
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（環境問題について）。各自のテーマにつ
いて調べたことを発表する。

前回の授業内容を確認すること。（４５分） 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（経済について）。各自のテーマについて
調べたことを発表する。

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（世界経済）。各自のテーマについて調べ
たことを発表する。

4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（環境問題について）。各自のテーマにつ
いて調べたことを発表する。

5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（政治問題について）。各自のテーマにつ
いて調べたことを発表する。

6

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（金融問題について）。各自のテーマにつ
いて調べたことを発表する。

7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（音楽について）。各自のテーマについて
調べたことを発表する。

8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（文学について）。各自のテーマについて
調べたことを発表する。

9

10
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（日本の伝統文化について）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（世界の歴史について）。各自のテーマに
ついて調べたことを発表する。

11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（日本の歴史について）。各自のテーマに
ついて調べたことを発表する。

12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（世界の絵画について）。各自のテーマに
ついて調べたことを発表する。

13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（日本の絵画について）。各自のテーマに
ついて調べたことを発表する。

14

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。SPI
試験対策（建築について）。各自のテーマについて
調べたことを発表する。

15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）レポートの内容についてのプレゼンテーションを行
う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ピーキングとテーパリング
の定義を説明できない。

153－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
狙った試合で最高のパフォーマンスを発揮するための方法を理解する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
ピーキングとテーパリングについて理解できる。
課題解決のために他者と討議することができる。
ピーキングを実践することができる。

授業全体の内容と概要
狙った試合で最高のパフォーマンスを発揮するために、科学的なエビデンスに基づいた情報を理解する。計画を立て実行しパフォーマンスの向上を確認する。

授業の方法
プリントや資料を配布する。
グループワークやディスカッションを行いながら既存のトレーニング方法について考察し、プレゼンテーションを行い他者と共有する機会を設ける。
実際に体を動かしその成果を見る。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
硬式野球部優先

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ピーキングとテーパリング
の理解

他者との討議

ピーキングの実践

ピーキングとテーパリング
の定義を説明できると共に
、ピーキングとテーパリン
グを構成する様々な要素に
ついて調べ、まとめている
。また様々なケースにおい
て採用されたピーキングの
方法について意見を持てて
いる。

ピーキングとテーパリング
の定義を説明できると共に
、ピーキングとテーパリン
グを構成する様々な要素に
ついて調べ、まとめている
。

ピーキングとテーパリング
の定義を説明できると共に
、ピーキングとテーパリン
グを構成する様々な要素に
ついて調べている。

ピーキングとテーパリング
の定義を明できる。

他者と討議しながら解決の
ための具体策を提示的ると
共に、意見を集約してまと
めることができる。さらに
は新たな課題を自ら発見し
、他者との討議の場を生み
出すことができる。

他者と討議しながら解決の
ための具体策を提示的ると
共に、意見を集約してまと
めることができる。

他者と討議しながら解決の
ための具体策を提示できる
。

他者と討議できる。 他者と討議できない。

ピーキングを実践し、成果
と原因を把握し、改善のた
めの新たな計画を立てれて
いる。さらには周りに対し
てアドバイスができる。

ピーキングを実践し、成果
と原因を把握でき、改善の
ための新たな計画を立てれ
ている。

ピーキングを実践し、成果
と原因を把握できている。

ピーキングを実践している
。

ピーキングを実践していな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 河森　直紀 ナップ 978-4905168539

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ピーキングのためのテーパリング』 2018

2 寺田　新 東京大学出版会  978-4130527064『スポーツ栄養学: 科学の基礎から「なぜ?」に
こたえる』

2017

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

154－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス：シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 ピーキングとテーパリングの理解と習得１：テーパ
リングとピーキングの定義

学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分） 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）3 ピーキングとテーパリングの理解と習得２：適切な

テーパリングがもたらすパフォーマンス 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの理解と習得３：超回復
理論とフィットネスー疲労理論4

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの理解と習得４：テーパ
リングがピーキングにつながるメカニズム5

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの理解と習得５：テーパ
リングの実際6

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの理解と習得６：テーパ
リング以外のピーキング手法7

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）ピーキングとテーパリングの確認8

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践１：目的とする試
合へのピーキング計画の作成9

10 ピーキングとテーパリングの実践２：パフォーマン
スの目標設定、現状分析

学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分） 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践３：エクササイズ
の選択11

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践４：疲労を構成す
る要素12

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践５：摂取すべき栄
養とタイミング13

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践６：サプリメント
とその効果について14

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

ピーキングとテーパリングの実践７：生活環境につ
いて15

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）講義全体を振り返り質問事項をまとめておく（４５
分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



155－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ほぼ全ての行動について主
体的に取り組まなかった。

157－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本科目では、グループワーク（ディスカッション・課題制作・プレゼンテーション等）を通じて、主体性や課題発見力、発信力・傾聴力といった社会人基礎力の向
上を目標とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１.と２.と４．＜履修すべき科目と単位＞の３.に対応する。

到達目標
グループワーク等を通じて、他の履修生と協同しながら主体的に取り組み、課題解決のために必要なことを見出すことができる。

授業全体の内容と概要
はじめに、企業における広報・マーケティング戦略（ＳＮＳや広告デザイン等）に関するケース資料を配布する。そのケースについて、グループでディスカッショ
ン等により分析を行い、課題を解決するための提言をまとめ、プレゼンテーションを行う。内容によっては、課題制作（各種広告物など）を行い、より具体的に課
題解決の取り組みを行う。

授業の方法
各回の計画にそって、グループによる議論を行い、その結果をまとめて発表をするなどの演習を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
学科等に関して制限は設けない。課題制作を行う場合も全学科対応できるよう考慮した内容とする。なお、評価についてはグループでの取り組みを重視する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

前に踏み出す力（主体性）

考え抜く力（課題発見力）

チームで働く力（傾聴力・
柔軟性）

一定の行動について、主体
的に取り組み、周囲に働き
かけて巻き込むことができ
、目的を持って行動するこ
とができた。

一定の行動について、主体
的に取り組み、周囲に働き
かけて巻き込むことができ
た。

一定の行動について、主体
的に取り組み、少ないなが
らも周囲に働きかけて巻き
込むことができた。

一定の行動について主体的
に取り組んだ。

課題を発見し、見出した解
決策の実行に向けた具体的
なプロセスを考えることが
でき、その解決策が効果的
で新たな価値を創造するこ
とができた。

課題を発見し、見出した解
決策の実行に向けた具体的
なプロセスを考えることが
できた。

課題を発見し、解決策を見
出すことができた。

課題を発見できた。 課題を発見できなかった。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴でき、お互いの立
場や考え方を尊重して意見
集約ができ、反対意見に対
しても柔軟に対応した。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴でき、お互いの立
場や考え方を尊重して、意
見集約ができた。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴できた。

他の履修生の意見を最低限
傾聴できた。

他の履修生の意見を傾聴で
きなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

近澤　潤（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ３０％ ０％ ７０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） シラバスを確認する（４５分）

2 自己紹介 自己紹介の準備をする（４５分） 他の履修生の自己紹介を整理する（４５分）

グループワークについて調べる（４５分）3 グループワークのルール グループワークのルールを整理する（４５分）

ディスカッションのルールを整理する（４５分）ディスカッションについて調べる（４５分）ディスカッションのルール4

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ケース①の資料を読み、不明点を調べる（４５分）ケース分析①（ディスカッション）5

プレゼンテーションのルールを整理する（４５分）プレゼンテーションについて調べる（４５分）プレゼンテーションのルール6

フィードバックの内容について整理する（４５分）プレゼンテーションの準備をする（４５分）ケース分析①（プレゼンテーション・フィードバッ
ク）7

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ケース②の資料を読み、不明点を調べる（４５分）ケース分析②（ディスカッション）8

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ディスカッションの準備をする（４５分）ケース分析②（ディスカッション・プレゼンテーシ
ョン準備）9

10 ケース分析②（プレゼンテーション・フィードバッ
ク） プレゼンテーションの準備をする（４５分） フィードバックの内容を整理する（４５分）

分析対象について調べる（４５分）配布資料を読む（４５分）ケース分析③（分析対象の設定）11

調査結果を整理する（４５分）分析対象についての調べ方を検討する（４５分）ケース分析③（分析対象の調査）12

ディスカッションの結果をまとめる（４５分）ディスカッションの準備をする（４５分）ケース分析③（ディスカッション）13

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（４５分）自由ケース分析③（課題制作）14

プレゼンテーションの準備をする（４５分）課題制作の準備をする（４５分）自由ケース分析③（課題制作・プレゼンテーション
の準備）15

フィードバックの内容を整理する（４５分）プレゼンテーションの準備をする（４５分）自由ケース分析③（プレゼンテーション・フィード
バック・まとめ）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

説明事項を整理する（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

近澤　潤（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



感覚、身体、運動の機能及
び生涯発達の観点から一般
的な発達論について、理解
が不十分である。

159－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
感覚、身体、運動の機能について、一般的な発達論や定型発達、発達の偏りや遅れ等について理解し、その改善に向けた教育的な対応やかかわり方、支援方法につ
いて関心を高める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
感覚、身体、運動の機能について、一般的な発達論や基本的な定型発達、その発達の偏りや遅れ等について理解する。

授業全体の内容と概要
次の内容を主な内容として、一般的な発達論や定型発達、その発達の遅れや偏りについて理解する。
・基本的な感覚器官や深部感覚等に対応した機能について
・基本的な身体機能や運動機能について

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式で行う。内容により、ワークショップ形式のグループワークやロールプレイ等も組み入れる。
また、レポート提出やロールプレイ、課題発表等を実施し、フィードバックとしてレポート提出に対してはコメント等、ールプレイ、課題発表等には実施後に解説
、説明を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や演習等を実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

感覚、身体、運動の機能及
び一般的な発達論について
の理解

人の諸機能及び一般的な発
達論について、概念の整理
や説明等による思考・判断
・表現力の向上

授業への参加態度・姿勢

感覚、身体、運動の機能及
び生涯発達の観点から一般
的な発達論について十分に
理解し、定型、非定型発達
等へ発展的に捉えた。

感覚、身体、運動の機能及
び生涯発達の観点から一般
的な発達論について十分に
理解を深めた。

感覚、身体、運動の機能及
び生涯発達の観点から一般
的な発達論について、一定
程度、理解できた。

感覚、身体、運動の機能及
び生涯発達の観点から一般
的な発達論について、部分
的に理解できたが、さらに
学修が必要である。

人の諸機能及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確かつ発展
的な整理や説明等をとおし
て、思考・判断・表現力を
高めた。

人の諸機能及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、十分に
思考・判断・表現力を高め
た。

人の諸機能及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、一定程
度、思考・判断・表現力を
高めた。

人の諸機能及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、部分的
に思考・判断・表現力を高
めたが、さらに学修が必要
である。

人の諸機能及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、思考・
判断・表現力の高まりが不
十分である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ２０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

160－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（45分）

2 生涯発達の観点による発達論の概要 一般的な発達論について概観すること （45分)授業内容と重要事項を整理すること　（45分)

視覚等の感覚機能の概要について調べておくこと
（45分）3 視覚等の感覚機能とその発達１ 授業内容と重要事項を整理すること　（45分)

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)視覚等の感覚機能の概要について調べておくこと
（45分）視覚等の感覚機能とその発達２4

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)視覚等の感覚機能の概要について調べること（45分
）

視覚等の感覚機能とその発達の遅れ、偏り、アンバ
ランス5

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)深部感覚等の概要について調べること（45分）振動覚等の深部感覚の機能とその発達１6

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)深部感覚等の概要について調べること（45分）振動覚等の深部感覚の機能とその発達２7

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)深部感覚等の概要について調べること（45分）振動覚等の深部感覚の機能とその発達の遅れ、偏り
、アンバランス8

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)身体機能について調べること（45分）身体機能とその発達１9

10 身体機能とその発達２ 身体機能について調べること（90分） 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)身体機能について調べること（90分）身体機能とその発達の遅れ、偏り、アンバランス11

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)運動機能について調べること（45分）運動機能とその発達１（粗大運動と微細運動）12

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)運動機能について調べること（45分）運動機能とその発達２13

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)運動機能について調べること（45分）運動機能とその発達３14

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)運動機能について調べること（45分）運動機能とその発達の遅れ、偏り、アンバランス15

授業内容と重要事項を整理すること　(45分)全内容の概要を振り返ること（45分）感覚機能、身体、運動機能等の発達のまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を整理すること（45分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071043（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期



161－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092072（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

162－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092072（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



１１回以下授業に参加して
いる。

163－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 9784805851043

概要

履修目標
相談援助の理論Ⅰ・Ⅱで学んだ内容技術について，より広げ集団及び家族への援助並びに地域を基盤とした援助等のためのケアマネジメントの基礎などの理解を深
めます。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
①社会福祉専門職の多様な技術とその効果について理解し、説明する。
②事例などから，利用者のケアマネジメントを実施する。

授業全体の内容と概要
①社会福祉援助体系に占める，ケースワークを中心に学ぶ。
②現場で必要とされる面接技術を身につける。
③社会福祉専門職と集団・間接援助技術の関係性を学ぶ。

授業の方法
知識の獲得はもちろんですが、グループワークや演習、ロールプレイなど、ソーシャルワーカーにとって必要な技術を活用しながら授業を行います。板書やプリン
トなどを使い、確認テストも行い、知識の獲得を図ります。マイクロカウンセリングを行い、自身の課題などをフィードバックして、面接の在り方を意識できるよ
うにします。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。資料等は，適宜配布します。
②相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱを学んでいることが望ましい。
③試験前の授業では総まとめを行います，大変重要です。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、ノートを作
成し提出する。

定期試験の成績が６０点以
上である。

マイクロカウンセリングを
意識した面接が行え、ケア
マネジメントサイクルがで
きる。

１５回以上授業に参加し、
ノートが整理され積極的に
学習を行った。

１４回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

１３回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

１２回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

マイクロカウンセリングを
意識しながら、インテーク
からエバリュエーションま
でできる。

マイクロカウンセリングを
意識しながら、インテーク
からモニタリングまででき
る。

マイクロカウンセリングを
意識しながら、インテーク
からプランニングまででき
る。

マイクロカウンセリングを
意識しながら、インテーク
からアセスメントまででき
る。

演習や模擬面接が困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『『相談援助の理論と方法Ⅱ』』 2009年02月

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423083（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉士として相談援助を行っていた教員が相談援助の実際をライブ形式で授業を行いま
す。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１２回以上。手書きのノートの提出があります。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ２５％ ０％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

164－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 相談援助の理論と方法Ⅲの学びについて
シラバスの説明 事前に教科書を確認（９０分）

2 相談援助における対象の理解①概念と定義 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

事前に教科書を確認（９０分）3 相談援助における対象の理解②対象の捉え方 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケースマネジメント①インテーク4

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケースマネジメント②アセスメント5

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケースマネジメント③プランニング6

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケースマネジメント④ケアプランの作成7

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケアマネジメントの実際(在宅）について理論8

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケアマネジメントの実際(在宅）について実践　事
例研究9

10 ケアマネジメントの実際(施設）について理論 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケアマネジメントの実際(施設）について実践　事
例研究11

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）コーディネーションとネットワーキング①12

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）コーディネーションとネットワーキング②13

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）相談援助における社会資源の活用・調整・開発　ソ
ーシャルアークション14

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ボランティアについて、実習態度、まとめ15

試験の振り返り（９０分）定期試験対策（９０分）定期試験（６０分試験終了後・３０分解説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

板書・教科書の復習（９０分）

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423083（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉士として相談援助を行っていた教員が相談援助の実際をライブ形式で授業を行いま
す。

基本情報

開講時期



165－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

166－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



167－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

168－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



169－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

170－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



171－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

172－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

173－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキルを習得する。具体的には、社会福祉に関係する様々な事象のうち、自分が関心を持つ事象を探究するための
スキル（問題発見・分析能力の養成・情報文献収集・調査等）を身に付ける。また、ゼミナールごとにキャリア支援教育が組まれており、身に着けたスキルを将来
に生かす方法を探求する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
ソーシャルスキル、グループ方式による作業方法、データの収集や分析・解釈、プレゼン能力の向上、論文作成など、一連の方法を身に付けることが基本となるが
、さらに、下記のことについて達成できるようにする。
・各自の関心に基づく社会福祉関連の研究テーマを見つけることができる。
・関連資料の収集・整理を共同作業で行うことができる。
・研究報告及び研究成果のまとめを行うことができる。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生に提示する「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形態がとられる。資料等の提示については、板書、資料配
布、プレゼンテーションソフトウェア等により行われる。課題等に関するフィードバックはコメントにてフィードバックされる。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

◯ 模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

◯ 調査学習

◯ 双方向授業

◯ ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各担当教員の指示に従い、主体的・積極的な参加に務めること。
大学生として真摯に学ぶ姿勢と自覚が求められる。
後期の「専門演習ⅡＢ」も、この演習の担当教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

卒業論文執筆のテーマをが
明確になっている。

研究テーマに関するディス
カッションができる。

自分の研究テーマについて
プレゼンテーションができ
る。

卒業論文執筆のテーマが明
確になっており、そのテー
マに至るまでの文献・ネッ
ト検索のプロセスを説明で
きる。

卒業論文執筆のテーマが明
確になっており、そのテー
マの今後の執筆予定を説明
できる。

卒業論文執筆のテーマに沿
って章立てができており、
執筆を開始している。

卒業論文執筆のテーマが明
確になっている。

ディスカッションにおいて
、自分の執筆テーマの意義
と展望、現在の進捗状況を
報告でき、尚且つ、他者の
発表に的確な助言ができる
。

ディスカッションにおいて
、自分の執筆テーマの意義
と展望、現在の進捗状況を
報告できる。

ディスカッションにおいて
、自分の執筆テーマの意義
と展望を報告できる。

ディスカッションにおいて
、自分の研究テーマを報告
できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

自分の研究テーマについて
のプレゼンにおいて、明確
な参考資料を提示でき、報
告でき、且つ、周囲を納得
させることができ、さらに
、他者のプレゼンに対して
的確な助言ができる。

自分の研究テーマについて
のプレゼンにおいて、明確
な参考資料を提示でき、報
告でき、且つ、周囲を納得
させることができる。

自分の研究テーマについて
のプレゼンにおいて、明確
な参考資料を提示でき、報
告できる

自分の研究テーマのプレゼ
ンテーションが一応できる
。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席条件10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

174－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 担当教員によるガイダンス（シラバスの説明を含む
） 所属研究室選択資料の確認（45分）

2 担当教員による授業２ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業３ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（４５分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅡＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



175－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「専門演習ⅡＡ」の目的は、各自 が卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキルを習得してゆくプロセスを支援することである。 具体的には、社会福
祉に関係する様々な事象のうち、自分が関心を持つ事象を探求するためのスキル（問題 発見・分析能力の養成・情報文献収集・調査等）を養成する。また、ゼミナ
ールごとにキャリア支援教育が 組まれており、身に着けたスキルを将来に生かす方法を探求する。

授業の位置づけ
本科目は社会福祉学科ディプロマポリシーすべてに対応する科目である。

到達目標
ソーシャルスキル、グループ方式による作業方法、データの収集や分析・解釈、プレゼン能力の向上、論文 作成など、一連の方法を身に着けることが基本となるが
、さらに、下記のことについて達成できるようにする。
・各自の関心に基づく社会福祉関連の研究テーマを見つけることができる。
 ・関連資料の収集・整理を共同作業で行うことができる。
 ・研究報告及び研究成果のまとめを行うことができる。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示している「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形 態がとられる。したがって、大学生として真摯に学ぶ姿
勢と自覚が求められる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各担当教員の指示に従い、主体的・積極的な参加に務めること。後期の「専門演習ⅡＢ」も、この演習の担 当教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『それぞれの担当教員によって随時紹介される。
』

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席条件10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

％ ％ ％ ％ ％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

176－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認 （45分)

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

全体振り返り（45分）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅡＡ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



177－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

178－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



179－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

180－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



181－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

182－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



183－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

184－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134157（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



環境問題に対して知識がな
い。

185－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力を身につけるために，「自然と環境」を幅広く学ぶ。地球の温暖化，酸性雨，森林の減少と砂漠化，オゾン層の破壊，海洋汚染，内分泌攪乱物質の放出など
，多くの環境問題の実態を科学的観点に立って認識し，そのメカニズムや原因，さらに対策について考える。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
ニュースや報道等で取り扱われる環境問題について，ある程度把握できる。
環境の諸問題の原因と結果，対策などに関して，自分なりの見解を持つことができる。

授業全体の内容と概要
環境の定義に始まり，次に地球規模の環境問題，特に，地球の温暖化・酸性雨・森林の減少と砂漠化・オゾン層の破壊などについて扱う。さらに，主なエネルギー
資源とその問題点，新しいエネルギー資源の開発についても進める。

授業の方法
板書とプリントを用いて，地球規模の環境問題（地球の温暖化・酸性雨・森林の減少と砂漠化・オゾン層の破壊など）の概要を講義形式で，できる限り簡潔に，か
つ丁寧に説明していく。
グループワークやディスカッションを通じて多様な意見の中から判断できるようにする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・私語を慎むこと。
・授業内容を自らが積極的に調べる姿勢で授業に臨むこと。
・インターネット等を活用して，積極的に調べること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

環境問題に関する知識

環境問題に関するレポート
作成

環境問題の分析

複数の環境問題に対して、
具体的に説明できる知識が
あり、環境問題の改善に役
立てられていれる。さらに
は他者を巻き込んで環境問
題の改善について考えられ
ている。

複数の環境問題に対して、
具体的に説明できる知識が
あり、環境問題の改善に役
立てられている。

複数の環境問題に対して、
具体的に説明できる知識が
ある。

環境問題に対して知識があ
る。

PC等を活用して適切な体裁
で図表や写真等を用いた効
果的なレポートの作成がで
きる。必要な情報・データ
へ適切にアクセスでき、批
判的視点で評価・取捨選択
・統合できる。

PC等を活用して適切な体裁
で図表や写真等を用いた効
果的なレポートを作成でき
る。

PC等を活用して図表や写真
等を用いたレポートを作成
できる。

PC等を活用してレポートを
作成できる。

PC等を活用できず、指定の
体裁でレポートが作成でき
ない。

環境問題について文献や電
子資料の情報を、テーマ毎
にまとめ、それぞれについ
て自分なりの見解が持て、
さらには改善策を提示でき
る。さらには行動を起こす
ことが出来ている。

環境問題について文献や電
子資料の情報を、テーマ毎
にまとめ、それぞれについ
て自分なりの見解が持て、
さらには改善策を提示でき
る。

環境問題について文献や電
子資料の情報を、テーマ毎
にまとめ、それぞれについ
て自分なりの見解が持てて
いる。

環境問題について文献や電
子資料の情報をまとめ、自
分なりの見解を持てている
。

環境問題について文献や電
子資料の情報整理を行って
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 小島　次雄ら　箸 化学同人 978-4759809879

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『これからの環境科学』 2005

2 松岡　憲知ら　編 古今書院 978-4772253192『改訂版　地球環境学』 2019

3

4

5

科目名称 自然と環境

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

EPS031012（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
成績は，レポート課題の提出と定期試験の結果を総合して判定する。
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ６０％ ０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

186－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 自然と環境：シラバスの説明、環境の定義 シラバスを事前に読んでおく。環境の定義を調べて
おく。（９０分）。

2 人間と環境：我々を取り巻く環境問題 我々を取り巻く環境問題について調べる（９０分）
。

我々を取り巻く環境問題のうち，特に興味のある問
題について調べる（９０分）。

温室効果と地球温暖化の原因について調べる（９０
分）。3 地球規模の環境問題①：地球の温暖化（温室効果・

地球温暖化の原因）
温室効果と地球温暖化の原因について確認する
（９０分）。

地球温暖化の影響について確認する（９０分）。地球温暖化の影響について調べる（９０分）。地球規模の環境問題②：地球の温暖化（温暖化の影
響）4

地球温暖化の防止対策について確認する（９０分）
。地球温暖化の防止対策について調べる（９０分）。地球規模の環境問題③：地球の温暖化（温暖化の防

止対策）5

酸性雨の定義と発生源について確認する（９０分）
。酸性雨の定義と発生源について調べる（９０分）。地球規模の環境問題④：酸性雨（酸性雨と発生源）6

酸性雨の特徴と影響について確認する（９０分）。酸性雨の特徴と影響について調べる（９０分）。地球規模の環境問題⑤：酸性雨（酸性雨の特徴・酸
性雨の影響）7

酸性雨に対する防止対策について確認する（９０分
）。

酸性雨に対する防止対策について調べる（９０分）
。地球規模の環境問題⑥：酸性雨（酸性雨の対策）8

森林の減少とその原因について確認する（９０分）
。森林の減少とその原因について調べる（９０分）。地球規模の環境問題⑦：森林の減少と砂漠化（森林

の減少とその原因）9

10 地球規模の環境問題⑧：森林の減少と砂漠化（熱帯
林の保全）

熱帯林の重要性と熱帯林減少の原因について調べる
（９０分）。

熱帯林の重要性と熱帯林減少の原因について確認す
る（９０分）。

砂漠化の原因とその現状について確認する（９０分
）。

砂漠化の原因とその現状について調べる（９０分）
。

地球規模の環境問題⑨：森林の減少と砂漠化（砂漠
化の原因とその現状）11

オゾン層とオゾン層破壊の原因について確認する
（９０分）。

オゾン層とオゾン層破壊の原因について確認する
（９０分）。

地球規模の環境問題⑩：オゾン層の破壊（オゾン層
とは・オゾン層破壊の原因）12

オゾン層破壊による人体への影響を確認する（９０
分）。

オゾン層破壊による人体への影響について調べる
（９０分）。

地球規模の環境問題⑪：オゾン層の破壊（オゾン層
破壊による人体および環境への影響）13

エネルギー資源の種類，特に原子力エネルギーにつ
いて確認する（９０分）。

エネルギー資源の種類とその変遷について調べる
（９０分）。

エネルギー資源①：エネルギー資源の種類とその変
遷14

新しいエネルギー資源について，その種類と現状を
確認する（９０分）。

新しいエネルギー資源について，その種類と現状を
調べる（９０分）。エネルギー資源②：新しいエネルギー資源の開発15

定期試験の内容を確認する（９０分）。前１５回の講義内容を復習する（９０分）。定期試験、解説：６０分の試験終了後、残りの３０
分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスの内容を確認する。環境の定義を確認する
（９０分）。

科目名称 自然と環境

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

EPS031012（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



英文法の初歩が理解されて
いない。

187－ －

ルーブリック

評価項目

1 Y.Aiko、他 朝日出版社

概要

履修目標
受講者に英文法、読解、作文、会話の基礎的な知識と運用方法が身に付く。合わせて、平易な英文の読解と作文の能力が身に付く。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
受講者において、英文法、読解、作文、会話の基礎的な知識と運用能力の習得ができている。
特に英文法の基礎的な知識が身に付いており、基礎的な読解力が身に付いている。

授業全体の内容と概要
この科目はグローバル化に対応するための一助として「外国語」を学ぶための科目である。
毎回、英文法、読解、作文、会話の練習問題を解いてもらう。合わせて、適宜、必要最小限の補足説明を行なう。
授業の最後にその回の内容についてのまとめと質問への回答（フィードバック）を行う。

授業の方法
毎回、所定のテキストに沿って、１）その回の説明、２）英文法、読解、作文、会話の練習問題を解いてもらい、３）その後に解答と説明を行なう。
解答と説明は、適宜、口頭と板書、パワーポイントを使って行う。
授業の最後にまとめと質問の時間（フィードバック）を設ける。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　英文法の理解

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　英文読解・作文
の能力

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　英会話の能力

テキストの説明が完全に理
解されており、テキストの
問題がほとんど解ける。

テキストの説明がほぼ理解
されており、テキストの問
題が大体解ける。

テキストの説明が大体理解
されており、テキストの問
題の主要な部分が解ける。

英文法の初歩が理解されて
おり、テキストの問題がい
くらか解ける。

テキストの英文が完全に理
解され、
基本的な英文がしっかりと
書ける。

テキストの英文がほぼ理解
され、基本的な英文が書け
る。

テキストの英文が大体わか
り、単純な英文が書ける。

簡単な英文が大体わかり、
単純な英文が大体書ける。

簡単な英文がわからず、単
純な英文が書けない。

テキストの英会話文が完全
に理解されており、応用的
な展開ができる。

テキストの英会話文がほぼ
理解され、応用ができる。

テキストの英会話文が大体
わかり、
若干の応用ができる。

簡単な英会話文が理解でき
、少し応用できる。

簡単な英会話文が理解でき
ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『English Once More!』

2

3

4

5

1 適宜指示する

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 英語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052023（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得に必要となる最低出席回数は１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

188－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス。 シラバスを読む。（９０分）

2 Unit7：名詞・冠詞の使い方（１） Unit7の予習（９０分） Unit7の復習（９０分）

Unit7の予習（９０分）3 Unit7：名詞・冠詞の使い方（２） Unit7の復習（９０分）

Unit8の復習（９０分）Unit8の予習（９０分）Unit8：代名詞の使い方（１）4

Unit8の復習（９０分）Unit8の予習（９０分）Unit8：代名詞の使い方（２）5

Unit9の復習（９０分）Unit9の予習（９０分）Unit9：形容詞の使い方（１）6

Unit9の復習（９０分）Unit9の予習（９０分）Unit9：形容詞の使い方（２）7

Unit10の復習（９０分）Unit10の予習（９０分）Unit10：副詞の使い方（１）8

Unit10の復習（９０分）Unit10の予習（９０分）Unit10：副詞の使い方（２）9

10 Unit11：比較の使い方（１） Unit11の予習（９０分） Unit11の復習（９０分）

Unit11の復習（９０分）Unit11の予習（９０分）Unit11：比較の使い方（２）11

Unit12の復習（９０分）Unit12の予習（９０分）Unit12：前置詞の使い方（１）12

Unit12の復習（９０分）Unit12の予習（９０分）Unit12：前置詞の使い方（２）13

Unit13の復習（９０分）Unit13の予習（９０分）Unit13：受動態の使い方14

Unit14の復習（９０分）Unit14の予習（９０分）Unit14：現在完了形の使い方15

Unit7から14を通読する（９０分）Unit7から14を通読する（９０分）６０分の試験終了後、残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Unit7の予習（９０分）

科目名称 英語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052023（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



基本的な事項が身について
いない。

189－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での専門的な勉学に支障を感じることのないような日本語の力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
演習を通して日本語の知識を増やし、使いこなすことができる。要約の練習によって重要な点をつかみ、それを伝えることができる。

授業全体の内容と概要
要約の仕方を練習した後、新聞記事の要約を課題とし、授業で発表する。（学期中に一人３回）次に、教材を使った日本語の演習（文法・カタカナ語）を行う。小
テストを２回実施することにより、カタカナ語の理解度をみる。

授業の方法
最初に新聞のニュースの発表を行う。その後の演習では教科書を使用せず、教材は担当教員が準備する。文法を扱った演習では、自分の力で問題を解くことを奨励
し、その後解答する。また、生活で必要なカタカナ語も扱い、２回の小テストで理解度をみる。テストの返却時に正しい答えを確認する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業で初めて知った語彙や学習した文法を復習し、使えるようにすること。病気等で欠席した場合は、次の演習までに必ず教材を受け取り、勉強すること。また、
新聞記事の要約と発表を行うので、日本語の新聞を読む習慣をつけておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語文法の理解度

新聞記事の要約と発表への
取り組み

カタカナ語の理解度

授業の範囲を超え、関連事
項にも興味を持ち、積極的
に調べている。

授業内容をほぼ理解し、疑
問点があれば積極的に質問
している。

基本的な事項の理解はでき
ていたが、より複雑な事項
になると不安がある。

基本的な事項のみ理解でき
ている。

適切に要約ができ、発表の
際には自分の意見を述べる
ことができる。声の大きさ
、スピードが適切で、発音
も自然である。

要約の文章を書くことにも
発表にも真剣に取り組む姿
勢がある。

要約の文章を書くことに苦
労しているが、努力が認め
られる。発表にも真剣に取
り組んでいる。

要約ができず、文章を写し
ているだけである。発表の
際にも読めない漢字があり
、声が小さい。

要約と発表が決められた回
数に到達していない。

積極的に語彙を増やしてい
る。復習を重ね、学んだ表
現をしっかりと会得してい
る。

学んだ語については理解し
ている。

学んだ語をほぼ理解してい
る。

やや混同している語がある
。

学んだ語を覚えていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『国語辞典』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ １５％ ０％ ３０％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

190－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
漢字の読み方

シラバスを読む・前期の授業内容の復習
(４５分）

2 要約練習（１） 前回渡された教材を予習(４５分） 授業内容復習
(４５分）

前回渡された教材を予習(４５分）3 要約練習（２） 授業内容復習
(４５分）

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

カタカナ語「食」4

授業内容復習
(４５分）新聞を読む（４５分）ニュース発表

接続語5

授業内容復習
(４５分）新聞を読む (４５分）ニュース発表

カタカナ語「衣」6

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

修飾語7

授業内容復習
(４５分）新聞を読む（４５分）ニュース発表

カタカナ語「住」8

授業内容復習
(４５分）

新聞を読む
小テスト準備
(４５分）

ニュース発表
カタカナ語まとめ・小テスト（１）9

10 ニュース発表
指示語 新聞を読む(４５分） 授業内容復習

(４５分）

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

カタカナ語「買い物」11

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

主語・述語の対応12

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

カタカナ語「交通」13

授業内容復習
(４５分）新聞を読む（４５分）ニュース発表

主述・副詞の対応14

授業内容復習
(４５分）新聞を読む(４５分）ニュース発表

カタカナ語「旅行」15

授業内容復習
(４５分）

新聞を読む
小テスト準備
（４５分）

ニュース発表
カタカナ語まとめ・小テスト（２）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容復習
(４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

191－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るようにする。また，学生と教員双方の人間関係を構築し
コミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科ＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科ＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科ＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科ＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康に一層深い関心を持って，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツ又は，健康のために必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
陸上部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングの基礎的知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得、修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

１対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位確定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ２０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

192－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングの理解 １ 基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングの理解 ２ 基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ３4

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ４5

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ５6

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解 ６7

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 １8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ２9

10 基礎トレーニングの習得 ３ 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ４11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ５12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ６13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの習得 ７14

身体のケアーを怠らない（４５分）生涯スポーツ健康に留意し体調を整えておく（４５
分）基礎トレーニングの習得 ８15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

１対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



健康について基礎的な知識
を理解することが難しい。

193－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
生活の多様な側面から人間の生活と健康を理解し、より健康な生活を創りだして行くための必要な知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
個人、過程という様々なレベルにおける健康的な生活について理解し、知識を身につける。
健康について、一層関心を持ってもらう。

授業全体の内容と概要
生活の多様な側面に焦点を当て、個人家族、地域社会という様々なレベルにおける人間の健康的な生活について詳しく解説する。

授業の方法
資料を通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答およびディスカッションを行います。板書や教材提示装置を活用します。健康に関するキーワードについての
調べ学修及びその発表を行います。課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、小人数集団の利点を生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
積極的に取り組むことを期待します。２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。授業に臨む際に求められる態度・姿勢:集中して
聞く。授業中の私語は慎んでください。目に余るときには退室を命じる場合があります。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体的に取り組む態度

健康について基礎的な知識
を深く理解ができる。

健康について基礎的な知識
をおおむね理解できる。

健康について基礎的な知識
を理解できる。

健康について基礎的な知識
を多少理解できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開に十分に考察で
きる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開におおむね考察
できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容について考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について多少考
察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について考察す
ることは難しい。

健康の多様な展開について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

健康の多様な展開について
理解したことをおおむね説
明できる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明できる
。

健康の多様な展開について
理解したことを多少説明で
きる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『資料配布』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数１０回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

194－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス「シラバス説明」 事前にシラバスを読んで確認する(４５分)

2 問題解決な手法導入 シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)3 自己への信頼実現 ノートに記載された内容を復習し、理解する。

(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)ヒトのストレス対処4

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)寝ることと食べること5

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)記憶とトラウマ6

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)心の健康を考える7

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康な心8

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)休養と健康9

10 心の健康づくり シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)心の問題研究11

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食と健康12

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食と健康13

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食事療法14

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)食事療法15

解説の内容を確認する。(４５分)ノートに記載された内容を再復習し、理解する。
(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識をり修得でき
なかった。

195－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
建築・絵画・音楽などウィーン文化を考察し、ウィーンでの研修（希望者のみ）の準備を行う。また、このゼミナールでは就職活動時に必要になるスキルの修得を
早い段階から始める。キャンパス・ライフを謳歌しつつ、自由な発想の展開、自己実現などをテーマに学びを広げる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ドイツ語圏への旅行、留学の際に、困らない程度の日常会話を身につける。　

授業全体の内容と概要
ウィーンといえば、クラシック音楽である。毎回、クラシック音楽をBGMに、ゆったりとしたペースで授業を行う。ウィーンの文化・見どころについてプリントを配
布し、説明を行う。各自のテーマが決まった時点で、少しずつテーマについて調べ、ゼミ終了時にレポートを提出してもらう。

授業の方法
授業では板書をしながら、ドイツ語の文法・文化を紹介する。ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ウィーンを含めたヨーロッパの絵画、建築、音楽等に興味のある学生であればだれでも受講可能。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。　

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。
　

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１1回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

196－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（４５分）

2 ［ウィーンのカフェ―の文化について］ 前回の授業内容を確認すること。（４５分） 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3 ［オーストリアのワインについて］ 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ハプスブルク家の歴史について］4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）［マリア・テレジアについて］5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［マリー・アントワネットについて］6

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［シシーについて］7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［フロイトについて］8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ウィーンの音楽について］9

10 ［ウィーンのオペラについて］ 前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［オペラとオペレッタの違いについて］11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ウィーンの食事について］12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ハプスブルクの食卓について］13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ザッハートルテについて］14

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［グリーヒェンバイスルについて］15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）［レポートのプレゼンテーション］16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができない。

197－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツの基礎的トレーニングを理解し，個人に必要なトレーニングを自ら実践できるよう知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，安全にトレーニングできる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツに必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する。

授業の方法
プリントなど資料にて説明したのち，トレーニング室及び体育館などで実際にトレーニング(フィジカルとメンタル)をする。なお，次回の授業において前回の反省
と確認を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
バスケットボール部に所属の学生を対象とする。注意事項等の詳細についてはガイダンスにて説明する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度・判断

競技及び個人の特性を理解
し，安全にトレーニングが
できる。

知識・理解

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが７割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが5割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが3割程度で
きる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングができる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが７割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが5割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングが3割程度
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
にトレーニングができない
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用ができる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が７割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が5割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用が3割程度
できる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，正しく活用ができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ６０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

198－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス(シラバス説明)。 事前にシラバスを読んで理解しておく(４５分)

2 トレーニング実践　１
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)3 トレーニング実践　２
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　３
(フィジカルとメンタル)4

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　４
(フィジカルとメンタル)5

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　５
(フィジカルとメンタル)6

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　６
(フィジカルとメンタル)7

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　７
(フィジカルとメンタル)8

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　８
(フィジカルとメンタル)9

10 トレーニング実践　９
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１０
(フィジカルとメンタル)11

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１１
(フィジカルとメンタル)12

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１２
(フィジカルとメンタル)13

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１３
(フィジカルとメンタル)14

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　１４
(フィジカルとメンタル)15

専門用語の意味を理解しておくこと(４５分)内容を確認し理解を深めておくこと(４５分)振り返りと確認。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

199－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るようにする。また，学生と教員双方の人間関係を構築し
コミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康に一層深い関心を持って，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
競技スポーツ又は，健康のために必要な基礎的トレーニングを実践し，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つけ出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施して
いく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ラグビー部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴も必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングの基礎的知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングの基礎的知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングの基礎的知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得、修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

200－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングの理解と習得 基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングの理解と習得 基礎トレーニングを理解しておく（４５分）

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得4

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得5

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得6

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得7

基礎トレーニングを理解しておく（４５分）基礎トレーニングについて確認しておく（４５分）基礎トレーニングの理解と習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践9

10 基礎トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）基礎トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった

201－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
国際的に活躍するエリートアスリートとともに働く世界の著名なスポーツ科学者達のリカバリーに関する最新の科学的データを理解する．

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の５．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
「パフォーマンスを向上させたい」，「オーバーリーチングや怪我を予防したい」と考えているすべてのアスリートやコーチを目指している学生のために，科学的
なエビデンスに基づいた情報，また，エリートスポーツに携わるコーチやスポーツ科学者が，成功へと導いた競技現場でのリカバリーの応用例を実践する．

授業全体の内容と概要
すべてのアスリートやコーチを目指している学生がトレーニングや試合などの競技活動におけるオーバーロードや怪我のリスクを低下させ，最終的にはそれぞれの
パフォーマンスを改善するリカバリープロセスを学ぶ．

授業の方法
授業はパワーポイントを使用し、ＤＶＤの視聴、レポートなどの講義形式で実施する．

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した

学修ひた知識・技能を確実
に修得した

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった

学修した知識・技能を修得
したが最低限容認できるレ
ベルにとどまった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

202－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス 測定準備及び論文の読み込み（４５分）

2 リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要① 測定準備及び論文の読み込み（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

測定準備及び論文の読み込み（４５分）3 リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要② 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
スクリーニングとアセスメントの概要③4

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学①5

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学②6

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの理解と修得
解剖学的科学と機能の科学③7

本時の学習内容をまとめて提出する．（90分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの確認8

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践①
スクリーニングとアセスメント9

10 リカバリーの実践②
スクリーニングとアセスメント 測定準備及び論文の読み込み（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践③
スクリーニングとアセスメント11

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践④
スクリーニングとアセスメント12

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑤
筋機能－動作と感覚13

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑥
筋機能－動作と感覚14

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）リカバリーの実践⑦
筋機能－動作と感覚15

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備及び論文の読み込み（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

203－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本ゼミナールではキリスト教・仏教・イスラム教・儒教の教義内容とその特色を概観し、各々を構造神学的に比較したうえで、それらを振興する人々のエートス（
行動様式）の生成と、そこから導き出された現代国際社会の諸相を分析し、併せて日本社会における宗教の影響と、日本人のエートスについて考える。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。

到達目標
・キリスト教、仏教、イスラム教、儒教の基本的協議を理解する。
・上記宗教のから導き出されるエートスを理解し、現代社旗への影響を理解する。
・現代日本社会における「宗教」とその機能を理解する。

授業全体の内容と概要
小室直樹『日本人のための宗教原論ーあなたを宗教はどう助けてくれるかー』（徳間書店）を基本参考文献とし（講義ごとに購読パートを教員がコピーする）、併
せて、山本七平、橋爪大三郎、大澤真幸、の著書を参考に、音読しながら購読し、必要に応じてディスカッションを行う。

授業の方法
・各講義ごとに参考文献を音読してもらい、必要に応じて教員が説明を加える。また、ディスカッションも行う。
・ゼミで使用するプリントは前の週に配布する。熟読することが望ましい。
・学生の要望には可能な限り応じるが、教育上問題ありと思われる要望には応えられない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的積極的参加を望む。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

キリスト教・仏教・イスラ
ム教・儒教の基本的協議を
理解する。

各宗教から導き出されるエ
ートス（行動様式）を理解
する。

現代日本社会における宗教
的機能について理解する。

ゼミナールで行った内容に
ついて説明できる。ディス
カッションにおいて、自分
の意見を明示でき、且つ、
他者の意見について様々な
指摘ができる。

ディスカッションにおいて
、自分の意見を明示できる
。

高校のテキストにおける「
宗教」の基本的知識を習得
する。

ゼミナールで行った内容に
ついて説明できる。

ディスカッションにおいて
、自分の意見を明示でき、
且つ、他者の意見について
様々な指摘ができる。

ディスカッションにおいて
、自分の意見を明示できる
。

マックス・ウェーバーの「
エートス」の概念を理解す
る。

ゼミナールで行った内容に
ついて説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

ディスカッションにおいて
、自分の意見を明示でき、
且つ、他者の意見について
様々な指摘ができる。

ディスカッションにおいて
、自分の意見を明示できる
。

小室直樹・山本七平の「日
本教」について」説明でき
る。

ゼミナールで行った内容に
ついて説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の最低出席数１０回以上をクリアすること

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

204－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 高校の世界史の復習（４５分）

2 宗教のアウトライン１ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の熟読（４５分）

前回資料の読み込み（４５分）3 宗教のアウトライン２ 配布資料の熟読（４５分）

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）キリスト教１4

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）キリスト教２5

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）キリスト教３6

配布資料の熟読（９０分）前回資料の読み込み（９０分）キリスト教４7

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）仏教１8

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）仏教２9

10 イスラム教１ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の熟読（４５分）

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）イスラム教２11

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）儒教１12

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）儒教２13

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）日本人と宗教１14

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）日本人と宗教２15

配布資料の熟読（４５分）前回資料の読み込み（４５分）日本人と宗教３16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の熟読（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



トレーニングの基本を理解
していない

205－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本授業では、体力・形態測定を実施することで自己の体力を把握し足りない体力の強化に向けて、様々なトレーニング方法の基本的な理論と実践方法について学習
する。また、生涯にわたって運動習慣を継続することで高齢になっても健康で長寿であることを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
各自、無理のない体力目標を設定し、様々なトレーニング方法の基本を理解し実践できることを目標とする。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
様々な種類のトレーニングに関する基本理論を学び、正しいトレーニングの方法を学習する。

授業の方法
体育館、ウエイトトレーニング場を中心に授業を行う。授業の中で基本的なトレーニングをグループワークで実践することで、互いが課題の発見や指摘をし合い、
ディスカッションを通して正しい技術を習得できるように進めていく。レポートなどの解説のフィードバックを実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
競技経験があり体力があること。遅刻は２回につき１回欠席とする。運動着、飲料水、上靴、タオルの用意。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

トレーニングの基本

トレーニングの応用

トレーニングの実践

トレーニングの基本を良く
理解している

トレーニングの基本をほぼ
理解している

トレーニングの基本をある
程度理解している

トレーニングの基本を理解
している

トレーニングの応用が良く
できる

トレーニングの応用がほぼ
できる

トレーニングの応用がある
程度できる

トレーニングの応用ができ
る

トレーニングの応用ができ
ない

専門的なトレーニングの実
践が良くできている

一般的なトレーニングの実
践がほぼできている

基本的なトレーニングの実
践がある程度できている

トレーニングの実践ができ
ている

トレーニングの実践ができ
ない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ３０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

206－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス
シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認し（４５分）

2 体力測定 体力測定種目の確認をしておく（４５分） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

形態測定種目の確認をしておく（４５分）3 形態測定 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの基本を確認しておく（４５分）トレーニングの基本Ⅰ4

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの基本を確認しておく（４５分）トレーニングの基本Ⅱ5

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの基本を確認しておく（４５分）トレーニングの基本Ⅲ6

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの基本を確認しておく（４５分）トレーニングの基本Ⅳ7

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの基本を確認しておく（４５分）トレーニングの基本Ⅴ8

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの応用を確認しておく（４５分）トレーニングの応用Ⅰ9

10 トレーニングの応用Ⅱ トレーニングの応用を確認しておく（４５分） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニングの応用を確認しておく（４５分）トレーニングの応用Ⅲ11

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニング種目を確認しておく（４５分）トレーニングの実践Ⅰ12

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニング種目を確認しておく（４５分）トレーニングの実践Ⅱ13

学習内容を復習し理解しておく（４５分）トレーニング種目を確認しておく（４５分）トレーニングの実践Ⅲ14

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体力測定種目の確認をしておく（４５分）体力測定15

学習内容を復習し理解しておく（４５分）授業内容を振り返り確認しておく（４５分）まとめ・フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

学習内容を復習し理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割も
果たせず、意欲もまったく
ない状態で、安全に配慮が
できない。

207－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
余暇時間の増大や高齢化が進む中で、自分自身の人生をより豊かで充実したものにするために、スポーツは非常に重要な役割を果たすと考えられる。本授業では、
トレーニングの理論と実践を通し、生涯にわたって定期的に体を動かす習慣を養うことを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
栄養、運動、休養に関する基礎的知識を身につける。
自らの体力・目標に応じたトレーニングプログラムを組み立てる。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
正しいトレーニング理論を学び、体を動かす重要性、楽しさを学ぶ。

授業の方法
授業はトレーニングの実技が中心となるが、トレーニング方法についてグループで研究を行い、各自に適しているトレーニング方法を継続的に実践できるよう実施
していく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
柔道部に所属の学生を対象とする。体育館・ウエイトトレーニング場を中心に授業を行うので、ジャージ・屋内用トレーニングシューズを用意すること。
怪我や健康上の理由がある者は、事前に申し出ること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、何事にも
意欲的に取り組み、かつ安
全に細心の注意を払うこと
ができる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り、役割を
果たすことができ、指示通
り取り組み安全に注意を払
っている。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしない時があり
、意欲もなく安全に注意を
払っていない。

トレーニングの基礎知識を
十分持ち、それぞれの領域
においても十分理解し、実
践的に活用できる。

トレーニングの基礎知識を
持ち、各領域においても深
く理解し、適切に活用でき
る。

トレーニングの基礎知識を
ある程度理解し、活用する
ことができる。

トレーニングの基礎知識が
少なく、活用することがで
きない。

トレーニングの基礎知識が
全くなく、取り組みが全く
みられない。

達成目標を設定することが
でき、達成目標以上のトレ
ーニングを実施することが
できる。

達成目標を設定し、達成目
標が達成できるよう努力す
ることができる。

達成目標を設定し、５割程
度達成することができる。

達成目標の設定が明確でな
く３割程度しか達成するこ
とができない。

達成目標を設定出来ず、な
んとなくトレーニングを行
っている。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ ０％ ０％ ６０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

208－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認をしておく（４５分）

2 体力測定、形態測定 体力測定の方法を確認しておく（４５分） 体力測定の方法を確認しておく（４５分）

ストレッチの方法を確認しておく（４５分）3 ストレッチ ストレッチの方法を理解する（４５分）

体幹トレーニングの方法を理解する（４５分）体幹トレーニングの方法を確認しておく（４５分）体幹トレーニング4

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定１5

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定２6

パワーポイントの方法を理解する（４５分）パワーポイントの方法を確認しておく（４５分）パワーポイント7

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング１8

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング２9

10 トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング３

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング４11

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング５12

ボールを用いたトレーニング方法を理解する（４５
分）

ボールを用いたトレーニング方法を確認しておく
（４５分）ボールを用いたトレーニング13

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定３14

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定４15

生涯トレーニングの特性を理解する（４５分）生涯トレーニングの特性を確認しておく（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解する（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった。

209－ －

ルーブリック

評価項目

1 姉崎洋一ほか 三省堂 9784385159485

概要

履修目標
教員になるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び意欲を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
教育制度についてその概要を理解することができる。
教育にかかわる諸問題についてその概要を理解することができる。
教員になるために必要な事項についてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回の授業テーマについて考える。
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説、新聞記事などの通読
教育に関する基本的事項についての調べ学修
教員として求められる一般教養及び教職教養の学修
学校視察やボランティア活動等への参加
漢字検定等への参加

授業の方法
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説などを通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッション
を行います。板書や教材提示装置を活用します。
教育に関するキーワードについての調べ学修及びその発表を行います。
教員として求められる一般教養及び教職教養について演習を行います。
課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点を生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○教職課程を履修し、大学卒業後に教職に就く強い希望と意思を持った学生を原則対象とします。
〇講義の前後に学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○授業開始後３０分の遅刻は「欠席」とみなします。「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった。

学修した知識・技能を修得
したが最低限容認できるレ
ベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた
。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『解説教育六法2019』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関する指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

210－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明含む）
学修計画の作成

基礎ゼミナールⅠBにかける思いをまとめる。
（４５分）

2
○学習指導要領について考える①
学修計画の発表
法令・答申等の通読及びディスカッション

前時に課された課題を提出する。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

前時に課された課題を提出する。（４５分）3
○学習指導要領について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○学習指導要領について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

4

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○学習指導要領について考える④
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

5

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○学習指導要領について考える⑤
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

6

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○子どもたちの学力について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

7

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○子どもたちの学力について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

8

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○子どもたちの学力について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

9

10
○生徒指導について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

前時に課された課題を提出する。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○生徒指導について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

11

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○生徒指導について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

12

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○進路指導について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

13

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○進路指導について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

14

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
○進路指導について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

15

後期の学修をまとめる。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）後期の学修の総括及び反省16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の感想を記述し次時に提出する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関する指導を行う。

基本情報

開講時期



知識・技能を得るための最
低限の活動が見られなかっ
た。

211－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「経営学」を本格的に勉強したい学生を対象に、理論と実践を融合させ、経営学のエッセンシャルを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１と２＜履修すべき科目と単位＞の１に対応する。

到達目標
経営学のフレームワーク理論と実践を理解する。

授業全体の内容と概要
経営学のフレームワーク理論と実践を理解してもらう。

授業の方法
各回の授業の中で、テーマに沿った議論を行い、きちんとした理論の展開を口頭でも文章でもできるように訓練することを旨とする。ディスカッションで得た内容
を忘れないようにデータベース化し、フィードバックに関してはここに行ったり全体に対して行うなど毎回施行を凝らす。フィールドワークにも挑戦してもらいフ
ィードバックはゼミの中で全員で行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席回数を重視し評価する。参考文献として「日経ビジネス」を利用する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性

知識・技能を得るために十
分積極的に活動した。

知識・技能を得るための活
動は、やや積極性を欠くも
のの十分な姿勢を見せた。

知識・技能を得るための通
常の活動は、ある程度こな
すことができた。

知識・技能を得るための最
低限の活動を行った。

積極的に授業に取り組み、
経営学部生として実社会で
対応し得る様々なスキルを
学び、経営学部において学
んだ内容を以って社会に貢
献するための努力をしてい
る。

各回の授業に真摯に取り組
み、経営学部生として十分
な実践力の獲得へ向けた理
解が深まりつつある。

各回の授業に取り組み、考
え方や問題解決に対する努
力が見られる。

授業にまじめに取り組み、
経営学部生としての日常活
動を実社会につなげるため
の努力は認められるがなか
なか定着していない。

授業への取り組みが不十分
で、本学経営学部生として
の知識の獲得に対する前向
きな姿勢が見られない。

自分のみならず周囲の学生
も巻き込みながら授業に取
り組み、余った時間をさら
なる研究・理解に振り分け
本学経営学部生としての自
覚が出来上がっている。

授業中の質問が多く、与え
られた問題解決への相談も
常であり経営学部生として
の活動を実社会で生かすこ
とに関して前向きで、努力
が窺える。

積極性は乏しいものの、不
明点を質問するなど前向き
な姿勢がうかがわれる。

何とか授業はこなすものの
、不明点を質問したりする
ことはなく、日々の活動も
受動的である。

自分から進んで経営学部生
としての内容を身につけよ
うとする姿勢が見られない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日経BP

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『日経ビジネス』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
この科目は演習科目なので最低１２回の出席を必要とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

212－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 経営学のフレームワーク（変革マネージメント①）
と企業ケース分析 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）

2 経営学のフレームワーク（変革マネージメント②）
と企業ケース分析 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）3 経営学のフレームワーク（ロジカル・シンキング
①）と企業ケース分析 授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（ロジカル・シンキング
②）と企業ケース分析4

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（ロジカル・シンキング
③）と企業ケース分析5

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（ロジカル・シンキング
④）と企業ケース分析6

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（ロジカル・シンキング
⑤）と企業ケース分析7

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（コーチィング①）と企業
ケース分析8

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）経営学のフレームワーク（コーチィング②）と企業
ケース分析9

10 フィルドワーク① 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）フィルドワーク②11

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン①12

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン②13

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン①14

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン②15

後期全体および年間の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）後期ゼミ活動総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の振り返りを行う。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期



213－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

214－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果さなく意欲もまったくな
く，安全に注意を払ってい
ない。

215－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
現代社会における健康の位置づけを考え，運動が生涯にわたりそれへどう寄与するかを学ぶ。
からだの構造の基礎的知識を身につけることによって，合理的にパフォーマンスの向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２と．４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
トレーニングの目的を理解できる。
怪我の予防・応急処置を実践できる。

授業全体の内容と概要
目的に応じた運動の特性，楽しさを学ぶ。

授業の方法
からだの構造に関する基礎知識を踏まえ，トレーニングルームにてトレーニングを実技実践しながら怪我の予防・応急処置を取り入れ目的を理解していく。トレー
ニングの経過を観察記録し，各自記録結果をパワーポイント等にまとめ，グループワーク等で思考・考察，意見交換，討論，発表等一連の活動を行い学習する。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
研究室、体育館，トレーニング場で授業を行う。
からだを動かすのに適した服装とする。（ジャージ等）

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果す
ことができ，意欲的に取り
組み，安全に注意を払うこ
とができる。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

行動の仕方を守らず役割を
果そうとしないときがあり
，意欲もなく安全に注意を
配っていない。

からだの構造を理解し，運
動との結びつきに及んでい
る。

からだの構造を理解してい
る。

からだの構造を概ね理解し
ている。

からだの構造をある程度理
解している。

からだの構造を理解してい
ない。

計画を立てることができる
。その計画に沿って実行で
き，達成目標がほぼ全てク
リアされている。

計画を立てることができる
。達成目標は７割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は５割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は３割程度であ
る。

計画を立てることができな
い。達成目標が設定されて
いないため行動がみられな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

216－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んでおく（４５分）

2 からだの構造（概論） からだの構造について調べ（４５分）ておく からだの構造につて理解しておく（４５分）

からだの構造について調べ（４５分）ておく3 からだの構造（概論） からだの構造につて理解しておく（４５分）

怪我の予防について理解しておく（４５分）怪我について調べておく（４５分）怪我の予防4

怪我の予防について理解しておく（４５分）怪我について調べておく（４５分）怪我の予防5

応急処置について理解しておく（４５分）応急処置について調べておく（４５分）応急処置6

応急処置について理解しておく（４５分）応急処置について調べておく（４５分）応急処置7

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（PNF）8

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（PNF）9

10 トレーニング実技（アイソメトリックトレーニング
） 体調を整えておく（４５分） トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（90分）トレーニング実技（アイソメトリックレーニング）11

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（コンセントリックトレーニング
）12

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（コンセントリックトレーニング
）13

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（エキセントリックレーニング）14

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（エキセントリックトレーニング
）15

トレーニングの効果を確認しておく（４５分）トレーニングの実施内容と効果をまとめておく
（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を理解しておく（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期



アイデアを出せなかった。
他人の意見を殆ど理解でき
なかった。

217－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生時代に地域で貢献活動をすることは地域社会の理解や課題認識のために大切であり、また、自らの学習成果を地域社会の中で試し検証する絶好の機会となる。
更に、本学の教育理念に「必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂げる」を具現する活動でもある。そう
した位置付けで、自主的に行う地域貢献活動（教育ボランティア活動）によって多くを学ぶことで共生社会の実現に資する「共感理解教育」を実践する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．４．５．＜履修すべき科目と単位＞３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．３．４．５．６．＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．２．３．＜履修すべき科目と単位＞１．３．５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞１．３．５．に対応する。

到達目標
（１）教育ボランティア活動を通して何を学ぶのか、各自の問題意識を明確にする。
（２）様々な活動場面に応じて、適切なコミュニケーションを取りながら、他者との関わりをもつ。
（３）対象者の特性に応じた指導や支援の仕方を実践的に学ぶ。
（４）各自の活動経験を振り返り、今後進めていく上での自己の学習課題を設定する。

授業全体の内容と概要
授業では、グループワーク、討論、プレゼン発表、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。参加者一人ひとりの問題意識や活動経験、考察結果など
を全体で共有しながら、各自の考えが深められるようにする。

授業の方法
グループワークを中心にした活動が多いため、一人ひとりが自主性を持ち、他人任せになるようなことがないように、常に問題意識を持ち、議論しながら問題解決
し、積極的に活動に励む。授業では、グループワーク、討論、プレゼン発表、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①社会に役立って達成感を得る。
②社会に役立つことを実感して自分に自信をつける。
③やる気がある。
④社会貢献活動（教育ボランティア）に興味がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

積極性、社会理解

課題解決能力と創造性

コミュニケーション能力と
行動力

積極的にアイデアを出し、
採用された。他人の発言を
聴き、十分な理解に努め、
積極的に意見した。

積極的にアイデアを出した
。他人の発言を聴き、十分
な理解に努めた意見した。

それなりにアイデアを出し
た。他人の発言を聞き、あ
る程度意見した。

アイデアを殆ど出せなかっ
た。他人の意見をあまり理
解できなかった。

仕事を的確に発見し、進め
方を共有しあいながら適切
に検討し、実行できた。

仕事を進んで発見し、進め
方を適切に検討し、実行で
きた。

仕事を発見し、進め方を検
討し、ある程度実行できた
。

仕事をあまり発見できず、
依頼されたこともあまり実
行できなかった。

仕事を発見できず、依頼さ
れたこともほとんど実行で
きなかった。

他者をリードする態度で積
極的に活動に取 り組み、
高い コミュニケーション
能力と行動力がある。

自主的・協働的に活動に取
り組み、コミュニケーショ
ン能力や行動力がある。

自らの考えでアクションを
起すことはあまりないが必
要なコミュニケーション能
力や行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことはなく最低限度の
コミュニケーション能力や
行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことができない。最低
限度のコミュニケーション
能力や行動力もほとんどな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １０回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

218－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 前期の活動においての確認と振り返り
シラバスの説明 次回演習の準備（45分）

2 Planning① 事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

事前に作業しておくなどの準備（45分）3 Planning② 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ２5

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ３6

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ４7

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備をすることCreative activities    ５8

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ６9

10 Creative activities    ７事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ８11

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ９12

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備をすることPresentation １13

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Presentation ２14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Presentation ３15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習内容を確認して理解を深める（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾けることは出
来るが質問出来ない。

219－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「食生活の重要性を考える」というテーマを基に、学生と教員双方の人間関係を築き、「課題探求能力」養成を軸とした学習活動やその意義を理解させ、併せて快
適な学生生活を送ることが出来る様指導する。提示したテーマの他様々な事柄への好奇心・探求心・向学心を刺激しながら学習能力を高める工夫をし、また、「学
びの方法」も修得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
上記の授業内容や目的・ねらいを理解し、自分に必要な課題探求の道筋を明らかにする事が出来る。

授業全体の内容と概要
人間は食べることのみによって栄養を取り入れ、様々な活動を可能としている。乳幼児から高齢者まで各々の目的や問題の違いはあれ、それぞれ生活リズムの確立
や健康、QOL、疾病防止などを目的として望ましい食生活をする事が必要となる。学生それぞれが自分自身の食生活だけでなく職業的（保育士、社会福祉士、スポー
ツトレーナー、教員等）に必要な問題意識を持ち知識を身につけることを目標とする。

授業の方法
食生活や栄養に関する問題の中からそれぞれが研究テーマを見つけ、プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等を実施
する。また必要に応じて教員がテーマに関した講義も行い、カレントトピックスについても解説する。質問には随時応答する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視する。欠席をする場合は必ず事前に連絡をすること。出席数を満たしていてもゼミの運営を乱す行為があった場合は評価をしない場合がある。また同じ
くゼミの運営に支障を来たす行為があった場合は途中でゼミ異動を宣告する場合がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解(協調性，傾聴
力)

知識・理解(興味，関心)

汎用的機能(トークスキル
，表現力)

態度・志向性(リーダーシ
ップ，態度)

態度・志向性(意欲)

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに積極的に耳を傾け，
タイミングよく質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け，タイミン
グよく質問することが出来
る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け何回か質問
することが出来る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち積極的に
食生活や栄養についてのテ
ーマを発見することができ
る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持に食生活や
栄養についてのテーマを概
ね発見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持つ努力をし
ながら食生活や栄養につい
てのテーマを発見すること
ができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができない。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう資料を十分揃
えわかりやすく発表するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいようわかりやすく
発表することが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう概ねわかりや
すく発表することが出来る
。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来ない。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，積極的にゼミ
運営に関わることが出来る
。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，ゼミ運営に関
わることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に関わるこ
とが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に多少関わ
ることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識出来ない。

評価前提条件を満たしてい
ない。(出席9～0回)

休まずゼミに出席している
。(出席16回)

概ねゼミに出席している。
(出席15～14回)

休みがちではあるが出席し
ている。(出席13～12回)

欠席が目立つが出席してい
る。(出席11～10回)

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席状況（３分の２以上）。ゼミ内での活動(プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等)とゼミ内での役割の認識と行
動により総合評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

220－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 ゼミ初回に必要な事項について考える。(４５分)

2 「食生活の重要性を考えるⅠB」①テーマの見つけ
方(新聞・図書・雑誌等)

新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

栄養についてのテーマを発見する。(４５分)3 「食生活の重要性を考えるⅠB」②プレゼンテーシ
ョンテーマの見つけ方(ニュース・ネット等) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」③プレゼンテーシ
ョン資料の作成について4

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのプレゼンテーション以外のテーマを
発見する準備を行う。(４５分)

「食生活の重要性を考えるⅠB」④プレゼンテーシ
ョン以外のテーマについて(フィールドワーク等)5

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのプレゼンテーション以外のテーマを
発見する準備を行う。(４５分)

「食生活の重要性を考えるⅠB」⑤プレゼンテーシ
ョン以外のテーマについて(調理実習等)6

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑥プレゼンテーシ
ョンとディスカッション(発表順１・2番目)7

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑦プレゼンテーシ
ョンとディスカッション(発表順3・4番目)8

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑧プレゼンテーシ
ョンとディスカッション(発表順5・6番目)9

10 「食生活の重要性を考えるⅠB」⑨プレゼンテーシ
ョン以外のテーマ実施に向けたディスカッション

栄養についてのプレゼンテーション以外のテーマを
発見する準備を行う。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)実施するための方法を探る。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑩プレゼンテーシ
ョン以外のテーマ実施11

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑪プレゼンテーシ
ョンとディスカッション(発表順7・8番目)12

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑫プレゼンテーシ
ョンとディスカッション(発表順9・10番目)13

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)栄養についてのプレゼンテーション以外のテーマを
発見する準備を行う。(４５分)

「食生活の重要性を考えるⅠB」⑬プレゼンテーシ
ョン以外のテーマ実施に向けたディスカッション14

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)実施するための方法を探る。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅠB」⑭プレゼンテーシ
ョン以外のテーマ実施15

まとめの振り返りを行う。(４５分)まとめの準備を行う。(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスについて確認する。ゼミ内での自分の役割
について考える(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



指示による情報収集・整理
、発信ができない。

221－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
基礎ゼミナールⅠAの継続として、学生が世界と日本の文化についての基礎的な知識と考え方を身につける。プレゼンテーション・コミュニケーションの基礎を身に
つける。文章作成の基礎の習得。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
受講者において、プレゼンテーション・コミュニケーションの基礎が習得されていること。文章作成の基礎が習得されていること。世界と日本の文化についての基
礎的な知識が習得され、理解がされていること。

授業全体の内容と概要
毎回、教員による講義と受講者各自の学習（文献調査）により、世界と日本の文化についての基礎的な知識を習得し、合わせて、プレゼンテーション、レポート等
によって学んだことを発信する。後期は、北海道以外の日本の歴史と文化を中心に学習を進める。

授業の方法
毎回、１）調査、発表者によるプレゼンテーション、２）討論、３）教員による補足と講評（フィードバック）を行なう。適宜、文章作成の練習も行なう。　  ※
プレゼンテーションと説明では、スライド、板書、ボード等を使用する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

情報収集・調査能力

コミュニケーション・プレ
ゼンテーション能力

歴史と文化の理解・認識

多様で正確な情報収集と編
集・整理ができ、的確に発
信できる。

正確な情報収集と
整理ができ、的確に発信で
きる。

情報収集と整理の基礎が身
に付いており、発信の基本
ができている。

指示によって情報収集と整
理が遂行でき、発信の基本
ができている。

的確な議論、明確なプレゼ
ンテーションができ、適切
な質疑応答ができる。

議論、プレゼンテーション
の基礎が身に付いており、
適切な質疑応答ができる。

議論、プレゼンテーション
の基礎ができている。

指示によって議論、
プレゼンテーションが適切
に遂行できる。

指示による議論、プレゼン
テーションができない。

日本の文化に関する広く深
い理解が
できており、発展的な学習
ができる。

日本の文化に関する的確な
理解ができており、発展的
な
学習が期待できる。

日本の文化に関する基本的
な理解が
できており、深めることが
期待できる。

指示によって日本の文化に
関する基本的な理解ができ
る。

指示による日本文化に関す
る理解ができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 適宜紹介

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

222－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、教員による日本の歴史と文化の基
礎に関する講義。 日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）

2 教員による日本の歴史と文化の基礎に関する講義。 日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分） 日本の歴史の基礎的事項の復習（４５分）

日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）3 受講者による調査とプレゼンテーション（１） 日本の歴史の基礎的事項の復習（４５分）

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（２）4

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（３）5

日本の歴史の基礎的事項の復習（４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（４）6

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（５）7

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（６）8

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（７）9

10 受講者による調査とプレゼンテーション（８） 日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分） 日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（９）11

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分）日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（１０）12

日本の歴史の基礎的事項の復習(４５分日本の歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（１１）13

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（１）14

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（２）15

レポートの仕上げ
（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（３）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

日本の歴史の基礎的事項の復習（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が７０％も理解でき
ていない。

223－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が大学で必要となる数学の基礎知識及び２年のゼミナールで行うＳＰＩに必要な知識及び思考過程をしっかり身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
大学で必要となる数学の基礎知識及び２年のゼミナールで行うＳＰＩに必要な知識及び思考過程を修得できる。

授業全体の内容と概要
数の計算、式の計算及び関数とグラフ等を練習問題を計算することによって、数学の問題を解く実感及びＳＰＩに必要な数学の知識をつかませる。

授業の方法
授業は、板書で実施し、板書にて説明しながら、演習を行う。課題は学生が提出後、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ゼミナールの内容を十分に理解するために予習・復習を怠らず、また講義や演習に対して積極的に取り組むこと。
レポート等の提出方法についてはゼミナール時間中に指示するので、ゼミナールを欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識の修得

計算過程において必要な記
述内容の修得

思考過程のプレゼンテーシ
ョン

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が１００％理解でき
ている。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が９０％理解できて
いる。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が８０％理解できて
いる。

数学及びＳＰＩに必要な基
礎知識及び計算過程（思考
過程）が７０％理解できて
いる。

演習問題は計算過程を
１００％記述したレポート
になっている。

演習問題は計算過程を
９０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
８０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
７０％記述したレポートに
なっている。

演習問題は計算過程を
７０％も記述したレポート
になっていない。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。また、
質問にも正確に対応してい
る。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
出来ている。

一部筋道の立った思考過程
がプレゼンテ－ションを通
して出来ている。

筋道の立った思考過程のプ
レゼンテ－ションが出来て
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ３０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

224－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス及びシラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（45分）

2 連立方程式（１） 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）3 連立方程式（２） 今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）代数方程式（１）4

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）代数方程式（２）5

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）代数方程式（３）6

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）直線7

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）放物線8

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）円9

10 不等式（１） 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）不等式（２）11

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）領域12

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）三角比13

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）三角関数（１）14

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）三角関数（２）15

総理解（45分）総復習（45分）まとめ及び要点のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今日のゼミナールの再確認（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



仲間とコミュニケーション
を図ることがとても苦手で
あった。

225－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での勉強を進めるにあたり、必要となる文章読解力のほか、コミュニケーション能力、ディスカッション能力、プレゼンテーション能力の向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
自分でテーマを設定し、文章にまとめることができる。
グループ内でのコミュニケーションを図ることができ、リーダーシップを発揮できる。
テーマに基づきプレゼンテーションをすることができる。

授業全体の内容と概要
授業の前半は、小論文・レポートを作成し発表する。また、発表に対して討議およびディスカッションを行う。
後半は、特定のテーマでプレゼンテーションを行い、質疑応答も行う。
人前で話すための準備をし、解り易く、興味深い内容を考える。

授業の方法
小論文、レポートの書き方については、板書または資料にて説明する。提出されたレポートについては、添削及び内容の評価とともにフィードバックする。
グループディスカッションやプレゼンテーションの題材として、新聞やインターネットによるニュース等を提供しながら実施する。
プレゼンテーションの方法については、授業のなかで学びとともに説明する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席扱いとする。
対話する機会が多いので、積極的な発言や能動的な授業態度で臨むこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

コミュニケーション能力

ディスカッション能力

プレゼンテーション能力

仲間とのコミュニケーショ
ンを図る方法がとても巧み
におこなえた。

仲間とコミュニケーション
を図ることが比較的巧みに
できた。

仲間とコミュニケーション
を図ることが普通にできた
。

仲間とコミュニケーション
を図ることが上手ではない
が努力した。

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップも取
れた。

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップもま
ずまず取れた。

討議の中で、対話を巧みに
できたが、リーダーシップ
をとるまではいかなかった
。

討議の中で、対話をするこ
とが普通にできた。

討議の中で、対話をするこ
とが苦手で、ほとんど受け
身でおわった。

パワーポイント等を巧みに
使い、解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。

パワーポイント等を使い、
比較的解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。

パワーポイント等を使い、
解り易くプレゼンテーショ
ンを行った。

パワーポイント等を使い、
プレゼンテーションを行っ
たが、多少伝わらなかった
。

プレゼンテーションの準備
がほとんどできていなかっ
た。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は,１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ １０％ ０％ ７０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

226－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認する。（４５分）

2 グループディスカッション
（学生スポーツの課題） シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）3 グループディスカッション
（スポーツと金） ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）グループディスカッション
（オリンピック）4

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）グループディスカッション
（スポーツの未来）5

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーションの準備　１6

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーションの準備　２7

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーション（５分）　１～５番8

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ミニプレゼンテーション（５分）　５～１０番9

10 ミニプレゼンテーション（５分）　１１番～ シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）の準備１11

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）の準備　２12

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と質疑応答　１13

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と質疑応答　２14

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション（１５分）と質疑応答　３　15

評価等の内容を確認しておく。（４５分）ノートに記載された内容を再確認する。（４５分）ふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

注意事項を再度確認する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期



学修した知識をり修得でき
なかった。

227－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
各自の興味のあるものをテーマに選び、、自由に発想を展開し、レポートにまとめる。
就職活動を見据え、常に社会に目を向ける習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
社会のさまざまな出来事に対して、自分なりの意見を述べることができる。

授業全体の内容と概要
就職面談を想定し、話題のニュースについて、ディスカッションを行う。各自のテーマが決まった時点で、少しずつテーマについて調べ、ゼミ終了時にレポートを
提出してもらう。

授業の方法
授業では各自のテーマにかかわる資料を配布し、板書をしながら講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
基礎ゼミナールIB再履修者。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１1回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

228－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（４５分）

2
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック６級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

前回の授業内容を確認すること。（４５分） 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック５級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック４級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック４級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック３級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

6

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック準２級級）。各自の
テーマについて調べたことを発表する。

7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック２級）。各自のテー
マについて調べたことを発表する。

8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（レベルチェック準１級）。各自のテ
ーマについて調べたことを発表する。

9

10
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（各自に合わせたレベルの問題）。各
自のテーマについて調べたことを発表する。

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（各自に合わせたレベルの問題）。各
自のテーマについて調べたことを発表する。

11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（各自に合わせたレベルの問題）。各
自のテーマについて調べたことを発表する。

12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行う。漢字
検定受験準備（各自に合わせたレベルの問題）。各
自のテーマについて調べたことを発表する。

13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　　
今週気になったニュースについ漢字検定受験準備（
各自に合わせたレベルの問題）。各自のテーマにつ
いて調べたことを発表する。

14

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
今週気になったニュースについて発表を行漢字検定
受験準備（各自に合わせたレベルの問題）。各自の
テーマについて調べたことを発表する。

15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　レポートの内容についてのプレゼンテーションを行
う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



トレーニング科学を理解し
ていない。

229－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技力向上のためにトレーニング科学とその実践方法について理解する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
トレーニング科学について理解できる。
トレーニングを実践できる。
トレーニングについて自ら調べることができる。

授業全体の内容と概要
NSCAの発行しているテキストを参考にしながらトレーニング科学とその実践方法についての理解を深めていく。計画を立てパフォーマンスの向上を確認する。最適
なトレーニング方法について議論しながら進めていく。

授業の方法
プリントや資料を配布する。
実技を通して実践知を得ながら、その成果をグループワークやディスカッションを通して互いに確認し合う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
硬式野球部優先

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

トレーニング科学の理解

トレーニングの実践

トレーニング情報の収集

トレーニング科学を理解し
たうえで、日毎、短期、長
期それぞれの適切なプログ
ラムを組めている。さらに
は他者のプログラムも組め
るようになっている。

トレーニング科学を理解し
たうえで、日毎、短期、長
期それぞれの適切なプログ
ラムを組めている。

トレーニング科学を理解し
たうえで、日毎の適切なプ
ログラムを組めている。

トレーニング科学を理解し
ている。

トレーニングを実践しパフ
ォーマンスが向上し、さら
には原因と結果の分析が出
来ている。また、他者と共
同してトレーニングを行う
ことができる。

トレーニングを実践しパフ
ォーマンスが向上し、さら
には原因と結果の分析が出
来ている。

トレーニングを実践し、パ
フォーマンスが向上してい
る。

トレーニングを実践してい
る。

トレーニングを実践してい
ない。

トレーニング情報法の収集
をし、プログラムに反映す
るとともに、体系的にまと
めている。さらには複数の
分野を関連付けて理解でき
ている。

トレーニング情報法の収集
をし、プログラムに反映す
るとともに、体系的にまと
めている。

トレーニング情報の収集を
し、プログラムに反映して
いる。

トレーニング情報の収集を
している。

トレーニング情報の収集を
していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 Thomas R.Baechleら　箸ブックハウス・エ
イチディ

978-4938335649

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『NSCA決定版　ストレングストレーニング＆コン
ディショニング』

2010

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

230－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス：シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 トレーニングの理解１：レジスタンスエクササイズ
のバイオメカニクス

学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分） 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）3 トレーニングの理解２：運動とトレーニングの生体

エネルギー論 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの理解３：レジスタンストレーニング4

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの理解４：プライオメトリック5

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの理解５：スピードおよびアジリティ6

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの理解６：有酸素性持久力7

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの確認8

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの実践１：テストの選択と実施9

10 トレーニングの実践２：プログラムデザイン 学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分） 学習内容について振り返りまとめておく（４５分）

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）

トレーニングの実践３：ウォームアップと柔軟性ト
レーニング１11

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの実践４：柔軟性トレーニング２12

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの実践５：柔軟性トレーニング３13

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの実践６：栄養戦略14

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）学習内容に関連する事柄について調べておく（４５
分）トレーニングの実践７：サプリメント15

学習内容について振り返りまとめておく（４５分）講義全体を振り返り質問事項をまとめておく（４５
分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

井坂　肇（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）井坂　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



231－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

232－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ほぼ全ての行動について主
体的に取り組まなかった。

233－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
グループワーク（ディスカッション・課題制作・プレゼンテーション等）を通じて、主体性や課題発見力、発信力・傾聴力といった社会人基礎力の向上を目指す。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
グループワーク等を通じて、他の履修生と協同しながら主体的に取り組み、課題解決のために必要なことを見出すことができる。

授業全体の内容と概要
はじめに、企業における広報・マーケティング戦略（ＳＮＳや広告デザイン等）に関するケース資料を配布する。そのケースについて、グループでディスカッショ
ン等により分析を行い、課題を解決するための提言をまとめ、プレゼンテーションを行う。内容によっては、課題制作（各種広告物など）を行い、より具体的に課
題解決の取り組みを行う。

授業の方法
各回の計画に沿って、グループによる議論を行い、その結果をまとめて、発表するなどの演習を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
学科等に関して制限は設けない。課題制作を行う場合も全学科対応できるよう考慮した内容とする。なお、評価についてはグループでの取り組みを重視する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

前に踏み出す力（主体性）

考え抜く力（課題発見力）

チームで働く力（傾聴力・
柔軟性）

一定の行動について、主体
的に取り組み、周囲に働き
かけて巻き込むことができ
、目的を持って行動するこ
とができた。

一定の行動について、主体
的に取り組み、周囲に働き
かけて巻き込むことができ
た。

一定の行動について、主体
的に取り組み、少ないなが
らも周囲に働きかけて巻き
込むことができた。

一定の行動について主体的
に取り組んだ。

課題を発見し、見出した解
決策の実行に向けた具体的
なプロセスを考えることが
でき、その解決策が効果的
で新たな価値を創造するこ
とができた。

課題を発見し、見出した解
決策の実行に向けた具体的
なプロセスを考えることが
できた。

課題を発見し、解決策を見
出すことができた。

課題を発見できた。 課題を発見できなかった。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴でき、お互いの立
場や考え方を尊重して意見
集約ができ、反対意見に対
しても柔軟に対応した。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴でき、お互いの立
場や考え方を尊重して、意
見集約ができた。

他の履修生の意見をしっか
りと傾聴できた。

他の履修生の意見を最低限
傾聴できた。

他の履修生の意見を傾聴で
きなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

近澤　潤（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ３０％ ０％ ７０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

234－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） シラバスを確認する（４５分）

2 「基礎ゼミナールⅠＡ」の振り返り 「基礎ゼミナールⅠＡ」での活動を振り返る（４５
分） 今後の改善点を整理する（４５分）

ケース①を読む（４５分）3 ケース分析①（ディスカッション） ディスカッションの途中経過を整理する（４５分）

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ディスカッションに必要な情報を調べる（４５分）ケース分析①（ディスカッション）4

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（４５分）ケース分析①（課題制作）5

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（45分）（４５分）ケース分析①（課題制作）6

フィードバックの内容を整理する（４５分）プレゼンテーションの準備をする（４５分）ケース分析①（プレゼンテーション・フィードバッ
ク）7

ディスカッションの途中経過を整理する（４５分）ケース②を読む（４５分）ケース分析②（ディスカッション）8

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ディスカッションに必要な情報を調べる（４５分）ケース分析②（ディスカッション）9

10 ケース分析②（課題制作） 課題制作の準備をする（４５分） 課題制作の問題点を見つける（４５分）

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（４５分）ケース分析②（課題制作）11

フィードバックの内容を整理する（４５分）プレゼンテーションの準備をする（４５分）ケース分析②（プレゼンテーション・フィードバッ
ク）12

ディスカッションの結果を整理する（４５分）ケース③を読む（４５分）自由ケース分析③（ディスカッション）13

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（４５分）自由ケース分析③（ディスカッション・課題制作）14

課題制作の問題点を見つける（４５分）課題制作の準備をする（４５分）自由ケース分析③（課題制作）15

フィードバックの内容を整理する（４５分）プレゼンテーションの準備をする（４５分）自由ケース分析③（プレゼンテーション・フィード
バック・まとめ）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

説明事項を整理する（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

近澤　潤（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS071044（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）近澤　潤 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の同部分の正答が
６０％に届かなかった。

235－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
変化する現代産業社会の特質を知り，その中で働くとはどのようなことか，職業とは何か，また，それらをめぐる諸問題に目を向け，「学生」が「職業人」になっ
ていくことの意味の理解し，学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
産業社会や労働・職業の実態について単に知識を習得するだけでなく，「学生」から「職業人」へ移行していく自分自身の問題としてとらえ，批判的に考察する姿
勢をもてることができる。

授業全体の内容と概要
まず，自らの生涯における「キャリア」とは何かを知り，続いて，文化や社会，時代の違いによって｢労働｣に対する考え方が異なること，また，「働くこと」や分
業の発達した社会における「職業」・「専門職」の意味について理解する。そして，どのように「学生」が「職業人」へと移行していけばよいのかを理解し，「労
働」・「職業」をめぐるさまざまな問題を考察する。

授業の方法
授業は現代のさまざまな事例を素材としながら講義形式で行ない（ＰＢＬ含む），必要な場合には資料を配布する。単元・項目によっては受講者の見解を知るため
の小文を提出してもらい，授業で概要を発表してフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
さまざまなテーマについて自ら考える「主体的・能動的」な姿勢での受講を求める。本試験・追試験結果が保留となった場合，レポート課題の提出が必要。保留後
の合格の場合は，評価はＣとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

キャリアデザインに係る知
識

思考力・判断力等

実社会における労働活動・
職業生活への分析力・主体
性

定期試験におけるキャリア
デザインに係る基礎事項該
当部分で９０％以上の正答
があった。

左記の同部分が８０％以上
９０％未満の正答であった
。

左記の同部分が７０％以上
８０％未満の正答であった
。

左記の同部分が６０％以上
８０％未満の正答であった
。

キャリア概念を軸にして、
自らの将来の労働生活・職
業活動に関する展望・考察
が充分にできている。

左記事項についての展望・
考察が概ねできている。

左記事項についての展望・
考察が広く一般的水準でで
きている。

左記事項についての展望・
考察が最低限の水準に留ま
っている。

考察・展望が最低限の水準
に届かず、授業内容が理解
されていない。

実際の労働生活・職業活動
をめぐるさまざまな社会的
問題について充分に主体的
分析ができている。

左記の事項について概ねで
きている。

左記の事項について一般的
な水準でできている。

分析や主体性が最低限の水
準に留まっている。

分析や主体性が最低限の水
準に届かず、授業内容が理
解されていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ

共通教育科目科目分類区分

山本　一彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE081051（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）山本　一彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

236－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
　※科目ガイダンス････全体概要，目的とねらい，
履修上の注意，評価方法説明（シラバス説明を含む
）

シラバス内容を事前確認（９０分）

2 　Ⅰ.ライフデザインとキャリア
　　　　　１.「キャリア」とは何か

自らの生活に関する展望のイメージﾞ化・意識化
（９０分）

「キャリア」とは何であったかの復習・理解（９０
分）

現代の若者世代を取り巻く社会環境につ
いての意識化
（９０分）

3 　Ⅰ.ライフデザインとキャリア
　　　　　２..若者世代と「ライフデザイン」　

現代の若者世代のキャリア形成の特質についての復
習・理解（９０分）

さまざまな「労働」観についての復習・理解（９０
分）

自らが「働くこと」をどう見ているかについての意
識化（９０分）

　Ⅱ.働くことと職業生活
　　　　　１.「労働」をどうとらえるか？
　　　　　　　　　　　････その歴史と比較

4

社会的分業と個人の職業生活との関係についての復
習・理解（９０分）

自らは「職業」活動をどう見ているかについての意
識化（９０分）

　Ⅱ.働くことと職業生活
　　　　　２.社会的分業と「職業」
　　　　　　　　　　････社会と個人の結び目

5

特に日本の職業構造についての復習・理解（９０分
）

日本の産業・職業の構造的特徴を事前確認（９０分
）

　Ⅲ.産業社会の変化と職業
　　　　　１.現代の産業構造･職業構造6

「専門職」の社会的意味についての復習・理解
（９０分）

「専門職」の職業的特質についての事前考察（９０
分）

　Ⅲ.産業社会の変化と職業
　　　　　２.職業の専門化と現代の「専門職」7

「エンプロイアビリティー」とは何であったかの復
習・理解（９０分）
　　　　　　　

「職業人」には何が求められるかについてのイメー
ジ化・意識化（９０分）　　　

　Ⅳ.「学生」から「職業人」へ
　　　　　１.何が「職業人」に必要か？
　　　　　　････エンプロイアビリティーの向上

8

過去と現代のキャリア形成の違いについての復習・
理解（９０分）

現代人の人生経路についてのイメージ化・意識化
（９０分）

　Ⅳ.「学生」から「職業人」へ
　　　　　２.ライフコースの変化と
　　　　　　　　　　　　　現代のキャリア形成

9

10
　Ⅴ.職業をめぐる現代社会の諸問題
　　　　　１.現代の雇用環境と若者
　　　　　　　　　　　　････就職をめぐる問題

現代日本の「雇用問題」についての事前考察（９０
分）

若者世代をめぐる雇用状況についての復習・理解
（９０分）

働き方の「多様化」をめぐる二面性についての復習
・理解（９０分）

「働き方」をめぐる問題点についての事前考察
（９０分）

　Ⅴ.職業をめぐる現代社会の諸問題
　　　　　２.就労形態の変化
　　　　　　　　　　　････多様な働き方とは？

11

男女共同参画」の重要性についての復習・理解
（９０分）

男女の働き方の違いと問題点についての事前考察
（９０分）

　Ⅴ.職業をめぐる現代社会の諸問題
　　　　　３.男女共同参画社会へ
　　　　　　････ワークライフバランスの確立

12

ワークライフバランス確立の重要性についての復習
・理解（９０分）

生活の中の仕事の位置づけに関する事前考察（９０
分）

　Ⅴ.職業をめぐる現代社会の諸問題
　　　　　３.男女共同参画社会へ
　　　　　　････ワークライフバランスの確立

13

ワークライフバランス確立の重要性についての復習
・理解（９０分）

より良い「働き方」のイメージ化・意識化（９０分
）　　

　Ⅵ.現代社会の新しい働き方
　　　　　････ディーセントワークを目指して14

評価に関する確認と理解
試験対応のための復習・理解（９０分）ノートの整理と重要項目のチェック（９０分）　※総括と試験概要説明15

解説内容の確認・理解（９０分）試験対応準備（９０分）　※試験および解説
　　６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

目的とねらいについての復習と確認（９０分）

科目名称 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ

共通教育科目科目分類区分

山本　一彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE081051（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）山本　一彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義の内容を理解したレポ
ートになっていない。

237－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が就職活動準備を円滑に進めるためには自己分析と自分の特長を表現する力が大切である。さらに業界や企業を知らなければ職業選択の幅を広げることができ
ない。本授業で自己分析や企業研究の進め方，筆記試験対策など，就職活動に必要な準備を行う。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
自分のやりたい仕事と希望する就職先を具体的に列挙でき，自己PRや履歴書・エントリーシート，面接試験，筆記試験等の対策を円滑に進めることができる。

授業全体の内容と概要
就職活動を始めるにあたり，具体的に何をどう準備すればよいのか，就職活動の流れを理解するとともに，計画的に準備するのに必要な自己分析や業界研究，企業
研究，面接試験対策，筆記試験対策，履歴書・エントリーシートの書き方を学ぶ。

授業の方法
授業はキャリア支援センター員または外部講師により行われる。パワーポイントおよび配付資料を活用し，講義だけでなく演習やグループワークも行う。また，パ
ソコン教室でweb模擬テストも実施する。授業の最後には授業の「ふりかえり」レポートを提出する。質問に関しては、その場で解説を行い、フィードバックを行う
。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講師・日程及び内容が変更される場合がある。１号館１階のキャリア支援センター掲示板にて授業案内を随時確認すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

平常点

講師の話を傾聴しレポート
を作成する。

講義の内容を１００％理解
したレポートになっている
。

講義の内容を９０％理解し
たレポートになっている。

講義の内容を８０％理解し
たレポートになっている。

講義の内容を７０％理解し
たレポートになっている。

授業を理解しようとする積
極的な態度が１００％みら
れる。

授業を理解しようとする積
極的な態度が９０％みられ
る。

授業を理解しようとする積
極的な態度が８０％みられ
る。

授業を理解しようとする積
極的な態度が７０％みられ
る。

授業を理解しようとする積
極的な態度がみられない。

レポートの内容から、講義
の内容を
完璧に理解している。更に
意見も述べている。

レポートの内容から、講義
の内容を
完璧に理解している。

レポートの内容から、講義
の内容を
理解している。

レポートの内容から、講義
の内容を
辛うじて理解している。

レポートの内容から、講義
の内容を
理解していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『適時，資料配付』

2

3

4

5

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ（就活

共通教育科目科目分類区分

学科キャリア支援委員授業担当者（所
属・職名）

SOE082056（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 各研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）学科キャリア支援委員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業経営者や若手社員が，オムニバス形式によりその経験を活かして，業界の特徴や具体的
な事業内容，求める人材，仕事の働きがいなどについて講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上授業に出席すると共に，講師の講話を真摯に傾聴する姿勢を持つことが単位認定の必須事項

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 講義の概要　～キャリア支援センターの活用法～、
シラバスの説明

シラバスを熟読し，学習内容全般を理解する（４５
分）

2 インターンシップ説明会　　利用方法・現場実習対
策講座 次回の授業内容を予習する（４５分） 授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

次回の授業内容を予習する（４５分）3 キャリアプランニング
　～就職活動の流れと目標設定～ 授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）働く前に知っておく労働法の基礎知識4

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）筆記試験対策①　～WEB模擬受験～5

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）ビジネスマナー講座　　～企業訪問・面接等で必要
なビジネスマナー講座～6

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）自己分析の方法　～自己分析の必要性～　7

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）企業を知る①　～業界研究・企業研究・仕事研究
～－8

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）企業を知る②　～業界研究・企業研究・仕事研究～9

10 社会で活躍する先輩を迎えて 次回の授業内容を予習する（４５分） 授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）筆記試験対策②　～ＳＰＩ試験対策～11

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）履歴書・エントリーシートの書き方講座　～自己
ＰＲ・志望動機のつくり方～12

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）面接対策講座　　～集団面接・グループディスカッ
ション・個人面談対策～13

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）先輩たちの就職活動・内定のパネルディスカッショ
ン14

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）次回の授業内容を予習する（４５分）合同企業説明会の回り方15

添削結果を受けて履歴書作成する（４５分）履歴書添削のための準備をする（４５分）リアル就活講座（講義評価アンケート）／フィード
バック（履歴書の返却）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容を復習し，ノートに整理する（４５分）

科目名称 ｷｬﾘｱ支援演習Ⅳ（就活

共通教育科目科目分類区分

学科キャリア支援委員授業担当者（所
属・職名）

SOE082056（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）学科キャリア支援委員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業経営者や若手社員が，オムニバス形式によりその経験を活かして，業界の特徴や具体的
な事業内容，求める人材，仕事の働きがいなどについて講義する。

基本情報

開講時期
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092073（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 地域共生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

ARS092073（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



11回以下授業に参加してい
る。

241－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 9784805851043

概要

履修目標
相談援助の理論と方法Ⅰ～Ⅲで学んだことを基礎とし，相談援助の関連援助技術，その意義・役割の理解。医療・学校等のソーシャルワークの現状について理解す
る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
①社会福祉専門職の多様な技術とその効果について理解する。
②事例などから，利用者のケアマネジメントができるようになる。

授業全体の内容と概要
相談援助の理論と方法Ⅰ～Ⅳまでの総合的な振り返り・まとめとして，相談援助の理論と方法Ⅳの授業終了時，相談援助職の専門性について自分自身の意見（発言
）ができるようになる。

授業の方法
知識の獲得はもちろんですが、グループワークや演習、ロールプレイなど、ソーシャルワーカーにとって必要な技術を活用しながら授業を行います。板書やプリン
トなどを使い、確認テストも行い、知識の獲得を図ります。マイクロカウンセリングを行い、自身の課題などをフィードバックして、面接の在り方を意識できるよ
うにします。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。資料等は，適宜配布します。
②相談援助の理論と方法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを学んでいることが望ましい。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、ノートを作
成し提出する。

定期試験の成績が点以６０
上である。

ソーシャルワークの技術を
活用し、自己の課題やワー
カーとしての在り方を述べ
ることができる。

１５回以上授業に参加し、
ノートが整理され積極的に
学習を行った。

１４回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

１３回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

１２回授業に参加し、ノー
トが整理され積極的に学習
を行った。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

CW,GWなどを活用すること
ができる。自己の課題、ワ
ーカーとしての在り方を適
切に伝えられる。

CW,GWなどを活用すること
ができる。自己の課題、ワ
ーカーとしての在り方をあ
る程度に伝えられる。

自己の課題、ワーカーとし
ての在り方を伝えられる。

ワーカーとしての在り方を
伝えられる。

アウトプットすることが難
しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『『相談援助の理論と方法Ⅱ』』 ２００９年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423084（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉士として相談援助を行っていた教員が相談援助の実際をライブ形式で授業を行いま
す。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１２回以上。手書きのノートの提出があります。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ２５％ ０％ ２５％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 グループを活用した相談援助、シラバスの説明 事前に教科書を確認（９０分）

2 心理社会アプローチ 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

事前に教科書を確認（９０分）3 機能的アプローチ 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）問題解決アプローチ4

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）課題中心アプローチ5

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）危機介入アプローチ6

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）行動変容アプローチ7

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）事例考察8

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）様々な実践モデルとアプローチ①エンパワメント，
ナラティブ9

10 様々な実践モデルとアプローチ②認知アプローチ 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（90分）スーパービジョンとコンサルテーション11

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ケースカンファレンスの技術12

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）個人情報の保護と情報通信技術の活用13

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）事例研究・事例分析14

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）ノート提出・まとめ15

試験の振り返り（９０分）定期試験対策（９０分）定期試験（６０分試験終了後・３０分解説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

板書・教科書の復習（９０分）

科目名称 相談援助の理論と方法

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423084（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉士として相談援助を行っていた教員が相談援助の実際をライブ形式で授業を行いま
す。

基本情報

開講時期



243－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

244－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



245－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

246－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



247－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

248－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



249－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

250－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

251－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキルを獲得していく。具体的には、社会福祉に関係する様々な事象のうち、自分が関心を持つ事象を探求するた
めのスキル（問題発見・分析能力の養成・情報文献収集・調査等）を学ぶ。また、ゼミナールごとにキャリア支援教育が組まれており、身に着けたスキルを将来に
生かす方法を探求する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
ソーシャルスキル、グループ方式による作業方法、データの収集や分析・解釈、プレゼン能力の向上、論文作成など、一連の方法を身に着けることが基本となるが
、さらに、下記のことについて達成できるようにする。
・各自の関心に基づく社会福祉関連の研究テーマを見つけることができる。
・関連資料の収集・整理を共同作業で行うことができる。
・研究報告及び研究成果のまとめを行うことができる。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示している「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形態がとられる。したがって、大学生として真摯に学ぶ姿
勢と自覚が求められる。
質問は各教員が随時対応し、レポートの場合はコメント等によりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

◯ 模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

◯ 調査学習

◯ 双方向授業

◯ ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各担当教員の指示に従い、主体的・積極的な参加に務めること。後期の「専門演習ⅡＢ」も、この演習の担当教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

卒業論文執筆をスムーズに
進捗できる。

研究テーマについてのディ
スカッションにおいて、積
極的に発表できる。

卒業論文発表会において的
確な発表ができる。

卒業論文が完成している。 卒業論文執筆の具体的計画
を立てそれに沿って執筆が
進んでいる。

卒業論文執筆の計画を立て
ることができる。

卒業論文執筆の計画どおり
執筆が進められており、修
正箇所を的確に修正できる
。

研究テーマに関するディス
カッションにおいて、自分
の研究テーマについて、参
考資料を明示しながら発表
でき、且つ。他者の発表に
対して、的確な指摘と意見
を言うことができる。

研究テーマに関するディス
カッションにおいて、自分
の研究テーマを発表できる
と同時に、他者の発表を尊
重できる。

研究テーマに関するディス
カッションにおいて、自分
の研究テーマについて、参
考資料を明示しながら発表
できる。

研究テーマに関するディス
カッションにおいて、自分
の研究テーマを発表できる
。

左記の内容が何一つできて
いない。

卒業論文発表会において、
自分の卒論について、テー
マ、執筆動機、展望を明確
な資料と同時に発表でき、
尚且つ、他者の発表に対し
て的確な意見と指摘ができ
る。

卒業論文発表会において、
自分の卒論について、テー
マ、執筆動機、展望を明確
な資料と同時に発表できる
。

卒業論文発表会において、
自分の卒論について、参考
資料を挙げながら発表でき
る。

卒業論文発表会において、
自分の卒論についての発表
ができる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席条件10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

252－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認（45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

卒業論文全体の振り返り（1時間）予習課題（45分）卒業論文発表会16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅡＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

各教員がそれぞれの専門分野の資格、実務経験をもとに課題発見や研究テーマ構築の指導を
行う。

基本情報

開講時期



253－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「専門演習ⅡＢ」の目的は、各自 が卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキルを獲得していくプロセスを支援することにある。 具体的には、社会福
祉に関係する様々な事象のうち、自分が関心を持つ事象を探求するためのスキル（問題 発見・分析能力の養成・情報文献収集・調査等）を養成する。また、ゼミナ
ールごとにキャリア支援教育が 組まれており、身に着けたスキルを将来に生かす方法を探求する

授業の位置づけ
本科目は社会福祉学科ディプロマポリシーすべてに対応する科目である。

到達目標
ソーシャルスキル、グループ方式による作業方法、データの収集や分析・解釈、プレゼン能力の向上、論文 作成など、一連の方法を身に着けることが基本となるが
、さらに、下記のことについて達成できるようにする。
 ・各自の関心に基づく社会福祉関連の研究テーマを見つけることができる。
 ・関連資料の収集・整理を共同作業で行うことができる。
 ・研究報告及び研究成果のまとめを行うことができる。

授業全体の内容と概要
それぞれのゼミナール担当教員が学生諸君に提示している「専門テーマ」に沿った形で進められる。

授業の方法
各教員の指導方針のもとに行われるので、講義・ゼミナール・実験・製作・見学・調査など、様々な授業形 態がとられる。したがって、大学生として真摯に学ぶ姿
勢と自覚が求められる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各担当教員の指示に従い、主体的・積極的な参加に務めること。後期の「専門演習ⅡＢ」も、この演習の担当教員が継続して担当する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『各担当教員によって随時紹介される。 』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『各担当教員によって随時紹介される。 』

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席条件10回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

％ ％ ％ ％ ％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

254－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 担当教員によるガイダンス 所属研究室選択資料の確認 （45分）

2 担当教員による授業１ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

予習課題（45分）3 担当教員による授業２ 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業３4

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業４5

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業５6

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業６7

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業７8

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業８9

10 担当教員による授業９ 予習課題（45分） 授業振り返り課題（45分）

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１０11

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１１12

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１２13

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１３14

授業振り返り課題（45分）予習課題（45分）担当教員による授業１４15

卒業論文全体の振り返り（1 時間）予習課題（45分）総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の確認（45分）

科目名称 専門演習ⅡＢ

専門科目科目分類区分

社会福祉学科各教員授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 各教員研究室

単位数 1 (単位認定責任者： ）社会福祉学科各教員 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



255－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

256－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



257－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

258－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



259－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



261－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 専門演習ⅡＢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SEM134158（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



歴史（イギリス史）の理解
が全くなされていない。

263－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
ヨーロッパとイギリスの歴史を概観し、政治・社会、文化の歴史の基本的な知識を習得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
ヨーロッパとイギリスの歴史と社会・文化についての基礎的知識を獲得し，自分なりの理解がされ，
合わせて，獲得した知識が自身の言葉で的確に説明できる。

授業全体の内容と概要
ヨーロッパ、特にイギリスの歴史の時代を追って順次講義形式で概説していく。合わせて、日本を含むアジア等の諸国・地域について関連する部分を必要最小限説
明していく。

授業の方法
毎回、講義形式でヨーロッパとイギリスの歴史を述べていく。原則、こちらで用意した原稿に沿って口頭で説明していくが、適宜、パワーポイントと板書、配布資
料を併用する。授業の最後に当該箇所のまとめと確認を行い、その際、受講者にはミニッツペーパー（コメント）の提出を求める。ミニッツペーパー（コメント）
への講評を次回の授業の冒頭で行い、フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目
教職科目（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

歴史に関しての知識・理解

文献読解・考察の能力

論述の能力

歴史（イギリス史）に関し
ての理解が
正確、十分になされ、的確
に説明が
できる。

歴史（イギリス史）
に関しての理解が
おおよそなされ、
おおよその説明ができる。

歴史（イギリス史）
の主要な部分の理解がなさ
れ、ある程度説明ができる
。

歴史（イギリス史）
の主要な部分の理解がなさ
れている。

歴史に関する初歩的な文献
が十分に読解でき、明晰な
考察ができる。

歴史に関する初歩的な文献
の読解と考察がおおよそで
きる。

歴史に関する初歩的な文献
の読解が大体できる。

指示によって歴史に関する
初歩的な文献の読解が一定
程度できる。

指示による歴史に関する初
歩的な文献の読解ができな
い。

課題に対する説明が正確、
論理的にでき、明確な文章
で表現できる。

課題に対する説明が論理的
にでき、明確な文で提示で
きる。

課題に対する説明がわかり
やすく、読みやすい文で提
示できる。

指示によって課題に対する
説明がわかりやすく提示で
きる。

指示による課題に対する説
明ができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 適宜指示する

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 外国の歴史

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

HIS021010（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ガイダンス シラバスを読んでおく（９０分）

2 人類の起源・ヨーロッパの原始時代 原始・古代の予習（９０分） 原始・古代の復習（９０分）

古代ギリシャ（資料）の予習（９０分）3 ヨーロッパの古代（１）ギリシャ時代 古代ギリシ（資料）の復習（９０分）

古代ローマ（資料）の復習（９０分）古代ローマ（資料）の予習（９０分）ヨーロッパの古代（２）ローマ時代4

イギリス王政前期の復習（９０分）イギリス王政前期の予習（９０分）ヨーロッパの中世（１）イギリスの中世：王政前期5

イギリス王政前期の復習（９０分）イギリス王政前期の予習（９０分）ヨーロッパの中世（２）イギリスの中世：王政前期6

イギリス王政中期の復習（９０分）イギリス王政中期の予習（９０分）ヨーロッパの近世（１）イギリスの近世：王政中期7

イギリス王政中期の復習（９０分）イギリス王政中期の予習（９０分）ヨーロッパの近世（２）イギリスの近世：王政中期8

イギリス王政後期の復習（９０分）イギリス王政後期の予習（９０分）ヨーロッパの近世（３）イギリスの近世：王政後期9

10 ヨーロッパの近世（４）イギリスの近世：王政後期 イギリス王政後期の予習（９０分） イギリス王政後期の復習（９０分）

イギリス近代の復習（９０分）イギリス近代の予習（９０分）ヨーロッパの近代（１）イギリスの近代11

イギリス近代の複習（９０分）イギリス近代の予習（９０分）ヨーロッパの近代（２）イギリスの近代12

イギリス近代の復習（９０分）イギリス近代の予習（９０分）ヨーロッパの近代（３）イギリスの近代13

既習事項の復習（９０分）既習事項の復習（９０分）今日の世界（１）14

既習事項の復習（９０分）既習事項の復習（９０分）今日の世界（２）15

既習事項の復習（９０分）既習事項の復習（９０分）定期試験。６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

歴史の基礎的事項の復習（９０分）

科目名称 外国の歴史

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

HIS021010（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



265－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 身近な数学

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

MAT030016（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 身近な数学

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

MAT030016（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない

267－ －

ルーブリック

評価項目

1 Michael P. Critchley南雲堂 978-4-523-17539-1

概要

履修目標
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目であり、海外旅行で必要な実践的な英語力を学び、英語での明瞭な発音を身につけることができる。最終
的には、海外旅行中の様々な場面で相手とコミュニケーションする能力を身につける。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１． と ３．＜履修すべき科目と単位＞の１． と ３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜履修すべき科目と単位＞の１．と ３．に対応する。

到達目標
海外旅行に必要な英語表現を学び、コミュニケーション活動を通じて定着させることで、基本的な個人海外旅行ができる能力を養う。また、日本と海外の観光地に
関する知識と基本情報を英語で説明できる力を養う。

授業全体の内容と概要
リスニングや対話練習（ペアワーク）などのエクササイズを通して、空港、レストランやホテルなどで役立つ英語表現を体得する。授業では、学生ができるだけ多
く英語で話すことに時間をあてる。

授業の方法
テキストのリスニングや対話練習などのエクササイズを解き、疑問点などは個々に対応、或いはクラス全体への解答を解説し学生へのフィードバックを行う。個々
の発表やペアでのロールプレイ、グループワークなど多く取り入れるので積極的に授業に参加する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
15分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で欠席1回とします。授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。テキストを忘れ、授業前に申し出ない場合は欠席
扱いとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

英語表現能力

積極性

事前・事後学修

リスニング技能

授業内容を超えた学修が認
められる

授業内容を十分に理解して
いる

授業内容を理解している 授業内容の理解に不足があ
る

授業内で取り扱った表現を
完璧に習得し、英語で表現
を問題なく正確に運用でき
る

授業内で取り扱った表現を
習得し、英語で表現を運用
できる

授業内で取り扱った定型的
表現を使い英語を運用でき
る

与えられた条件下で最低限
度の英語表現を行うことが
できる

与えられた条件下で最低限
度の英語表現を行うことが
できない

授業全体の流れを理解し、
質問・問題提起により授業
展開に貢献する

授業全体の流れを理解し、
発問に対して積極的に応じ
る

発問に対して、指名されれ
ば正しく応じることができ
る。

授業に集中して理解しよう
とする態度が見られる

授業に集中できず、授業放
棄の態度が見られる

自ら進んで学修範囲を超え
て調べている

学修範囲を十分に調べて、
授業内容を他人に説明でき
る

学修範囲の理解に曖昧な点
がある

指示された範囲の事前・事
後学修はするが、理解が不
十分である

指示された範囲の事前・事
後学修をほとんどせず理解
が不十分である。

授業内て取り扱った単語・
表現の習得が不十分であり
、リスニング技能の運用に
不正確さが目立つ。

授業内で取り扱った単語・
表現を完璧に習得し、リス
ニング技能を問題なく正確
に運用できる

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能を正確に運用
できる。

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能をほぼ正確に
運用できる。

授業内で取り扱った単語・
表現を部分的に習得してい
るが、リスニング技能の運
用に不適切な部分が見受け
られる。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Encounters Abroad』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 英語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052022（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

デザイン学科・２年、建築学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の必要となる最低出席回数は10回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２０％ ５０％ ２０％ １０％



授業計画
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　英語で自己紹介文作成
シラバスの説明

シラバスを参照しながらテキスト内容を理解する。
（90分）

2
In flight(1): Unit 1 Where are you heading?
1：英語で自己紹介
Unit1, p8-10

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）3

In flight(1): Unit 1 Where are you heading?
2：旅の計画を説明
Unit1, p11-15

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Immigration(1): Unit 2 May I see your
passport?
3：空港で使用する英語

4

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Immigration(1): Unit 2 May I see your
passport?
4：到着カードの記入

5

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）Assessment Role Play　Unit 1＆２6

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Public Transportation(1): Unit 3 Where to?
5：タクシー
Unit3, p24-26

7

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Public Transportation(1): Unit 3 Where to?
6：支払いの場面
Unit3, p25-31

8

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Accommodation(1): Unit 4 I Asked for A Double
7：ホテルの予約
Unit4, p32-35

9

10
Accommodation(1): Unit 4 I Asked for A Double
8：ホテルのチェックイン
Unit4, p36-39

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）Assessment Role Play　Unit 3＆４11

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Sightseeing Plan(1): Unit 5 What Would You
Suggest?
9：観光場所を決める

12

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Sightseeing Plan(1): Unit 5 What Would You
Suggest?
10：観光地の情報を得る

13

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Car Reantal(1): Unit 6 Here Are Your Keys
11：レンタカー
Unit6, p50-53

14

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

まとめ
Unit1-7までの会話表現を覚えたかの確認を行う。15

授業で説明を受けた解説を復習。（90分）試験範囲の復習。（90分）Final Exam.  60分の試験終了後，残りの30分で解
説。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業各回のテーマを理解しておくこと。（90分）

科目名称 英語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052022（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

デザイン学科・２年、建築学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学習した知識を修得できな
かった。
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ルーブリック

評価項目

1 本郷・佐藤 三修社 ９７８４３８４１２
２７３２

概要

履修目標
ドイツ語の初級文法と簡単な会話をマスターする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固め、観光・留学などドイツ語圏で困らない程度の日常会話を身につけることができる。

授業全体の内容と概要
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目である。ドイツと言えば、クラシック音楽である。クラシックをBGMに用いたリラックスした学習環境の中
で、ドイツ語の文法と会話を学修する。

授業の方法
授業では板書をしながら，ドイツ語の文法・文化を紹介し，ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う（グループワーク・ロールプレイ含む）。
また，適宜確認テストを実施し，フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
新しいことばかりなので、とにかく授業に参加すること。ドイツ語検定試験受験希望者には特別講義を行なう。再試験の評価は内容の理解度を重視する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ドイツ語の初級文法につい
て説明及び語形変化等の活
用をすることができる。

基礎的な文法を用て平易な
ドイツ語の文章を書き翻訳
をすることができる。

ドイツ語の基本的な語彙を
修得し、発音が正確にでき
る。

学習した知識を確実に修得
し、求められるレベルを大
きく超えた。

学習した知識を確実に修得
した。

学習した知識をほぼ修得し
た。

学習した知識を修得したが
、最低限容認できるレベル
にとどまった。　

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。

与えられた課題に取り組む
こともなく、最低限容認で
きるレベルにも到達できな
かった。

学習した知識を確実に修得
し、求められるレベルを大
きく超えた。　

学習した知識を確実に修得
した。

学習した知識をほぼ修得し
た。

学習した知識を修得したが
、最低限容認できるレベル
にとどまった。　　

学習した知識を修得できな
かった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ドイツ語ルネサンス（第３版）』 ２０１３

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

GER051024（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年、デザイン学科・３年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　
授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（９０分）　

2
［ドイツ語の発音について］
発音問題の基本的な発音、ドイツ語特有な発音につ
いて学習する。

前回の授業内容を確認すること。（９０分）　 授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　　

前回の授業内容を確認すること。（９０分）　3
［ドイツ語の動詞について］　
動詞の変化について学び、人称変化させることがで
きる。

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［不規則変化動詞について］　
不規則変化動詞の変化について学び、人称変化させ
ることができる。

4

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［SEINとHABENについて］　
SEINとHABENについて学び、格変化させることがで
きる。

5

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［名詞と冠詞について］　
名詞と冠詞について学び、格変化させることができ
る。

6

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［名詞の複数形について］　
ドイツ語の名詞の複数形について学び、格変化させ
ることができる。

7

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［特殊な動詞の変化について］　
特殊な動詞の変化について学び、人称変化させるこ
とができる。

8

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［定冠詞類について］　
ドイツ語の定冠詞類とはどのような変化をするのか
を学び、変化させることができる。

9

10
［不定冠詞類について］　
ドイツ語の不定冠詞類とはどのような変化をするの
かを学び、変化させることができる。

前回の授業内容を確認すること。（９０分）　 授業の内容を復習しておくこと。　（９０分）　

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［前置詞について］　
ドイツ語の前置詞について学び、英語との違いを理
解する。

11

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［３・４格支配の前置詞について］　
３・４格支配の前置詞について学び、３格と４格の
違いを理解する。

12

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　
［接続詞について］　
ドイツ語の接続詞の特徴を学び、文章を書き換える
ことができる。

13

授業の内容を復習しておくこと。　（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［ヒアリング練習］　
ヒアリングに関するポイントを学ぶ。14

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［前期学修内容の復習］
前期で学んだ文法項目をチェックする。15

試験および解説を受けて講義全体を復習すること。
（９０分）試験に向け全体を復習すること。（９０分）［定期試験および解説］　

６０分の試験後、残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　　

科目名称 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

GER051024（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年、デザイン学科・３年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢより更に深く学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るように，メンタ
ルトレーニングを取り入れながら実践していく。また，学生と教員双方の人間関係を構築しコミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生
活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康の保持増進に一層深い関心を持ってメンタルな強化も含め，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢを基に，メンタルトレーニングをどのように取り入れていくかなど，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを
見つけ出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
陸上部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行力

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得・修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
陸上部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と

習得
基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得4

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得5

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得6

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得7

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践9

10 トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



日本の時事問題や文化、習
慣に興味、関心を持たず、
知識、技能を習得しようと
いう姿勢が見られない。授
業内の活動にもあまり参加
しない。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
授業を通して日本事情、日本文化をより詳しく理解する。日本事情、日本文化を学びながら、「聞く・話す・読む・書く」の4技能の向上を目指し、より高度な日本
語能力を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
日本の習慣、文化、現代日本の問題をよりよく理解するとともに自身の日本語能力を向上させる。

授業全体の内容と概要
日本の時事問題や日本文化、日本の習慣などをトピックに挙げながら日本語の４技能を育成する。トピックを題材に、ディスカッションやグループワークなどの活
動をし、自身の専門分野でも自分のことが十分に表現できる能力を身に付ける。

授業の方法
教材は教師が用意する。教材は紙媒体だけではなく、プロジェクターやパソコン、レアリアなども使用する。学生は教師が提示するトピックを題材に、日本語能力
の向上を目指す。授業内では決まった人たちとのコミュニケーションに終わらず、様々なクラスメートとグループワークやディスカッションをし、自分を表現でき
る能力を養う。その成果をプレゼンテーションやレポートで表す。レポートはテーマ、内容、正確さ、長さ、表現力の5項目で評価する。「内容」の項目は特に重要
で、自分の言葉でわかりやすく表現できているかを評価する。「正確さ」では文法や文字表記の誤りを提示するので、各自でフィードバックすること。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業中は母語の使用は原則禁止とする。母語話者同士の会話もすべて日本語で行うこと。授業中は携帯電話や辞書の使用は原則禁止とする。わからないことがあっ
たら教師に聞くこととする。
平常点が評価に大きく影響する。授業中は真面目に取り組み、「日本語で表現できない」と思わずなんでもチャレンジすることが求められる。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語、日本文化、時事問
題の知識・技能

思考力、判断力、日本語で
の表現力

主体的に日本語学習に取り
組む態度

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ち、積
極的に知識や技能を習得し
ようとしている。授業外で
も日本のニュースなどに関
心を持つ。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ち、積
極的に知識・技能を習得よ
うとしているが、授業内の
関心だけで終わってしまう
。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ってい
るが、知識・技能を習得し
ようという姿勢があまり見
られない。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心をあまり持
たない。授業内の活動には
参加するが、知識・技能を
習得しようという姿勢があ
まり見られない。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすく、文法の間違
えがほとんどない。声の大
きさ、発音もよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすいが、文法の間
違えが目立つ。声の大きさ
、発音がよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすいが、文法、発
音に問題があり、聞き取り
にくい。

自身で考えているが、他者
の協力がないと自分の言葉
で表現することができない
。文法、発音に問題がある
。

他者任せで、自身で考え、
自分の言葉で表現しようと
いう姿勢が見られない。文
法、発音に問題がある。

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にも積極的
に参加している。発言も多
い。

毎回の授業に参加し、授業
対しに意欲的で真面目に取
り組んでいる。積極性は弱
い。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいる。積極
的に活動に参加している。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいるが、授
業内の活動に対し消極的で
ある。

最低出席日数分授業に参加
しておらず、授業態度も問
題あり。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 必要に応じ適宜配布

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回である。
出席、授業態度、レポート、プレゼンテーションで評価を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ４０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

276－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（自己紹介・シラバス、授業の
進め方についての説明など）
プレスメントテスト

シラバスを熟読し、本講義についてりかいしておく
こと（９０分）

2 ニュース・トピック：日本文化（文学） 新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）3 ニュース・トピック：時事問題（安全管理） 講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する

こと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化(スポーツ）4

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題5

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

ニュース・トピック：日本文化（日本語、オノマト
ペ）6

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

ニュース・トピック：日本文化(キャラクター、フ
ァッション）7

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化（日本の祭り）8

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題9

10 ニュース・トピック：時事問題・日本文化（観光） 新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題11

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化（食）12

課題作成に取り組むこと（９０分）プレゼンの準備をする。レポート制作に取り組む
（９０分）

プレゼンテーション①
レポートテーマ発表13

課題作成に取り組むこと（９０分）プレゼンの準備をする。レポート制作に取り組む
（９０分）プレゼンテーション②14

発表を振り返り、各自においてプレゼンテーション
の反省を行うこと（９０分）

プレゼンの準備をする。レポート制作に取り組む
（９０分）プレゼンテーション③15

講義全体を振り返り、理解をふかめること（９０）
分レポートの再確認（９０分）レポート提出

総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



健康について基礎的な知識
を深く理解することが難し
い。。

277－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
人間生活の基本である健康・体力身体運動に関する知識を深め、現在不規則になりがちな生活習慣の改善が必要になる。学生生活における健康維持のための運動の
大切さについての基礎知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
生涯にわたり有意義な人生を送るために、健康的なライフスタイルを確立する方法を身につけさせる。
不規則になりがちな生活習慣で留意しなければならない点について、いくつかのテーマを通じて、基本的な知識を学習する。現在だけのことだけでなく、卒業後に
訪れるだろう社会人生活における健康づくりについて述べることができるようになる。

授業全体の内容と概要
現代社会における健康問題について解説し、健康づくりの必要性について理解を深める。

授業の方法
資料を通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッションを行います。板書や教材提示装置を活用します。健康に関するキーワードについ調べ学
修及びその発表を行います。課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
積極的に取り組むことを期待します。20分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。授業に臨む際に求められる態度・姿勢:集中して聞
く授業中の私語は慎んでください。目に余るときには退室を命じる場合があります。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体的に取り組む態度

健康について基礎的な知識
を深く理解している。

健康について基礎的な知識
をおおむね理解している。

健康について基礎的な知識
を理解している。

健康について基礎的な知識
を多少理解している。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について十分に
考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開についておおむ
ね考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容につい考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について多少考
察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について考察す
ることは難しい。

健康の多様な展開について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

健康の多様な展開について
理解したことをおおむね説
明できる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明できる
。

健康の多様な展開について
理解したことを多少説明で
きる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明するこ
とが難しい。。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『資料配布』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数１０回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　「シラバス説明」 事前にシラバスを読んで確認する。(４５分)

2 あなたの健康プログラムが見つかる① シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分3 あなたの健康プログラムが見つかる② ノートに記載された内容を復習し、理解する。

(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分あなたの健康プログラムが見つかる③4

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分あなたの健康プログラムが見つかる④5

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分あなたの健康プログラムが見つかる⑤6

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分個人発表7

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分個人発表8

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分健康ワンポイント①9

10 健康ワンポイント② シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分健康ワンポイント③11

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分健康ワンポイント④12

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分健康ワンポイント⑤13

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分個人発表14

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する
(４５)分グループ発表15

振り返り(４５分)ノートに記載された内容を再度復習し、理解する。
(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識が修得できな
かった。

279－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
基礎ゼミナールⅠに引き続き、建築・絵画・音楽などウィーン文化を考察する。さらにドイツ語学修に
重きを置き、ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固める。観光・留学などドイツ語圏で困らない程度の日常会話を身につける。　

授業全体の内容と概要
ドイツと言えば、クラシック音楽である。クラシックをBGMに用いたリラックスした学習環境の中で、ドイツ語の文法と会話を学修する。

授業の方法
授業では板書をしながら、ドイツ語の文法・文化を紹介する。ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。　

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ウィーンを含めたヨーロッパの絵画、建築、音楽等に興味があり、ドイツ語を修得したい学生であればだれでも受講可能。　

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

280－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容を確認すること。（４５分）

2 ［ドイツ語の発音について］　基本的な発音、ドイ
ツ語特有な発音について学習する。 前回の授業内容を確認すること。（４５分） 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3 ［ドイツ語の動詞について］　動詞の変化について
学び、人称変化させることができる。 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（90分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［不規則変化動詞について］　不規則変化動詞の変
化について学び、人称変化させることができる。4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［SEINとHABENについて］　SEINとHABENについて学
び、格変化させることができる。5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［名詞と冠詞について］　名詞と冠詞について学び
、格変化させることができる。6

授業の内容を復習しておくこと。（90分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）［名詞の複数形について］　ドイツ語の名詞の複数
形について学び、格変化させることができる。7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［特殊な動詞の変化について］　特殊な動詞の変化
について学び、人称変化させることができる。8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［特殊な動詞の変化について］　特殊な動詞の変化
について学び、人称変化させることができる。9

10
［冠詞類について］　ドイツ語の冠詞類とはどのよ
うな変化をするのかを学び、変化させることができ
る。

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［前置詞について］　ドイツ語の前置詞について学
び、英語との違いを理解する。11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　
［３・４格支配の前置詞について］　３・４格支配
の前置詞について学び、３格と４格の違いを理解す
る。

12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［接続詞について］　ドイツ語の接続詞の特徴を学
び、文章を書き換えることができる。13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ヒアリング練習］　ヒアリングに関するポイント
を学ぶ。14

授業の内容を復習しておくこと。（４５0分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ドイツ語検定５級について］　問題の傾向と対策
を学ぶ。15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）［前期学修内容の復習］　前期で学んだ文法項目を
チェックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができない。

281－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツの基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ．Ｂより更に深く学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践できるよう知識を身につける。携っている
競技の試合分析をする知識と理解力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，安全にトレーニングできるようにする。また，試合の分析・考察(心理的)も出来る。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅠＡ．Ｂを基に個人に必要なフィジカルとメンタルトレーニングを実践し，自分の競技の試合をどのように分析・考察(心理的)すればよいのかを考
える。

授業の方法
プリントなど資料にて説明したのち，トレーニング室及び体育館などで実際にトレーニング(フィジカルとメンタル)をする。また，コンディショニングの方法・心
理的などについての分析を行い，次の大会などに活かせるようにする。なお，次回の授業において前回の反省と確認を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
注意事項等の詳細については，ガイダンスにて説明する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度・判断

競技及び個人の特性を理解
し，安全にトレーニングが
できる

知識・理解

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが７割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが5割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが3割程度で
きる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
７割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
5割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
3割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
できない。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察ができる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が７割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が5割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が3割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察ができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ６０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

282－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス(シラバス説明)。 事前にシラバスを読んで確認しておく(４５分)

2 トレーニング実践　１
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)3 トレーニング実践　２
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　３
(フィジカルとメンタル)4

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　４
(フィジカルとメンタル)5

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　５
(フィジカルとメンタル)6

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　６
(フィジカルとメンタル)7

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　１
(心理的・コンディショニングの方法)8

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　２
(心理的・コンディショニングの方法)9

10 試合分析　３
(心理的・コンディショニングの方法) コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　４
(心理的・コンディショニングの方法)11

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　５
(心理的・コンディショニングの方法)12

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　６
(心理的・コンディショニングの方法)13

コンディショニングの方法を理解しておく(９０分)コンディショニングの方法を確認しておく(９０分)試合分析　７
(心理的・コンディショニングの方法)14

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　８
(心理的・コンディショニングの方法)15

専門用語の意味を理解しておくこと(４５分)内容を確認し理解を深めておくこと(４５分)振り返りと確認。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

283－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢより更に深く学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るように，メンタ
ルトレーニングを取り入れながら実践していく。また，学生と教員双方の人間関係を構築しコミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生
活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康の保持増進に一層深い関心を持ってメンタルな強化も含め，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢを基に，メンタルトレーニングをどのように取り入れていくかなど，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを
見つけ出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ラグビー部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行力

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得・修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

284－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と

習得
基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得4

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得5

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得6

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得7

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践9

10 トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



コンピューターの回路につ
いて簡単に説明できない。

285－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
高度ＩＴ人材となるために必要な基礎知識・技能、実践的な活用能力を身につける。

授業の位置づけ
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
コンピューターの回路について説明できる。
ハードウェアについて説明できる。
ソフトウェアについて説明できる。

授業全体の内容と概要
教科書の前半に書かれていることを理解できるようになること。
ゼミ生同士で知識を高め合うことが出来るようになること。

授業の方法
毎時間、最初にパワーポイントによる授業の後、それぞれ課題に取り組む。出来上がった課題を皆の前でプレゼンを行い評論し合う。最後に教員からのコメントで
締めくくる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
適宜，課題を提出する。
期日はその都度明示する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

コンピューターの回路につ
いて修得すること

ハードウェアについて修得
すること

ソフトウェアについて修得
すること

最新のコンピューターの回
路について簡単に説明でき
る。

コンピューターの回路につ
いて簡単に説明できる。

コンピューターの回路につ
いてほぼ簡単に説明できる
。

コンピューターの回路につ
いて説明できる。

自最新のハードウェアにつ
いて簡単に説明できる。

ハードウェアについて簡単
に説明できる。

ハードウェアについてほぼ
簡単に説明できる。

ハードウェアについて説明
できる。

ハードウェアについて簡単
に説明できない。

様々なソフトウェアについ
て簡単に説明できる。

ソフトウェアについて簡単
に説明できる。

ソフトウェアについてほぼ
簡単に説明できる。

ソフトウェアについて説明
できる。

ソフトウェアについて簡単
に説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 きたみ　りゅうじ  技術評論社 4297110210

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和02
年』

2019

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

櫻井　政経（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）櫻井　政経 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

286－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、
「ｎ進数」の扱いに慣れる シラバスを確認する（45分）

2 ２進数の計算と数値表現 配布物の指定箇所の予習
（45分） 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

配布物の指定箇所の予習
（45分）3 ２進数の計算と数値表現 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）２進数の計算と数値表現4

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）コンピュータの回路を知る5

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）コンピュータの回路を知る6

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）デジタルデータのあらわし方7

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）ＣＰＵ8

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）メモリ9

10 ハードディスクとその他の補助記憶装置 配布物の指定箇所の予習
（45分） 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）その他のハードウェア11

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）基本ソフトウェア12

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）基本ソフトウェア13

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）ファイル管理14

授業内容の復習（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）

ファイル管理、
まとめ15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容の復習（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

櫻井　政経（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）櫻井　政経 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

287－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本ゼミナールでは「天皇」を取り上げ、明治時代以降「天皇」が日本の近代化にいかに機能したか、を社会学的に考察する。イデオロギーに染まることなく、「天
皇」という存在を社会学的・構造神学的に考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。

到達目標
・明治時代以降の近代日本社会において、天皇が果たした順機能、潜在機能を理解する。
・仏教、キリスト教、儒教、イスラム教との比較から、天皇が持つ神性を考察し、理解する。
・平安時代末期の保元の乱が示した根本的規範の崩壊と、そこから派生する急性アノミー（無連帯・無規範）の恐怖と、現代日本社会に共通する要因を理解する。

授業全体の内容と概要
小室直樹『天皇畏るべしー日本の夜明け、天皇は神であったー」（ビジネス社）を基本参考文献とし（ゼミごとに教員が購読パートをコピーし配布する）、併せて
、山本七平、橋爪大三郎、大澤真幸、宮台真司の文献を参照し、ゼミを進める。

授業の方法
・購読パートを音読してもらい、必要に応じて教員が説明を加え、併せてディスカッションを行う。
・ゼミで使用するプリントは前の回に配布する。熟読することが望ましい。
・学生の要望には可能な限り応えるが、教育上問題のある要望には応えられない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的参加を望む

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

明治時代における天皇が果
たした機能を理解する。

仏教、キリスト教、イスラ
ム教、儒教と比較した天皇
の神性を理解する。

保元の乱における根本的規
範の崩壊と、そこから派生
する急性アノミーの恐怖を
理解する。

ディスカッションにおいて
、」自分の意見を明確に言
えるだけでなく、他者の意
見について明確で理屈の通
った指摘ができる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を明確に言える
。

「明治維新」「明治時代」
についての基本的知識を習
得する。

ゼミで購読したパートを説
明できる。

ディスカッションにおいて
、」自分の意見を明確に言
えるだけでなく、他者の意
見について明確で理屈の通
った指摘ができる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を明確に言える
。

高校のテキスト「宗教」の
基本的知識を習得する。

ゼミで購読したパートを説
明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

ゼミで購読したパートを説
明できる。ディスカッショ
ンにおいて、」自分の意見
を明確に言えるだけでなく
、他者の意見について明確
で理屈の通った指摘ができ
る。

ディスカッションにおいて
自分の意見を明確に言える
。

保元の乱以降の日本史の基
本的知識を習得する。

ゼミで購読したパートを説
明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の最低出席回数１０回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

288－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 高校のテキストの読み込み（４５分）

2 明治維新における天皇１ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

前回資料の読み込み（４５分）3 明治維新における天皇２ 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）神の機能（正統性の付与）１4

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）神の機能（正統性の付与）２5

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）教育勅語に込められた革新6

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）キリスト教の論理7

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）儒教の論理8

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天皇の神性１9

10 天皇の神性２ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天下大乱はなぜ起きたか11

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）日本皇道の失墜12

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）摩訶不思議なるもの13

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天皇が秘める深淵１14

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天皇が秘める深淵２15

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）天皇が秘める深淵３16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の読み込み（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった

289－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
動作の質的測定を行うためのシステム「ファンクショナルムーブメントスクリーン:FMA」と「セレクティブ・ファンクショナルムーブメントアセスメント:SFMA」を
理解する．

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の５．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
様々な対象者の動作パターンを調べ，一貫性のある基準を用いて問題の有無を判断する方法と，その問題を修正するために適切なエクササイズを見つける．

授業全体の内容と概要
日本においてもファンクショナルムーブメントスクリーンは，プロのアスリートだけでなく一般のスポーツ愛好家にも行われるようになってきているが，医療の専
門家の中ではまだ十分に認識されていないのが現状である．スポーツやフィットネス，リハビリテーションには様々な専門分野の人が関わっているが，ファンクシ
ョナルムーブメントスクリーンとセレクティブ・ファンクショナルムーブメントアセスメントはこのような専門分野の溝を埋めるツールとなりうることを理解し，
自身の競技力向上に繋げる．

授業の方法
各回のテーマについてテキストを使用しながら講義をし，さらに，理解を深めるために医学的ビデオも視聴させる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した

学修ひた知識・技能を確実
に修得した

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった

学修した知識・技能を修得
したが最低限容認できるレ
ベルにとどまった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

290－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス 測定準備と論文の読み込み．（４５分）

2 FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン① 測定準備と論文の読み込み．（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

測定準備と論文の読み込み．（４５分）3 FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン② 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン③4

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター①5

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター②6

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター③7

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの確認8

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感①9

10 FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感② 測定準備と論文の読み込み．（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感③11

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化①12

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化②13

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化③14

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化④15

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割も
果たせず、意欲もまったく
ない状態で、安全に配慮が
できない。

291－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
余暇時間の増大や高齢化が進む中で、自分自身の人生をより豊かで充実したものにするために、スポーツは非常に重要な役割を果たすと考えられる。本授業では、
トレーニングの理論と実践を通し、生涯にわたって定期的に体を動かす習慣を養うことを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
栄養、運動、休養に関する基礎的知識を身につける。
自らの体力・目標に応じたトレーニングプログラムを組み立てる。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
正しいトレーニング理論を学び、体を動かす重要性、楽しさを学ぶ。

授業の方法
授業はトレーニングの実技が中心となるが、トレーニング方法についてグループで研究を行い、各自に適しているトレーニング方法を継続的に実践できるよう実施
していく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
柔道部に所属の学生を対象とする。体育館・ウエイトトレーニング場を中心に授業を行うので、ジャージ・屋内用トレーニングシューズを用意すること。
怪我や健康上の理由がある者は、事前に申し出ること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、何事にも
意欲的に取り組み、かつ安
全に細心の注意を払うこと
ができる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り、役割を
果たすことができ、指示通
り取り組み安全に注意を払
っている。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしない時があり
、意欲もなく安全に注意を
払っていない。

トレーニングの基礎知識を
十分持ち、それぞれの領域
においても十分理解し、実
践的に活用できる。

トレーニングの基礎知識を
持ち、各領域においても深
く理解し、適切に活用でき
る。

トレーニングの基礎知識を
ある程度理解し、活用する
ことができる。

トレーニングの基礎知識が
少なく、活用することがで
きない。

トレーニングの基礎知識が
全くなく、取り組みが全く
みられない。

達成目標を設定することが
でき、達成目標以上のトレ
ーニングを実施することが
できる。

達成目標を設定し、達成目
標が達成できるよう努力す
ることができる。

達成目標を設定し、５割程
度達成することができる。

達成目標の設定が明確でな
く３割程度しか達成するこ
とができない。

達成目標を設定出来ず、な
んとなくトレーニングを行
っている。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ ０％ ０％ ６０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

292－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認をしておく（４５分）

2 体力測定、形態測定 事前にシラバスを読んで確認をしておく（４５分）事前にシラバスを読んで理解する（４５分）

最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）3 最大挙上重量測定１ 最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定２4

栄養学の基礎を理解する（４５分）栄養学の基礎を確認しておく（４５分）栄養学１5

栄養学の基礎を理解する（４５分）栄養学の基礎を確認しておく（４５分）栄養学２6

栄養学の基礎を理解する（４５分）栄養学の基礎を確認しておく（４５分）栄養学３7

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング１8

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング２9

10 トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング３

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

ウォーミングアップとクールダウンの方法を理解す
る（４５分）

ウォーミングアップとクールダウンの方法を確認し
ておく（４５分）ウオーミングアップとクールダウン１11

ウォーミングアップとクールダウンの方法を理解す
る（４５分）

ウォーミングアップとクールダウンの方法を確認し
ておく（４５分）ウオーミングアップとクールダウン２12

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング４13

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング５14

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定３15

生涯トレーニングの特性を理解する（４５分）生涯トレーニングの特性を理解しておく（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解する（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった。

293－ －

ルーブリック

評価項目

1 姉崎洋一ほか 三省堂 9784385159485

概要

履修目標
教員になるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び意欲を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
教育制度についてその概要を理解することができる。
教育にかかわる諸問題についてその概要を理解することができる。
教員になるために必要な事項についてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回の授業テーマについて考える。
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説、新聞記事などの通読
教育に関する基本的事項についての調べ学修
教員として求められる一般教養及び教職教養の学修
学校視察やボランティア活動等への参加
漢字検定等への参加

授業の方法
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説などを通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッション
を行います。板書や教材提示装置を活用します。
教育に関するキーワードについての調べ学修及びその発表を行います。
教員として求められる一般教養及び教職教養について演習を行います。
課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点を生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○教職課程を履修し、大学卒業後に教職に就く強い希望と意思を持った学生を原則対象とします。
〇講義の前後に学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○授業開始後３０分の遅刻は「欠席」とみなします。「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた
。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『解説教育六法2019』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして授業を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

294－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバスの説明含む）
基礎ゼミナールⅡAに向けた抱負の発表
学修計画の作成

教職に向け自己目標を設定する。（４５分）

2
特別支援教育について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

前時に課された課題を提出する。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

前時に課された課題を提出する。（４５分）3
特別支援教育について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
特別支援教育について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

4

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
子どもの問題行動について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

5

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
子どもの問題行動について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

6

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
子どもの問題行動について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

7

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
世界の教育改革について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

8

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
世界の教育改革について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

9

10
世界の教育改革について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

前時に課された課題を提出する。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
日本の教育改革について考える①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

11

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
日本の教育改革について考える②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

12

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
日本の教育改革について考える③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

13

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
日本の教育改革について考える④
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

14

本時の学修内容をまとめて提出する。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）
日本の教育改革について考える⑤
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

15

前期の学修をまとめる。（４５分）前時に課された課題を提出する。（４５分）前期の学修の総括及び反省16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の感想を記述し次時に提出する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして授業を行う。

基本情報

開講時期



知識・技能を得るための最
低限の活動が見られなかっ
た。

295－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「経営学」を本格的に勉強したい学生を対象に、理論と実践を融合させ、経営学のエッセンシャルを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
経営学のフレームワーク理論と実践を理解する。

授業全体の内容と概要
経営学のフレームワーク理論と実践を理解してもらう。

授業の方法
各回の授業の中で、テーマに沿った議論を行い、きちんとした理論の展開を口頭でも文章でもできるように訓練することを旨とする。ディスカッションで得た内容
を忘れないようにデータベース化し、フィードバックに関してはここに行ったり全体に対して行うなど毎回施行を凝らす。フィールドワークにも挑戦してもらいフ
ィードバックはゼミの中で全員で行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席回数を重視し評価する。参考文献として「日経ビジネス」を利用する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性

知識・技能を得るために十
分積極的に活動した。

知識・技能を得るための活
動は、やや積極性を欠くも
のの十分な姿勢を見せた。

知識・技能を得るための通
常の活動は、ある程度こな
すことができた。

知識・技能を得るための最
低限の活動を行った。

積極的に授業に取り組み、
経営学部生として実社会で
対応し得る様々なスキルを
学び、経営学部において学
んだ内容を以って社会に貢
献するための努力をしてい
る。

各回の授業に真摯に取り組
み、経営学部生として十分
な実践力の獲得へ向けた理
解が深まりつつある。

各回の授業に取り組み、考
え方や問題解決に対する努
力が見られる。

授業にまじめに取り組み、
経営学部生としての日常活
動を実社会につなげるため
の努力は認められるがなか
なか定着していない。

授業への取り組みが不十分
で、本学経営学部生として
の知識の獲得に対する前向
きな姿勢が見られない。

自分のみならず周囲の学生
も巻き込みながら授業に取
り組み、余った時間をさら
なる研究・理解に振り分け
本学経営学部生としての自
覚が出来上がっている。

授業中の質問が多く、与え
られた問題解決への相談も
常であり経営学部生として
の活動を実社会で生かすこ
とに関して前向きで、努力
が窺える。

積極性は乏しいものの、不
明点を質問するなど前向き
な姿勢がうかがわれる。

何とか授業はこなすものの
、不明点を質問したりする
ことはなく、日々の活動も
受動的である。

自分から進んで経営学部生
としての内容を身につけよ
うとする姿勢が見られない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日経BP

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『日経ビジネス』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
この科目は演習科目なので最低１２回の出席を必要とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

296－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバス解説 授業への参加の心構えを考える。（４５分）

2 企業ケースと地域の課題分析（飲食業①） 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）3 企業ケースと地域の課題分析（飲食業②） 授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（商店①）4

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（商店②）5

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（観光業①）6

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（観光業②）7

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（その他①）8

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業ケースと地域の課題分析（その他②）9

10 フィルドワーク① 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）フィルドワーク②11

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）レポート課題①12

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）レポート課題②13

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン①14

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）課題プレゼン②15

前期全体の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）前期ゼミ活動総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業振り返りを行い弱点を改善するため知らないタ
ームを調べ理解する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期



知識・技能の基礎的内容の
理解ができなかった。

297－ －

ルーブリック

評価項目

1 大村はま 筑摩書房 4-480-08287-5

概要

履修目標
・教育課題や教師の仕事に関する学びをとおしてコミュニケーション力、ポジティブ思考を身に付ける。
・教育に関連する事柄を関連付けながら教職に必要となる知識・態度などを育む。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞１．と２．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
・教育問題や教師の仕事について基礎的な知識を習得する。
・実際の教育現場に関連付けて思考する経験を深める。
・他者の意見を参考にしながら自分なりの考え方を整理して、発表できる。

授業全体の内容と概要
・教育課題や教師の仕事に関するテーマに基づき、輪読、意見交換・討論、プレゼンテーションをとおして、課題意識を高め、その解決や取組の方策について理解
を深める。

授業の方法
・各回のゼミナールは、学生の主体性を大切にし、①教材の輪読→②課題の整理→③デスカッション（討論）→④まとめ　の流れで進める。各回、コメントを加え
てまとめとする。
・ゼミナールのまとめとしてプレゼンテーションを予定しており、プレゼンテーションにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職課程を履修し、大学卒業後の職業の一つの選択肢として「教職」の希望を持っている学生を対象とする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教職に関する知識・技能の
理解

演習における思考・判断・
表現

演習への参加態度、姿勢

知識・技能についての基礎
的内容について高い関心を
もって理解し、さらに深め
てようとすることができた
。

知識・技能の基礎的内容に
ついて、関心をもって理解
し、学修することができた
。

知識・技能の基礎的内容を
学修することができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて一定程度理解するこ
とができた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現できた。

テーマに基づき、一定程度
、思考・判断し、個人やグ
ループで表現しようとした
。

テーマの受け止めが不十分
で思考・判断・表現に課題
がみられた。

演習に非常に積極的に参加
することができた。

演習に積極的に参加するこ
とができた。

演習に関心をもって参加す
ることができた。

演習への関心が一定程度み
られた。

演習への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新版　教えるということ』 1996

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
教職ふさわしい演習参加態度で臨むこと。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

298－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション・シラバスの説明 演習内容についてシラバスで確認する｡(45分）

2 教育の現状と動向を知る①　　　（中央教育審議会
等の答申など） 演習に関連する文献に目を通す。(45分） 演習内容を振り返る。(45分）

演習に関連する文献に目を通す。(45分）3 教育の現状と動向を知る②　　　（教育の現状と課
題） 演習内容を振り返る。(45分）

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教育の現状と動向を知る③　　　（子どもを巡る問
題　児童虐待、不登校等）4

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える　①　　（教えるという
こと１）5

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える　②　　（教えるという
こと２）6

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える　③　　（教えるという
こと３）7

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える　④　　（教師の仕事　
１）8

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える　⑤　　（教師の仕事　
２）9

10 魅力ある教室づくりを考える　⑥　（教室の魅力　
１） 演習に関連する文献に目を通す。(45分） 演習内容を振り返る。(45分）

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）魅力ある教室づくりを考える　⑦　（教室の魅力　
２）11

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）魅力ある教室づくりを考える　⑧　（教師になるた
めに）12

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）プレゼンテーションの進め方　　（テーマ、内容の
検討）13

プレゼン内容を振り返る。(45分）レポートを作成し、プレゼン準備をする。(45分）プレゼンテーション１14

プレゼン内容を振り返る。(45分）レポートを作成し、プレゼン準備をする。(45分）プレゼンテーション２15

ゼミナールのまとめについて整理する。(45分)レポート内容、プレゼンについて自己評価しておく
こと(45分)ゼミナールのまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーション内容を確認する(45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果さなく意欲もまったくな
く，安全に注意を払ってい
ない。

299－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
現代社会における健康の位置づけを考え，運動が生涯にわたりそれへどう寄与するかを学ぶ。
からだの構造の基礎的知識を身につけることによって，合理的にパフォーマンスの向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２と．４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
骨・筋を中心にからだの構造に関する基礎知識を理解し，トレーニングとケアを実践することができる。

授業全体の内容と概要
目的に応じた運動の特性，楽しさを学ぶ。

授業の方法
からだの構造に関する知識を踏まえ，体育館及びトレーニングルームにてトレーニングを実技実践しながらケア方法を取り入れトレーニングと回復について理解し
ていく。トレーニングの経過を観察記録し，各自記録結果をパワーポイント等にまとめ，グループワーク等で思考・考察，意見交換，討論，発表等一連の活動を行
い学習する。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
研究室，体育館，トレーニング場で授業を行う。
からだを動かすのに適した服装とする。（ジャージ等）

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果す
ことができ，意欲的に取り
組み，安全に注意を払うこ
とができる。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

行動の仕方を守らず役割を
果そうとしないときがあり
，意欲もなく安全に注意を
配っていない。

からだの構造を理解し，運
動との結びつきに及んでい
る。

からだの構造を理解してい
る。

からだの構造を概ね理解し
ている。

からだの構造をある程度理
解している。

からだの構造を理解してい
ない。

計画を立てることができる
。その計画に沿って実行で
き，達成目標がほぼ全てク
リアされている。

計画を立てることができる
。達成目標は７割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は５割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は３割程度であ
る。

計画を立てることができな
い。達成目標が設定されて
いないため行動がみられな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

300－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んでおく（４５分）

2 からだの構造（概論） からだの構造について調べておく（４５分） からだの構造について確認しておく（４５分）

からだの構造について調べておく（４５分）3 からだの構造（概論） からだの構造について確認しておく（４５分）

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢）4

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）5

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢）6

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（90分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢）7

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）8

トレーニング後の変化を観察しておく（90分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢）9

10 ケア方法（ストレッチ） ストレッチ方法を調べておく（４５分） ストレッチ方法を確認しておく（90分）

ストレッチ方法を確認しておく（４５分）ストレッチ方法を調べておく（４５分）ケア方法（ストレッチ）11

マッサージ方法を確認しておく（４５分）マッサージ方法を調べておく（４５分）ケア方法（マッサージ）12

マッサージ方法を確認しておく（４５分）マッサージ方法を調べておく（４５分）ケア方法（マッサージ）13

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニングとセルフケア14

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニングとセルフケア15

トレーニングの効果を確認しておく（４５分）トレーニングの実施内容と効果をまとめておく
（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を確認しておく（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期



アイデアを出せなかった。
他人の発表を殆ど理解でき
なかった。

301－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生時代に地域で貢献活動をすることは地域 社会の理解や課題認識のために大切であり、また、自らの学習成果を地域社会の中で試し検証する絶好の機会となる。
更に、本学の教育理念に「必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂げる」を具現する活動でもある。そう
した位置付けで、自主的に行う地域貢献活動（教育ボランティア活動）によって多くを学ぶことで共生社会の実現に資する「共感理解教育」を実践する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５．に対応する。

到達目標
（１）教育ボランティア活動を通して何を学ぶのか、各自の問題意識を明確にする。
（２）様々な活動場面に応じて、適切なコミュニケーションを取りながら、他者との関わりをもつ。
（３）対象者の特性に応じた指導や支援の仕方を実践的に学ぶ。
（４）各自の活動経験を振り返り、今後進めていく上での自己の学習課題を設定する。

授業全体の内容と概要
授業では、グループワーク、討論、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。参加者一人ひとりの問題意識や活動経験、考察結果などを全体で共有し
ながら、各自の考えが深められるようにする。

授業の方法
グループワークを中心にした活動が多いため、一人ひとりが自主性を持ち、他人任せになるようなことがないように、常に問題意識を持ち、議論しながら問題解決
し、積極的に活動に励む。授業では、グループワーク、討論、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①社会に役立って達成感を得たい。
②社会に役立つことを実感して自分に自信をつけたい。
③やる気がある。
④社会貢献活動（教育ボランティア）に興味がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

積極性、社会理解

課題解決能力と創造性

コミュニケーション能力と
行動力

積極的にアイデアを出し、
採用された。他人の発表を
聴き、十分な理解に努め、
積極的に意見した。

積極的にアイデアを出した
。他人の発表を聴き、十分
な理解に努めた。

それなりにアイデアを出し
た。他人の発表の理解にあ
る程度努め、尊重した。

アイデアを殆ど出せなかっ
た。他人の発表をあまり理
解できなかった。

仕事を的確に発見し、進め
方を共有しあいながら適切
に検討し、実行できた。

仕事を進んで発見し、進め
方を適切に検討し、実行で
きた。

仕事を発見し、進め方を検
討し、ある程度実行できた
。

仕事をあまり発見できず、
依頼されたこともあまり実
行できなかった。

仕事を発見できず、依頼さ
れたこともほとんど実行で
きなかった。

他者をリードする態度で積
極的に活動に取 り組み、
高い コミュニケーション
能力と行動力がある。

自主的・協働的に活動に取
り組み、コミュニケーショ
ン能力や行動力がある。

自らの考えでアクションを
起すことはあまりないが必
要なコミュニケーション能
力や行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことはなく最低限度の
コミュニケーション能力や
行動力はある。

自らの考えでアクションを
起すことができない。最低
限度のコミュニケーション
能力や行動力もほとんどな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, 10回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ０％ ２０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

302－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの説明 演習の準備　シラバスの熟読　（45分）

2 Planning① 事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

事前に作業しておくなどの準備（45分）3 Planning② 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ２5

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ３6

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ４7

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ５8

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ６9

10 Creative activities    ７事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ８11

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ９12

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）地域イベント活動準備①13

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）地域イベント活動準備②14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）地域イベント活動準備③15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習内容を確認して理解を深める（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾けることは出
来るが質問出来ない。

303－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
基礎ゼミナールⅠの目的を踏襲しながら無理なく専門課程へ移行できる様「学びの方法」を修得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
基礎ゼミナールⅠから継続して考えていきながら、学生それぞれが１つのテーマを上げレポートを作成し発表する事を目標とする。

授業全体の内容と概要
人間は食べることのみによって栄養を取り入れ、様々な活動を可能としている。乳幼児から高齢者まで各々の目的や問題の違いはあれ、それぞれ生活リズムの確立
や健康、QOL、疾病防止などを目的として望ましい食生活をする事が必要となる。学生それぞれが自分自身の食生活だけでなく職業的（保育士、社会福祉士、スポー
ツトレーナー、教員等）に必要な問題意識を持ち知識を身につけることを目標とする。

授業の方法
食生活や栄養に関する問題の中からそれぞれが研究テーマを見つけ、プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等を実施
する。また必要に応じて教員がテーマに関した講義も行い、カレントトピックスについても解説する。質疑応答には随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視する。欠席をする場合は必ず事前に連絡をすること。出席数を満たしていてもゼミの運営を乱す行為があった場合は評価をしない場合がある。また同じ
くゼミの運営に支障を来たす行為があった場合は途中でゼミ異動を宣告する場合がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解(協調性，傾聴
力)

知識・理解(興味，関心)

汎用的機能(トークスキル
，表現力)

態度・志向性(リーダーシ
ップ，態度)

態度・志向性(意欲)

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに積極的に耳を傾け，
タイミングよく質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け，タイミン
グよく質問することが出来
る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け何回か質問
することが出来る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち積極的に
食生活や栄養についてのテ
ーマを発見することができ
る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持に食生活や
栄養についてのテーマを概
ね発見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持つ努力をし
ながら食生活や栄養につい
てのテーマを発見すること
ができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができない。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう資料を十分揃
えわかりやすく発表するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいようわかりやすく
発表することが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう概ねわかりや
すく発表することが出来る
。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来ない。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，積極的にゼミ
運営に関わることが出来る
。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，ゼミ運営に関
わることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に関わるこ
とが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に多少関わ
ることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識できない。

評価前提条件を満たしてい
ない。(出席9～0回)

休まずゼミに出席している
。(出席16回)

概ねゼミに出席している。
(出席15～14回)

休みがちではあるが出席し
ている。(出席13～12回)

欠席が目立つが出席してい
る。(出席11～10回)

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席状況（３分の２以上）。ゼミ内での活動(プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等)とゼミ内での役割の認識と行
動により総合評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

304－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 ゼミ初回に必要な事項について考える。(４５分)

2 「食生活の重要性を考えるⅡＡ」① 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)3 「食生活の重要性を考えるⅡＡ」② 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」③4

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」④5

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑤6

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑥7

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑦8

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑧9

10 「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑨ 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑩11

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑪12

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑫13

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑬14

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＡ」⑭15

まとめの振り返りを行う。(４５分)まとめの準備を行う。(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスについて確認する。ゼミ内での自分の役割
について考える(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



指示による情報収集と整理
、発信ができない。

305－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
学生が世界と日本の文化について、資料と文献によって基礎的な知識を身につける。合わせて、プレゼンテーションと文章作成の基礎的な能力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
受講者において、日本と世界の歴史・文化についての基本的な理解がなされ、プレゼンテーションと文章作成の基礎的な能力が身についていること。

授業全体の内容と概要
毎回、受講者が日本と世界の歴史と文化に関する学習（文献調査）とプレゼンテーションを行い、合わせて、教員による説明を加える。適宜、文章作成の練習も取
り入れる。

授業の方法
毎回、１）受講者による文献調査、２）プレゼンテーション・質疑応答、３）教員による補足・講評（フィードバック）を行う。合わせて、文章作成の練習も加え
る。　　※プレゼンテーション、講評では板書、ボード、スライドを使用。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

情報収集・分析能力

コミュニケーション・プレ
ゼンテーション能力

歴史と文化に関する理解・
認識

多様で正確な情報の収集と
分析ができ、的確な発信が
できる。

正確な情報収集と整理がで
き、適切な発信ができる。

情報収集と整理の基本が身
に付いており、発信の基本
ができている。

指示によって情報収集と整
理が遂行でき、指示によっ
て
発信ができる。

的確な議論と明確なプレゼ
ンテーションができ、適切
な質疑応答ができる。

適切な議論とプレゼンテー
ションが
できる。

議論とプレゼンテーション
の基本が身に付いている。

指示によって議論とプレゼ
ンテーションが遂行できる
。

指示による議論とプレゼン
テーションが
できない。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する広く深い理解ができ
ており、発展的な学習がで
きる。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する理解ができており、
発展的な学習が期待できる
。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する基本的な理解ができ
ている。

指示によってヨーロッパの
歴史と文化に関する理解が
できる。

指示によるヨーロッパの歴
史と文化に関する理解がで
きない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 適宜指示

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

306－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、教員によるヨーロッパの歴史と文
化の基礎に関する講義 ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）

2 教員によるヨーロッパの歴史と文化の基礎に関する
講義 ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習(４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習(４５分）3 受講者による調査とプレゼンテーション（１） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習
（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習(４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習(４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（２）4

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習(４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習
(４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（３）5

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習
（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（４）6

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習
（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（５）7

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習
（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習
（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（６）8

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習
（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（７）9

10 受講者による調査とプレゼンテーション（８） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（９）11

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習
（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（１０）12

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（１１）13

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者によるレポート作成（１）14

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者によるレポート作成（２）15

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者によるレポート作成（３）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が７０％も理解できて
いない。

307－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が就職活動を行う時に必要なＳＰＩの基礎知識（非言語分野）及び解き方（思考過程）の基本をしっかり身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ＳＰＩの基礎知識（非言語分野）と解き方（思考過程）の基本を修得できる。

授業全体の内容と概要
金銭に関する問題、速さ・時間・距離、確率、推論、集合、論証、グラフの領域等を豊富な練習問題を解くことによって、ＳＰＩの基礎知識（非言語分野）と解き
方の基本について実感をつかませる。

授業の方法
授業は、板書で実施し、板書にて説明しながら、演習を行う。課題は学生が提出後、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ゼミナールの内容を十分に理解するために予習・復習を怠らず、また講義や演習に対して積極的に取り組むこと。
レポート等の提出方法についてはゼミナール時間中に指示するので、ゼミナールを欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ＳＰＩに必要な基礎知識の
修得

計算過程において必要な記
述内容の修得

思考過程のプレゼンテーシ
ョン

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が１００％理解できて
いる。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が９０％理解できてい
る。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が８０％理解できてい
る。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が７０％理解できてい
る。

演習問題は解き方（思考過
程）を１００％記述したレ
ポートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を９０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を８０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を７０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を７０％も記述したレ
ポートになっていない。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。また、
質問にも正確に対応してい
る。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
出来ている。

一部筋道の立った思考過程
がプレゼンテ－ションを通
して出来ている。

筋道の立った思考過程のプ
レゼンテ－ションが出来て
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ３０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

308－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス及びシラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（45分）

2 濃度（１） 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）3 濃度（２） 今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）濃度（３）4

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）速さ・距離・時間（１）5

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）速さ・距離・時間（２）6

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）速さ・距離・時間（３）7

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）速さ・距離・時間（４）8

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）ものの値段と個数9

10 定価・原価・利益 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）割合と値段（１）11

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）割合と値段（２）12

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）仕事算13

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）表の読み取り14

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）資料の読み取り15

総理解（45分）総復習（45分）まとめ及び要点のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今日のゼミナールの再確認（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



309－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

310－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



311－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

312－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



313－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

314－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072045（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



全体的に理解が曖昧。

315－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 978-4-8058-5105-0

概要

履修目標
社会福祉士国家試験出題基準にも関連する地域福祉学の学術用語や地域福祉の理念と対象、ソーシャルワークなど地域福祉学の基礎を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する

到達目標
１．地域社会における社会福祉の対象について説明ができる。
２．地域福祉学の学術用語の基礎的説明ができる。

授業全体の内容と概要
地域福祉学は、その対象理解を学ぶものが地域福祉論、実践方法・技術を学ぶものがコミュニティワークになる。本科目は、理論的接近により地域社会、地域住民
、地域資源とは何か、地域福祉論の基礎について学ぶ。
テキストを中心に関連文献を適宜紹介し、参考文献として、その他、文献資料も活用する。
授業内容は、社会福祉士国家試験科目｢地域福祉の理論と方法｣の内容についての理論的理解を含む。

授業の方法
１．授業形態は講義形式だが、適宜、グループワークやディスカッションを含む。
２．テキストを使用し、ポイントとするべき箇所は説明、板書を行う。
３．適宜、質疑応答を交える。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．教科書は必ず持参すること。
２．必要な資料等は適宜配布する。
３．１５回目の授業時にノートの確認を行う。
４．ⅠとⅡは同じ教科書を使用する。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程
，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

【知識】地域福祉の基本的
な考え方について理解して
いる。

【知識】地域福祉の組織や
役割について理解している
。

【知識】コミュニティソー
シャルワークについて理解
している。

非常に理解している。 おおむね理解している。 理解している。 理解が一部曖昧。

非常に理解している。 おおむね理解している。 理解している。 理解が一部曖昧。 全体的に理解が曖昧。

非常に理解している。 おおむね理解している。 理解している。 理解が一部曖昧。 全体的に理解が曖昧。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『地域福祉の理論と方法』 2015年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域福祉の理論と方法

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS123026（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１．出席回数は最低１０回なければ試験を受験することはできない。
２．その他については、出席状況３０％・ノート確認３０％の評価となる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

316－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス・シラバスの説明 教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 地域福祉の発展過程について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 地域福祉の発展過程
－行政と住民の協働・新しい生活課題 ノート整理を行うこと（９０分）

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域福祉の発展過程
－新しいサービスシステム・地域福祉の主体4

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域福祉の基本的考え方
－地域福祉理論の発展・理念5

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）
地域福祉の基本的考え方
－地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組
織

6

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域福祉の主体と福祉教育について7

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）行政組織と民間組織の役割と実際
－地域福祉計画8

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）行政組織と民間組織の役割と実際
－社会福祉協議会・社会福祉法人9

10 行政組織と民間組織の役割と実際
－NPO・民生委員児童委員など 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０分）

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニティーソーシャルワークについて
－考え方11

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニティーソーシャルワークについて
－展開とシステム12

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニティーソーシャルワークについて
－方法13

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニティーソーシャルワークについて
－チームアプローチ14

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニティーソーシャルワークについて
－専門職と住民15

テストの振り返りを行うこと（９０分）テスト勉強をしておくこと（９０分）【定期試験】６０分の試験終了後，残りの３０分で
解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理を行うこと（９０分）

科目名称 地域福祉の理論と方法

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS123026（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行う。

基本情報

開講時期



317－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

318－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



319－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

320－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



321－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

322－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



323－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

324－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



325－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

326－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



327－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

328－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



329－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

330－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



331－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

332－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



333－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

334－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



335－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

336－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



337－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

338－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 卒業論文

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

THE134159・THE434101・THE534112（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 4 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テーマに対して目標を設定
できず、課題を発見できな
い。

339－ －

ルーブリック

評価項目

1 文部科学省 東山書房 4827815623

概要

履修目標
特別活動の指導法について，教職を志す学生に身に付けさせることを目的とする。特別活動とは学生生活における授業活動以外の全活動を指すものであり，学校と
は何の為にあるのかをこの講義を通じて考えてもらいたい。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．に対応する。

到達目標
学校教育における特別活動の目的や意義をはじめとして指導計画の作成・指導・評価の在り方、実践上の留意点について理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき講義をするとともに、主体的・実践的・具体的な理解を可能とするように考察・討論・発表などの活動を行う。

授業の方法
各回のテーマに基づき板書及び配布物資料等を活用、講義形式で行うとともに、指導計画の作成など実践的な内容を含めて考察・討論・発表、ペアワーク・グルー
プワーク・プレゼンテーションを取り入れた思考・考察、意見交換、討論、発表等、ActiveLearningを行ない、さまざまな事例を素材としＰＰＴを活用した講義形
式。コミュニケーション力、メタ認知力を身に付ける。板書となるＰＰＴについては表示したものを毎時間配布する。単元・項目によっては受講者の見解を知るた
めのレポートを提出し発表、要望等についてもレポートに記入欄を設ける。さらに次回の導入時にレポートについての回答を解説し、フィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
科目の性格上出席・受講態度等についてもそのまま評価対象とする。教師志望者として，ふさわしい受講態度で授業に臨むこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

課題発見・　　課題解決力

プレゼンテーションのスキ
ル

論理的・批判的思考力

情報管理力

コミュニケーション力（グ
ループワーク）

テーマに意義を発見し、目
標を設定した上で、最善の
方法を選択、計画を立て、
適切な目標を設定、最善の
方法を選択し、多面的・多
角的に課題解決できる。

テーマに対し、適切な目標
を設定した上で、目標に応
じた方法を選択し課題解決
できる、実行できる。

テーマに対し、目標を設定
し、計画を立てることがで
き、結果を基準に照らし合
わせて評価し、計画の見直
に努力できる。

テーマに対し、目標を設定
することができる。結果を
基準に照らし合わせて評価
できる。

聞き取りやすい声と適度な
抑揚と間のある語りで、興
味を惹きつけ説得力がある
。反応を受け、学習活動を
牽引し、工夫ある適切なス
ライド資料ができる。

聞き取りやすい声と抑揚の
ある話し方で工夫している
。自分の表情とジェスチャ
ーに工夫ができる。図表や
グラフなどスライド資料の
順番・構成もできる。

終始、聞き取りやすい大き
い声で話せる。みんなの表
情を確認しながら話せる。
文字の大きさや図表の使い
方は十分だが、情報量のバ
ランスを欠いている。

発表途中で声が小さく、聞
き取りづらいことがある。
手元の原稿や発表スライド
の方を向くなど不十分。文
字の大きさは十分だが、図
表やグラフが少なく、ＰＲ
が不十分。

発表の内容が分かりづらく
、相手に自分の意見を伝え
ようという意図が感じられ
ない。

事柄・情報を整理して理論
的に構造化でき、他を納得
させる意見が展開できる。
多面的・多角的に考察する
ことができ、様々な可能性
を検証することができる。

事柄・情報を整理して構造
化でき、意見を展開できる
。最適解を導くため、自分
の思考が偏っていないか確
認、考察することができる
。

事柄・情報の整理に苦労し
、自分の意見を表現するま
でに至らない。情報や人の
意見をが正しいか考察する
ことができる。

事柄・情報の整理に苦労し
、自分の意見を表現するま
でに至らない。情報や人の
意見をが正しいか考察する
ことができる。

事柄・情報を整理出来ず、
論理性を欠き、最適解を求
めることが出来ない。

PC等の適切な図表・写真等
を用いたレポート、効果的
なプレゼンテーション資料
を作成でき、ICTを活用し
た適切な情報整理ができる
。もよくできる。

PC等の図表や写真等を用い
たレポート、プレゼンテー
ション資料が作成でき、
ICTを活用した学習ができ
る。情報整理もできる。多
角的疑問に回答が出来る。

PC等を使用して、図表や写
真等を用いたレポート、プ
レゼンテーション資料を作
成できる。テーマに関する
情報整理も出来る。

PC等を使用して、レポート
の作成ができる。プレゼン
テーションの資料作成に苦
労することが多い。テーマ
に関する情報整理はできる
。

ICTの活用が未熟で、テー
マに対する情報整理が出来
ない。

他との話し合いに参加する
ことが無く、議論を進め、
学習活動にを活性化する発
言も無い。

自ら積極的に話し相手との
双方向の会話が出来、学生
間の信頼関係があり、学習
活動の中心的な存在。自他
の意見の尊重で、結論を出
すことに貢献できる。

自ら相手に話しか､相手か
らもよく話しかけられる。
他との信頼関係を築き、関
係性は良好に保つ。相手の
意見に関心を持ち、注意深
く聞き、相手を理解できる
。

自ら相手に話しかけ，相手
から話しかけられたりと他
との信頼関係を築く努力を
している。同意する姿勢が
強く、相手の意見を積極的
に聞く姿勢がみられる。

自分から話しかけないが，
話しかけられれば，話をす
ることができる。消極的。
相手の意見を聞くことがで
きるが、議論を進め、学習
活動にを活性化する発言が
少ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領解説　特別活動編（平成
２９年７月　文部科学省）』

2018

2

3

4

5

1 文部科学省 東洋館出版社 449103639X

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『高等学校学習指導要領解説 総則編』 2019

2 文部科学省 東京書籍 4487286352『高等学校学習指導要領解説　特別活動編（平成
３０年７月　文部科学省）』

2019

3

4

5

科目名称 特別活動の指導法

自由科目科目分類区分

後藤　哲（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ESS143169・ESS243098・ESS343095・
ESS443111・ESS543124（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）後藤　哲 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、特別活動の指導につい
て教授する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上
定期試験・受講態度などで決定。（教科の性格上受講態度・出席を重視する）

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ２０％ ０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

340－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
特別活動とは何か シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 特別活動の歴史について 学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）3 教育基本法から見た特別活動の目的と意義について 講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ

ておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について学習内容について、関連する事柄
や語句等について調べておくこと（９０分）特別活動の種類と内容について4

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学級活動の目標について5

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学級活動の内容について6

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学級活動の指導計画について7

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）生徒会活動の目標について8

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）組織と内容について9

10 生徒会活動の指導計画について 学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学校行事の目標について11

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学校行事の内容について12

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）学校行事の指導計画について13

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）特別活動の指導上の留意点について14

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

学習内容について、関連する事柄や語句等について
調べておくこと（９０分）特別活動の評価について15

試験および解説を受けて講義全体を振り返り理解を
深めること（９０分）

試験に備えて講義全体の振り返りを行うこと（９０
分）

定期試験
６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，テキスト・ノートをまとめ
ておくこと（９０分）

科目名称 特別活動の指導法

自由科目科目分類区分

後藤　哲（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ESS143169・ESS243098・ESS343095・
ESS443111・ESS543124（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）後藤　哲 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、特別活動の指導につい
て教授する。

基本情報

開講時期



341－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 身近な自然科学

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SED030017（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

342－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 身近な自然科学

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

SED030017（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識を修得できな
かった。　

343－ －

ルーブリック

評価項目

1 本郷・佐藤 三修社 ９７８４３８４１２
２７３２

概要

履修目標
ドイツ語の初級文法と簡単な会話をマスターする。グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための
科目である。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固める。観光・留学などドイツ語圏で困らない程度の日常会話を身につける。

授業全体の内容と概要
ドイツと言えば、クラシック音楽である。クラシックをBGMに用いたリラックスした学習環境の中で、ドイツ語の文法と会話を学修する。

授業の方法
授業では板書をしながら、ドイツ語の文法・文化を紹介する。ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
新しいことばかりなので、とにかく授業に参加すること。ドイツ語検定試験受験希望者には特別講義を行なう。再試験の評価は内容の理解度を重視する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ドイツ語の初級文法につい
て説明及び語形変化等の活
用をすることができる。

基礎的な文法を用て平易な
ドイツ語の文章を書き翻訳
をすることができる。

ドイツ語の基本的な語彙を
修得し、発音が正確にでき
る。

学修した知識を確実に修得
し、求められるレベルを大
きく超えた。

学修した知識を確実に修得
した。

学修した知識をほぼ修得し
た。　

学修した知識を修得したが
、最低限容認できるレベル
にとどまった。　

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

学修した知識を確実に修得
し、求められるレベルを大
きく超えた。　

学修した知識を確実に修得
した。

学修した知識をほぼ修得し
た。　

学修した知識を修得したが
、最低限容認できるレベル
にとどまった。　

学修した知識を修得できな
かった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ドイツ語ルネサンス（第３版）』 ２０１３

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

GER051025（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年、デザイン学科・３年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

344－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（９０分）　

2 ［話法の助動詞について］  話法の助動詞の用法に
ついて学び、置き換えができるようにする。 前回の授業内容を確認すること。（９０分）　 授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　

前回の授業内容を確認すること。（９０分）　3 ［話法の助動詞の用法について］  話法の助動詞の
用法について学び、置き換えができるようにする。 授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）［ヒアリング練習］  ヒアリング問題に関する対策
を学ぶ。4

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［形容詞について］  ドイツ語の形容詞の用法につ
いて学び、変化させることができる。5

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［形容詞の比較・副詞的用法について］ 比較・副
詞的用法を学び、変化させることができる。6

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［分離動詞について］  分離動詞について学び、作
文することができる。7

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［動詞の３基本形について］　動詞の３基本形につ
いて学び、変化させることができる。8

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［過去形の変化について］　過去形の変化について
学び、人称変化させることができる。9

10 ［完了形について］　ドイツ語の現在完了形につい
て学び、作文することができる。 前回の授業内容を確認すること。（９０分）　 授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［完了形の用法について］　完了形の用法について
学び、英語との違いを理解する。11

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［関係代名詞について］　関係代名詞について学び
、作文することができる。12

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［受動態について］　受動態について学び、作文す
ることができる。13

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［zu不定詞について］　不定詞について学び、和訳
することができる。14

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　前回の授業内容を確認すること。（９０分）　［接続法について］　接続法について学び、用法を
理解する。15

試験および解説を受けて講義全体を復習すること。
（９０分）

試験に向け全体を復習すること。
（９０分）

［定期試験および解説］　６０分の試験終了後、残
りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（９０分）　

科目名称 ﾄﾞｲﾂ語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

GER051025（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年、デザイン学科・３年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

345－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢより更に深く学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るように，メンタ
ルトレーニングを取り入れながら実践していく。また，学生と教員双方の人間関係を構築しコミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生
活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康の保持増進に一層深い関心を持ってメンタルな強化も含め，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅡＡ，を基に，メンタルトレーニングをどのように取り入れていくかなど，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つ
け出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
陸上部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行力

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得・修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

346－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と

習得
基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得4

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得5

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得6

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得7

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践9

10 トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

田畑　圭悟（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）田畑　圭悟 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



347－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

348－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



日本の時事問題や文化、習
慣に興味、関心を持たず、
知識、技能を習得しようと
いう姿勢が見られない。授
業内の活動にもあまり参加
しない。

349－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
授業を通して日本事情、日本文化をより詳しく理解する。日本事情、日本文化を学びながら、「聞く・話す・読む・書く」の4技能の向上を目指し、より高度な日本
語能力を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
日本の習慣、文化、現代日本の問題をよりよく理解するとともに自身の日本語能力を向上させる。

授業全体の内容と概要
日本の時事問題や日本文化、日本の習慣などをトピックに挙げながら日本語の4技能を育成する。トピックを題材にディスカッションやグループワークなどの活動を
通し、自身の専門分野でも自分のことが十分に表現できる能力を身に付ける。

授業の方法
教材は教師が用意する。教材は紙媒体だけではなく、プロジェクターやパソコン、レアリアなども使用する。学生は教師が提示するトピックを題材に、日本語能力
の向上を目指す。授業内では決まった人たちとのコミュニケーションに終わらず、様々なクラスメートとグループワークやディスカッションをし、自分を表現でき
る能力を養う。その成果をプレゼンテーションやレポートで表す。レポートはテーマ、内容、正確さ、長さ、表現力の5項目で評価する。「内容」の項目は特に重要
で、自分の言葉でわかりやすく表現できているかを評価する。「正確さ」では文法や文字表記の誤りを提示するので、各自でフィードバックすること。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業中は母語の使用は原則禁止とする。母語話者同士の会話もすべて日本語で行うこと。授業中は携帯電話や辞書の使用は原則禁止とする。わからないことがあっ
たら教師に聞くこととする。
平常点が評価に大きく影響する。授業中は真面目に取り組み、「日本語で表現できない」と思わずなんでもチャレンジすることが求められる。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語、日本文化、時事問
題の知識・技能

思考力、判断力、日本語で
の表現力

主体的に日本語学習に取り
組む態度

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ち、積
極的に知識や技能を習得し
ようとしている。授業外で
も日本のニュースなどに関
心を持つ。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ち、積
極的に知識・技能を習得よ
うとしているが、授業内の
関心だけで終わってしまう
。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心を持ってい
るが、知識・技能を習得し
ようという姿勢があまり見
られない。

日本の時事問題や文化、習
慣に興味・関心をあまり持
たない。授業内の活動には
参加するが、知識・技能を
習得しようという姿勢があ
まり見られない。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすく、文法の間違
えがほとんどない。声の大
きさ、発音もよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすいが、文法の間
違えが目立つ。声の大きさ
、発音がよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすいが、文法、発
音に問題があり、聞き取り
にくい。

自身で考えているが、他者
の協力がないと自分の言葉
で表現することができない
。文法、発音に問題がある
。

他者任せで、自身で考え、
自分の言葉で表現しようと
いう姿勢が見られない。文
法、発音に問題がある。

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にも積極的
に参加している。発言も多
い。

毎回の授業に参加し、授業
対しに意欲的で真面目に取
り組んでいる。積極性は弱
い。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいる。積極
的に活動に参加している。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいるが、授
業内の活動に対し消極的で
ある。

最低出席日数分授業に参加
しておらず、授業態度も問
題あり。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 必要に応じ適宜配布

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回である。
出席、授業態度、レポート、プレゼンテーションで評価を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ３０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

350－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（自己紹介・シラバス、授業の
進め方についての説明など）
プレスメントテスト

シラバスを熟読し、本講義についてりかいしておく
こと（９０分）

2 ニュース・トピック：日本文化（観光） 新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）3 ニュース・トピック：時事問題 講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する

こと（９０分）

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化（漫才・演芸）4

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題5

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化（マンガ）6

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

ニュース・トピック：日本文化（ことわざ・慣用句
）7

課題作成に取り組むこと（９０分）プレゼンの準備をする。プレゼンテーション①8

課題作成に取り組むこと（９０分）プレゼンの準備をする。プレゼンテーション②9

10 ニュース・トピック：日本文化（コミュニケーショ
ン・ディスカッション）

新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分） された課題を作成すること（９０分）

された課題を作成すること（９０分）新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題11

された課題を作成すること（９０分）新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：日本文化（昔話）12

された課題を作成すること（９０分）新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

ニュース・トピック
レポートテーマ発表13

された課題を作成すること（９０分）新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）ニュース・トピック：時事問題（リサイクル）14

された課題を作成すること（９０分）新聞やニュースに興味を持つとともに、自主的にレ
ポート作成等をおこなうこと（９０分）

ニュース・トピック：時事問題（コミュニケーショ
ン・ノンバーバル言語）15

された課題を作成すること（９０分）レポートの再確認（９０分）レポート提出
総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め、指定された課題を作成する
こと（９０分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



健康について基礎的な知識
を理解できない。

351－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
人間生活の基本である健康・体力や身体運動に関する知識を深め、現在不規則になりがちな生活習慣の改善が必要になる。学生生活における健康維持のための運動
の大切さについての基礎知識を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
生涯にわたり有意義な人生を送るために、健康的なライフスタイルを確立する方法を身につけさせる。。
不規則になりがちな生活習慣で留意しなければならない点について、いくつかのテーマを通じて、基本的な知識を学習する。現在だけのことだけでなく、卒業後に
訪れるだろう社会人生活における健康づくりについて述べるることができるようになる。

授業全体の内容と概要
講義では健康の意味、特に運動と健康とのかかわり理解し、現代社会における健康な心身のあり方についての知識を修得する。さらに、いきいきとした人生を送る
ために運動・栄養・休養について、自らの生活習慣を見直す機会を深める。

授業の方法
資料を通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッションを行います。板書や教材提示装置を活用します。健康に関するキーワードについて調べ
学修発表を行います。課題や発表等にたいするフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点生かし、口頭で行います。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
積極的に取り組むことを期待します。２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で1回の欠席とみなします。授業に臨む際に求められる態度・姿勢:集中してき
く。授業中の私語は慎んでください。目に余るときには退室を命じる場合があります。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体的に取り組む態度

健康について基礎的な知識
を深く理解できている。

健康について基礎的な知識
をおおむね理解できている
。

健康について基本的な知識
を理解できる。

健康について基本的な知識
を多少理解できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について十分に
考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開についておおむ
ね考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容について考察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について多少考
察できる。

健康の基本を踏まえた健康
内容の展開について考察で
きない。

健康の多様な展開について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

健康の多様な展開について
理解したことをおおむね説
明できる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明できる
。

健康の多様な展開について
理解したことを多少説明で
きる。

健康の多様な展開について
理解したことを説明できな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『資料配布』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数10回

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ５０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

352－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　「シラバス説明」 自分にシラバスを読んで確認する。(４５分)

2 メンタルヘルスチェック シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)3 自分とは ノートに記載された内容を復習し、理解する。

(４５分

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)ライフラインの作成4

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康と休養・休養効果について5

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)健康と休養・スポーツ栄養6

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)生活習慣について7

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)リーダーシップについて8

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)個人発表①9

10 個人発表② シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)個人発表③11

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)性格検査12

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)ストレスマネジメント13

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)運動とメンタルヘルス14

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(４５分)グループ成果発表15

解説の内容を確認する。(４５分)ノートに記載された内容を再度復習し、理解する。
(４５分)jまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修した知識をり修得でき
なかった。

353－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
基礎ゼミナールⅠに引き続き、建築・絵画・音楽などウィーン文化を考察する。さらにドイツ語学修に
重きを置き、ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ドイツ語検定試験５級合格のための基礎を固める。観光・留学などドイツ語圏で困らない程度の日常会話を身につける。

授業全体の内容と概要
ドイツと言えば、クラシック音楽である。クラシックをBGMに用いたリラックスした学習環境の中で、ドイツ語の文法と会話を学修する。

授業の方法
授業では板書をしながら、ドイツ語の文法・文化を紹介する。ドイツのＤＶＤ等も見て講義形式で行う。
また、適宜確認テストを実施し、フィードバックとして回答の解説を丁寧に行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ウィーンを含めたヨーロッパの絵画、建築、音楽等に興味があり、ドイツ語を修得したい学生であればだれでも受講可能。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得し、求められるレベ
ルを大きく超えた。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能をほぼ
修得した。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組み、求められるレベ
ルを大きく超えた。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルを達成
した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。　

与えられた課題には積極的
に取り組んだ。理解力やプ
レゼンテーション能力は求
められるレベルを大きく超
えた。　

与えられた課題に取り組ん
だ。理解力やプレゼンテー
ション能力は求められるレ
ベルを達成した。　

与えられた課題に取り組み
、求められるレベルをほぼ
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だが、最低限容認できるレ
ベルにとどまった。　

与えられた課題に真面目に
取り組まずなかった。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

354－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ［ガイダンス］　授業の進め方・シラバスの説明。 シラバスの内容確認すること。（４５分）

2 ［話法の助動詞について］　話法の助動詞の用法に
ついて学び、置き換えができるようにする。 前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

前回の授業内容を確認すること。（４５分）　3 ［話法の助動詞の用法について］　話法の助動詞の
用法について学び、置き換えができるようにする。 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［ヒアリング練習］　ヒアリング問題に関する対策
を学ぶ。4

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［形容詞について］　ドイツ語の形容詞の用法につ
いて学び、変化させることができる。5

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［形容詞の比較・副詞的用法について］　比較・副
詞的用法を学び、変化させることができる。6

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［分離動詞について］　分離動詞について学び、作
文することができる。7

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［動詞の３基本形について］　動詞の３基本形につ
いて学び、変化させることができる。8

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［過去形の変化について］　過去形の変化について
学び、人称変化させることができる。9

10 ［完了形について］　ドイツ語の現在完了形につい
て学び、作文することができる。 前回の授業内容を確認すること。（４５分）　 授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［完了形の用法について］　完了形の用法について
学び、英語との違いを理解する。11

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［関係代名詞について］　関係代名詞について学び
、作文することができる。12

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［受動態について］　受動態について学び、作文す
ることができる。13

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［zu不定詞について］不定詞について学び、和訳す
ることができる。14

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［接続法について］　接続法について学び、用法を
理解する。15

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）前回の授業内容を確認すること。（４５分）　［レポートのプレゼンテーション］16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容を復習しておくこと。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

河田　一郎（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）河田　一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学入試センターの問題作成委員としての経験を活かしてドイツ語教育にかかわる指導を行
う。

基本情報

開講時期



積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができない。

355－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツの基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ．Ｂより更に深く理解し，個人に必要なトレーニングを自ら実践できるよう知識を身につける。携ってい
る競技の試合分析をする知識と理解力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．と５．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，安全にトレーニングできるようにする。また，試合の分析・考察(心理的)も出来る。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅠＡ．Ｂを基に個人に必要なフィジカルとメンタルトレーニングを実践し，自分の競技の試合をどのように分析・考察(心理的)すればよいのかを考
える。

授業の方法
プリントなど資料にて説明したのち，トレーニング室及び体育館などで実際にトレーニング(フィジカルとメンタル)をする。また，コンディショニングの方法・心
理的などについての分析を行い，次の大会などに活かせるようにする。なお，次回の授業において前回の反省と確認を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
注意事項等の詳細については，ガイダンスにて説明する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度・判断

競技及び個人の特性を理解
し，安全にトレーニングが
できる

知識・理解

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことができる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが７割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが5割程度で
きる。

積極的に行動し，意欲的に
取り組み，安全に細心の注
意を払うことが3割程度で
きる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
７割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
5割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
3割程度できる。

目標設定の原理，原則，種
類とその方法を理解し安全
に細心の注意を払うことが
できない。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察ができる。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が７割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が5割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察が3割程度できる
。

フィジカルとメンタルトレ
ーニングの知識・理解があ
り，心理的スキルも含め分
析・考察ができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ６０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

356－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス(シラバス説明)。 事前にシラバスを読んで確認しておく(４５分)

2 トレーニング実践　１
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)3 トレーニング実践　２
(フィジカルとメンタル) トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　３
(フィジカルとメンタル)4

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　４
(フィジカルとメンタル)5

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　５
(フィジカルとメンタル)6

トレーニングの基礎と原則を理解しておく(４５分)トレーニングの基礎と原則を確認しておく(４５分)トレーニング実践　６
(フィジカルとメンタル)7

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　１
(心理的・コンディショニングの方法)8

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　２
(心理的・コンディショニングの方法)9

10 試合分析　３
(心理的・コンディショニングの方法) コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　４
(心理的・コンディショニングの方法)11

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　５
(心理的・コンディショニングの方法)12

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　６
(心理的・コンディショニングの方法)13

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　７
(心理的・コンディショニングの方法)14

コンディショニングの方法を理解しておく(４５分)コンディショニングの方法を確認しておく(４５分)試合分析　８
(心理的・コンディショニングの方法)15

専門用語の意味を理解しておくこと(４５分)内容を確認し理解を深めておくこと(４５分)振り返りと確認。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく
(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

小山　尋明（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）小山　尋明 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果たさなく意欲もまったく
なく、安全に注意を配って
いない。

357－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
競技スポーツ及び，健康のための基礎的トレーニングを基礎ゼミナールⅠＡ，ⅠＢより更に深く学び，個人に必要なトレーニングを自ら実践出来るように，メンタ
ルトレーニングを取り入れながら実践していく。また，学生と教員双方の人間関係を構築しコミュニケーション能力を高め，併せて快適な学生生活及び基本的な生
活習慣を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
競技及び個人の特性を理解し，自らの競技スポーツや健康の保持増進に一層深い関心を持ってメンタルな強化も含め，安全にトレーニングすることができる。

授業全体の内容と概要
基礎ゼミナールⅡＡ，を基に，メンタルトレーニングをどのように取り入れていくかなど，自らの競技力向上と健康の保持増進のために必要なトレーニングを見つ
け出し実践する。

授業の方法
授業は配布資料で実施し、トレーニングなどのＤＶＤも活用しながら講義形式で行う。授業によってはグループワークで思考・考察・発表を行い学習していく。レ
ポートにはコメントにてフィードバックする。さらに、実技に関しては基礎的なトレーニングの特性を理解し学習したことを実際に怪我に注意を払いながら実施し
ていく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ラグビー部に所属の学生を対象とする。基本的にジャージや屋内運動靴を必ず用意する。注意事項の詳細はガイダンスで指示する。
※健康上の理由で医師から運動を停止されている者は、申し出の上指示を受けること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行力

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、とても意
欲的に取り組み、且つ安全
に細心の注意を払うことが
できる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り役割を果
たすことができ、普通に取
り組み安全に注意を払って
いる。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしないときがあ
り、意欲もなく安全に注意
を配っていない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、それぞれの領域が
持つ見方について説明する
ことができ、実践的に活用
できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
を持ち、多様な領域からの
見解を深く理解できていて
、適切に活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解を一定程度理解でき
ていて、活用できる。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をあまり深く理解で
きていなく、活用できるレ
ベルにない。

トレーニングとメンタルト
レーニングの基礎的な知識
の見解をまったく理解でき
ていなく、その獲得・修得
に取り組んでいない。

達成目標を設定し、創造的
思考を持って最善の計画を
立て、その計画に沿って実
行できる。

達成目標を設定した計画を
立てることができ、計画に
沿って７割程度できる。

達成目標を設定し、計画を
立てて５割程度できる。

計画を立てることができる
が、達成目標が曖昧であり
３割程度しかできない。

計画を立てることができな
く、達成目標もなく、まっ
たくできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ５０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

358－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）3 基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と

習得
基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得4

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得5

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得6

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得7

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
理解しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングについて
確認しておく（４５分）

基礎トレーニングとメンタルトレーニングの理解と
習得8

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践9

10 トレーニングの実践 健康に留意し体調を整えておく（４５分） 身体のケアーを怠らない（４５分）

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践11

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践12

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践13

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践14

身体のケアーを怠らない（４５分）健康に留意し体調を整えておく（４５分）トレーニングの実践15

生涯スポーツとしての基礎を理解する（４５分）生涯スポーツとしての特性を理解しておく（４５分
）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

佐藤　和裕（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）佐藤　和裕 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



ネットワークとセキュリテ
ィについて簡単に説明でき
ない。

359－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
高度ＩＴ人材となるために必要な基礎知識・技能、実践的な活用能力を身につける。

授業の位置づけ
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ネットワークとセキュリティについて説明できる。
システム構築とプログラムについて説明できる。
企業活動と関連法規について説明できる。

授業全体の内容と概要
教科書の前半に書かれていることを理解できるようになること。
ゼミ生同士で知識を高め合うことが出来るようになること。

授業の方法
毎時間、最初にパワーポイントによる授業の後、それぞれ課題に取り組む。出来上がっ課題を皆の前でプレゼンを行い評価し合う。最後に教員からのコメントで締
めくくる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
適宜，課題を提出する。
期日はその都度明示する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ネットワークとセキュリテ
ィについて修得すること

システム構築とプログラム
について修得すること

企業活動と関連法規につい
て修得すること

最新のネットワークとセキ
ュリティについて簡単に説
明できる。

ネットワークとセキュリテ
ィについて簡単に説明でき
る。

ネットワークとセキュリテ
ィについてほぼ簡単に説明
できる。

ネットワークとセキュリテ
ィについてに説明できる。

自由にシステム構築とプロ
グラムについて簡単に説明
できる。

システム構築とプログラム
について簡単に説明できる
。

システム構築とプログラム
についてほぼ簡単に説明で
きる。

システム構築とプログラム
について説明できる。

システム構築とプログラム
について簡単に説明できな
い。

様々な企業活動と関連法規
について簡単に説明できる
。

企業活動と関連法規につい
て簡単に説明できる。

企業活動と関連法規につい
てほぼ簡単に説明できる。

企業活動と関連法規につい
て説明できる。

企業活動と関連法規につい
て簡単に説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 きたみ　りゅうじ  技術評論社 4297110210

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 令和02
年』

2019

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

櫻井　政経（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）櫻井　政経 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

360－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、
データベース シラバスを確認する（45分）

2 セキュリティデータベース 配布物の指定箇所の予習
（45分） 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

配布物の指定箇所の予習
（45分）3 ネットワーク 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）ネットワーク4

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）セキュリティ5

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）システム開発6

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）システム開発7

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）システム周りの各種マネジメント8

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）プログラムの作り方9

10 プログラムの作り方 配布物の指定箇所の予習
（45分） 授業終了時に示す課題をこなす（45分）

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）プログラムの作り方11

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）システム構成と故障対策12

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）企業活動と関連法規13

授業終了時に示す課題をこなす（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）経営戦略のための業務改善と分析手法14

授業内容の復習（45分）配布物の指定箇所の予習
（45分）

財務会計は忘れちゃいけないお金の話、
まとめ15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容の復習（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

櫻井　政経（建築学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）櫻井　政経 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

361－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本ゼミナールでは数学の歴史的概要と基本的ターム及び理論経済学における基本的な用法を学習することによって、論理的思考方法の構築を目指す。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。

到達目標
・数学の歴史的外観を理解する
・数学の持つ論理性を理解する
・背理法、必要条件、十分条件、帰納法、逆・裏・対偶について理解する。
・数学と近代経済学の関係を理解する。

授業全体の内容と概要
小室直樹『数学嫌いの人のための数学ー数学原論ー』（東洋経済）『数式を使わない数学の講義』（ワック出版）を基本参考文献とし（ゼミごとに購読パートを教
員がコピーし配布する）、その他『Newton』等の科学雑誌を参考資料とする。音読を基本とする購読を主に、必要に応じて教員が説明を加え、ディスカッションを
行う。

授業の方法
・音読を基本とする購読を主に、必要に応じて教員が説明を加え、ディスカッションを行う。
・ゼミで使用するプリントは前の回に配布する。熟読することが望ましい。
・学生の要望には可能な限り対応するが、教育上好ましくない要望には応えられない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的参加を望む。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

数学の歴史を理解する。

形式論理学について理解す
る。

数学と経済学との関連を理
解する。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言えるだけで
なく。他者の意見に対して
、明確で筋の通った指摘が
できる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言える。

世界史における数学の位置
づけを理解する。

ゼミナールの内容を説明で
きる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言えるだけで
なく。他者の意見に対して
、明確で筋の通った指摘が
できる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言える。

命題、逆、裏、対偶につい
ての知識を取得する。

ゼミナールの内容を説明で
きる。

左記の内容が何一つできて
いない。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言えるだけで
なく。他者の意見に対して
、明確で筋の通った指摘が
できる。

ディスカッションにおいて
自分の意見を言える。

必要条件、十分条件、背理
法、帰納法についての基礎
的知識を習得する。

ゼミナールの内容を説明で
きる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の最低出席条件１０回以上をクリアする

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

362－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 高校数学の復習（４５分）

2 数学の論理の源泉ー古代宗教から生まれた数学の論
理ー１ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

前回資料の読み込み（４５分）3 数学の論理の源泉ー古代宗教から生まれた数学の論
理ー２ 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）論理とは神との論争の技術１4

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）論理とは神との論争の技術２5

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代資本主義１6

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代資本主義２7

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代資本主義３8

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）証明の技術１9

10 証明の技術２ 前回資料の読み込み（４５分） 配布資料の読み込み（４５分）

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）証明の技術３11

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）証明の技術４12

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代経済学１13

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代経済学２14

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代経済学３15

配布資料の読み込み（４５分）前回資料の読み込み（４５分）数学と近代経済学４16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料の読み込み（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった

363－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
動作の質的測定を行うためのシステム「ファンクショナルムーブメントスクリーン:FMA」と「セレクティブ・ファンクショナルムーブメントアセスメント:SFMA」を
理解する．

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の５．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
様々な対象者の動作パターンを調べ，一貫性のある基準を用いて問題の有無を判断する方法と，その問題を修正するために適切なエクササイズを見つける．

授業全体の内容と概要
日本においてもファンクショナルムーブメントスクリーンは，プロのアスリートだけでなく一般のスポーツ愛好家にも行われるようになってきているが，医療の専
門家の中ではまだ十分に認識されていないのが現状である．スポーツやフィットネス，リハビリテーションには様々な専門分野の人が関わっているが，ファンクシ
ョナルムーブメントスクリーンとセレクティブ・ファンクショナルムーブメントアセスメントはこのような専門分野の溝を埋めるツールとなりうることを理解し，
自身の競技力向上に繋げる．

授業の方法
各回のテーマについてテキストを使用しながら講義をし，さらに，理解を深めるために医学的ビデオも視聴させる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻３回で１回の欠席とみなします。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した

学修ひた知識・技能を確実
に修得した

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった

学修した知識・技能を修得
したが最低限容認できるレ
ベルにとどまった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

364－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス
シラバスの説明 測定準備と論文の読み込み．（４５分）

2 FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン① 測定準備と論文の読み込み．（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

測定準備と論文の読み込み．（４５分）3 FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン② 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
FMSのデザイン③4

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター①5

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター②6

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの理解と習得
４つの基本的なフィルター③7

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの確認8

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感①9

10 FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感② 測定準備と論文の読み込み．（４５分） 本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
実施中の疼痛や違和感③11

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化①12

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化②13

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化③14

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）FMSとSFMAの実践
採点方法－結果の序列化④15

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）測定準備と論文の読み込み．（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学習内容をまとめて提出する．（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

篠原　諒介（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）篠原　諒介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割も
果たせず、意欲もまったく
ない状態で、安全に配慮が
できない。

365－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
余暇時間の増大や高齢化が進む中で、自分自身の人生をより豊かで充実したものにするために、スポーツは非常に重要な役割を果たすと考えられる。本授業では、
トレーニングの理論と実践を通し、生涯にわたって定期的に体を動かす習慣を養うことを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
栄養、運動、休養に関する基礎的知識を身につける。
自らの体力・目標に応じたトレーニングプログラムを組み立てる。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
正しいトレーニング理論を学び、体を動かす重要性、楽しさを学ぶ。
栄養学を学ぶ。

授業の方法
授業はトレーニングの実技が中心となるが、トレーニング方法についてグループで研究を行い、各自に適しているトレーニング方法を継続的に実践できるよう実施
していく。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
柔道部に所属の学生を対象とする。体育館・ウエイトトレーニング場を中心に授業を行うので、ジャージ・屋内用トレーニングシューズを用意すること。
怪我や健康上の理由がある者は、事前に申し出ること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

知識・理解

自ら進んで行動や役割を果
たすことができ、何事にも
意欲的に取り組み、かつ安
全に細心の注意を払うこと
ができる。

積極的に行動や役割を果た
すことができ、意欲的に取
り組み、安全に注意を払う
ことができる。

行動の仕方を守り、役割を
果たすことができ、指示通
り取り組み安全に注意を払
っている。

行動の仕方を守らず役割を
果たそうとしない時があり
、意欲もなく安全に注意を
払っていない。

トレーニング・栄養学の基
礎知識を十分持ち、それぞ
れの領域においても十分理
解し、実践的に活用できる
。

トレーニング・栄養学の基
礎知識を持ち、各領域にお
いても深く理解し、適切に
活用できる。

トレーニング・栄養学の基
礎知識をある程度理解し、
活用することができる。

トレーニング・栄養学の基
礎知識が少なく、活用する
ことができない。

トレーニング・栄養学の基
礎知識が全くなく、取り組
みが全くみられない。

トレーニング・栄養学の基
礎知識を十分持ち、それぞ
れの領域においても十分理
解し、実践的に活用できる
。

トレーニング・栄養学の基
礎知識を持ち、各領域にお
いても深く理解し、適切に
活用できる。

トレーニング・栄養学の基
礎知識をある程度理解し、
活用することができる。

トレーニング・栄養学の基
礎知識が少なく、活用する
ことができない。

トレーニング・栄養学の基
礎知識が全くなく、取り組
みが全くみられない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ ０％ ０％ ６０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

366－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認をしておく（４５分）

2 体力測定、形態測定 体力測定の方法を確認しておく（４５分） 体力測定の方法を理解する（４５分）

最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）3 最大挙上重量測定１ 最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定２4

身体組成と肥満について理解する（４５分）身体組成と肥満について確認をしておく（４５分）身体組成と肥満5

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング１6

運動と体温調整について理解する（４５分）運動と体温調整について確認をしておく（４５分）運動と体温調整7

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング２8

老化に伴う身体機能の変化を理解する（４５分）老化に伴う身体機能の変化を確認しておく（４５分
）老化に伴う身体機能の変化9

10 トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング３

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

疲労の要因について理解する（４５分）疲労の要因について確認をしておく（４５分）疲労の要因11

トレーニングプログラムの組み方を理解する（４５
分）

トレーニングプログラムの組み方を確認しておく
（４５分）

トレーニングプログラムの組み方及び各自の能力に
合わせたトレーニング４12

メンタルトレーニングの方法を理解する（４５分）メンタルトレーニングの方法を確認しておく（４５
分）メンタルトレーニング１13

メンタルトレーニングの方法を理解する（４５分）メンタルトレーニングの方法を確認しておく（４５
分）メンタルトレーニング２14

最大挙上重量測定の方法を理解する（４５分）最大挙上重量測定の方法を確認しておく（４５分）最大挙上重量測定３15

生涯トレーニングの特性を理解する（４５分）生涯トレーニングの特性を理解しておく（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解する（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

中川　純二（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中川　純二 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、将来に向け健康で豊かな生活
を営んでいくための基礎を指導する。

基本情報

開講時期



学修に真面目に取り組まな
かった。

367－ －

ルーブリック

評価項目

1 姉崎洋一ほか 三省堂 9784385159485

概要

履修目標
教員になるために必要な知識や技能、思考力・判断力・表現力等の能力及び意欲を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．＜履修すべき科目と単位数＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位数＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位数＞の５．に対応する。

到達目標
教育制度についてその概要を理解することができる。
教育にかかわる諸問題についてその概要を理解することができる。
教員になるために必要な事項についてその概要を理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回の授業テーマについて考える。
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説、新聞記事などの通読
教育に関する基本的事項についての調べ学修
教員として求められる一般教養及び教職教養の学修
学校視察やボランティア活動等への参加
漢字検定等への参加

授業の方法
教育にかかわる法令、教育再生実行会議提言、中央教育審議会答申、学習指導要領解説などを通読し、その内容にかかわって説明や質疑応答及びディスカッション
を行います。板書や教材提示装置を活用する。
教育に関するキーワードについての調べ学修及びその発表を行います。
教員として求められる一般教養及び教職教養について演習を行います。
課題や発表等に対するフィードバックや要望等への対応は、少人数集団の利点を生かし、口頭で行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○教職課程を履修し、大学卒業後に教職に就く強い希望と意思を持った学生を原則対象とします。
〇講義の前後に学修課題を課すので真剣に取り組むこと。
○授業開始後３０分の遅刻は「欠席」とみなします。「遅刻」は２回で欠席１回に換算します。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力等

主体性・多様性・協働性

学修した知識・技能を確実
に修得するとともに、それ
らに関連した知識・技能に
ついても獲得した。

学修した知識・技能を確実
に修得した。

学修した知識・技能のすべ
てを修得することはできな
かった。

学修した知識・技能を修得
したが、最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。課題に対する
理解力やプレゼンテーショ
ンの能力に関しては求めら
れるレベルを大きく超えた
。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルを達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては、求められるレ
ベルには達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。課題に対する理解力や
プレゼンテーションの能力
に関しては最低限容認でき
るレベルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

与えられた課題に積極的に
取り組んだ。積極性や協働
性に関しては求められるレ
ベルを大きく超えた。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルを
達成した。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては、求められるレベルに
は達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だ。積極性や協働性に関し
ては最低限容認できるレベ
ルにとどまった。

与えられた課題に真面目に
取り組まなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『解説教育六法2019』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関連する内容を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

368－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
基礎ゼミナールⅡBに向けた抱負の発表
学修計画の作成

基礎ゼミナールⅡBに向けた抱負をまとめる。自己
目標を設定すること。（４５分）

2
教育法規のまとめ①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

前時に課された課題を提出すること。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

前時に課された課題を提出すること。（４５分）3
教育法規のまとめ②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育法規のまとめ③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

4

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育心理のまとめ①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

5

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育心理のまとめ②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

6

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育心理のまとめ③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

7

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育史のまとめ①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

8

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育史のまとめ②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

9

10
教育史のまとめ③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

前時に課された課題を提出すること。（４５分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育原理のまとめ①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

11

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

教育原理のまとめ②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

12

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

小論文についての学修①
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

13

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

小論文についての学修②
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

14

本時の学修内容をまとめて提出すること。（４５分
）前時に課された課題を提出すること。（４５分）

小論文についての学修③
法令・答申等の通読及びディスカッション
一般教養及び教職教養の演習

15

後期の学修をまとめること。（４５分）前時に課された課題を提出すること。（４５分）後期の学修の総括及び反省16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の感想を記述し次時に提出すること。（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 1 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校教員及び教育行政職員としての経験を活かして教職に関連する内容を講義する。

基本情報

開講時期



知識・技能を得るための最
低限の活動が見られなかっ
た。

369－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
「経営学」を本格的に勉強したい学生を対象に、理論と実践を融合させ、経営学のエッセンシャルを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
基礎的な経営学のフレームワーク理論と実践を理解する。

授業全体の内容と概要
経営学のフレームワーク理論と実践を理解してもらう。

授業の方法
各回の授業の中で、テーマに沿った議論を行い、きちんとした理論の展開を口頭でも文章でもできるように訓練することを旨とする。ディスカッションで得た内容
を忘れないようにデータベース化し、フィードバックに関してはここに行ったり全体に対して行うなど毎回施行を凝らす。フィールドワークにも挑戦してもらいフ
ィードバックはゼミの中で全員で行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席回数を重視し評価する。参考文献として「日経ビジネス」を利用する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性

知識・技能を得るために十
分積極的に活動した。

知識・技能を得るための活
動は、やや積極性を欠くも
のの十分な姿勢を見せた。

知識・技能を得るための通
常の活動は、ある程度こな
すことができた。

知識・技能を得るための最
低限の活動を行った。

積極的に授業に取り組み、
経営学部生として実社会で
対応し得る様々なスキルを
学び、経営学部において学
んだ内容を以って社会に貢
献するための努力をしてい
る。

各回の授業に真摯に取り組
み、経営学部生として十分
な実践力の獲得へ向けた理
解が深まりつつある。

各回の授業に取り組み、考
え方や問題解決に対する努
力が見られる。

授業にまじめに取り組み、
経営学部生としての日常活
動を実社会につなげるため
の努力は認められるがなか
なか定着していない。

授業への取り組みが不十分
で、本学経営学部生として
の知識の獲得に対する前向
きな姿勢が見られない。

自分のみならず周囲の学生
も巻き込みながら授業に取
り組み、余った時間をさら
なる研究・理解に振り分け
本学経営学部生としての自
覚が出来上がっている。

授業中の質問が多く、与え
られた問題解決への相談も
常であり経営学部生として
の活動を実社会で生かすこ
とに関して前向きで、努力
が窺える。

積極性は乏しいものの、不
明点を質問するなど前向き
な姿勢がうかがわれる。

何とか授業はこなすものの
、不明点を質問したりする
ことはなく、日々の活動も
受動的である。

自分から進んで経営学部生
としての内容を身につけよ
うとする姿勢が見られない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日経BP

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『日経ビジネス』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
この科目は演習科目なので最低１２回の出席を必要とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ５０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

370－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 企業の課題分析① 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）

2 企業の課題分析② 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）3 企業の課題分析③ 授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業の課題分析④4

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業の課題分析と代替案①5

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業の課題分析と代替案②6

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業の課題分析と代替案③7

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業の課題分析と代替案④8

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）企業研究①9

10 企業研究② 指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）授業の振り返りを行う。（４５分）

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）レポート課題①11

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）レポート課題②12

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）実績発表①13

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）実績発表②14

授業の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）実績発表③15

後期全体および年間の振り返りを行う。（４５分）指定された内容の準備完了を確認する。（４５分）後期ゼミ活動総括および年間振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の振り返りを行う。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

伴　秀実（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）伴　秀実 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

企業における様々な経験を活かして、学生が身に着けるべき内容を解説する。

基本情報

開講時期



知識・技能の基礎的内容の
理解ができなかった。

371－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
・教育課題や教師の仕事に関する学びをとおしてコミュニケーション力、ポジティブ思考を身に付ける。
・教育に関連する事柄を関連付けながら教職に必要となる知識・態度などを育む。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ<学修目標＞の２．３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
・教育問題や教師の仕事について基礎的な知識を習得する。
・実際の教育現場に関連付けて思考する経験を深める。
・他者の意見を参考にしながら自分なりの考え方を整理して、発表できる。

授業全体の内容と概要
・教育課題や教師の仕事に関するテーマに基づき、輪読、意見交換・討論、プレゼンテーションをとおして、課題意識を高め、その解決や取組の方策について理解
を深める。

授業の方法
・各回のゼミナールは、学生の主体性を大切にし、課題を設定して、①教材の輪読→②課題の整理→③デスカッション（討論） →④まとめ　の流れで進める。各回
、コメントを加えてまとめとする。
・ゼミナールのまとめとしてプレゼンテーションを予定しており、プレゼンテーションにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職課程を履修し、大学卒業後の職業の一つの選択肢として「教職」の希望を持っている学生を対象とする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教職に関する知識・技能の
理解

演習における思考・判断・
表現

演習への参加態度、姿勢

知識・技能についての基礎
的内容について高い関心を
もって理解し、さらに深め
てようとすることができた
。

知識・技能の基礎的内容に
ついて、関心をもって理解
し、学修することができた
。

知識・技能の基礎的内容を
学修することができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて一定程度理解するこ
とができた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現できた。

テーマに基づき、一部、思
考・判断し、個人やグルー
プで表現しようとした。

テーマの受け止めが不十分
で思考・判断・表現に課題
がみられた。

演習に非常に積極的に参加
することができた。

演習に積極的に参加するこ
とができた。

演習に関心をもって参加す
ることができた。

演習への関心が一定程度み
られた。

演習への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 小貫　悟　ほか 東洋館出版社 978-4-491-03011-1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『授業のユニバーサルデザイン入門』 2014

2 文部科学省 教育図書 978-4877302740『生徒指導提要』 2011

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
教職希望者としてふさわしい演習への参加態度であること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

372－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション／シラバスの説明　 演習内容についてシラバスで確認する｡(45分）

2 学習指導案について考える 演習に関連する文献に目を通す。(45分） 演習内容を振り返る。(45分）

演習に関連する文献に目を通す。(45分）3 学習指導案の構想　①　　 演習内容を振り返る。(45分）

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）学習指導案の構想　②　　4

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）学習指導について考える①　（ユニバーサルデザイ
ンの授業１）5

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）学習指導について考える②　（ユニバーサルデザイ
ンの授業２）6

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）学習指導について考える③　（ユニバーサルデザイ
ンの授業３）7

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）生徒指導について考える①　（カウンセリングマイ
ンド　１）8

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）生徒指導について考える②　（カウンセリングマイ
ンド　２）9

10 生徒指導について考える③　（自己肯定感をもたせ
る方法　１） 演習に関連する文献に目を通す。(45分） 演習内容を振り返る。(45分）

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）生徒指導について考える④　（自己肯定感をもたせ
る方法　２）11

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える①（仕事の報酬とは）12

演習内容を振り返る。(45分）演習に関連する文献に目を通す。(45分）教師の仕事について考える②（やりがいある仕事へ
）13

演習内容を振り返る。(45分）演習に関する文献に目を通す｡(45分）教師の仕事について考える③(倫理観と服務規律）14

プレゼン内容を振り返る。(45分）プレゼン準備をする。(45分）プレゼンテーション15

ゼミナールのまとめについて整理する。(45分)レポート内容、プレゼンについて自己評価しておく
こと。(45分)ゼミナールのまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーション内容を確認する(45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期



行動の仕方を守らず役割を
果さなく意欲もまったくな
く，安全に注意を払ってい
ない。

373－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
現代社会における健康の位置づけを考え，運動が生涯にわたりそれへどう寄与するかを学ぶ。
からだの構造の基礎的知識を身につけることによって，合理的にパフォーマンスの向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２と．４．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
各トレーニング方法の特性を理解し，競技に応じたトレーニング方法を組み立てることができる。

授業全体の内容と概要
目的に応じた運動の特性，楽しさを学ぶ。

授業の方法
からだの構造に関する基礎知識を踏まえ，体育館及びトレーニングルームにてトレーニングを実技実践しながら各トレーニングの特性の理解を深めていく。トレー
ニングの経過を観察記録し，各自記録結果をパワーポイント等にまとめ，グループワーク等で思考・考察，意見交換，討論，発表等一連の活動を行い学習する。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
研究室，体育館，トレーニング場で授業を行う。
からだを動かすのに適した服装とする。（ジャージ等）

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

関心・意欲・態度

知識・理解

計画・実行

自ら進んで行動や役割を果
すことができ，とても意欲
的に取り組み，且つ安全に
細心の注意を払うことがで
きる。

積極的に行動や役割を果す
ことができ，意欲的に取り
組み，安全に注意を払うこ
とができる。

行動の仕方を守り役割を果
すことができ，普通に取り
組み安全に注意を払ってい
る。

行動の仕方を守らず役割を
果そうとしないときがあり
，意欲もなく安全に注意を
配っていない。

からだの構造を理解し，運
動との結びつきに及んでい
る。

からだの構造を理解してい
る。

からだの構造を概ね理解し
ている。

からだの構造をある程度理
解している。

からだの構造を理解してい
ない。

計画を立てることができる
。その計画に沿って実行で
き，達成目標がほぼ全てク
リアされている。

計画を立てることができる
。達成目標は７割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は５割程度であ
る。

計画を立てることができる
。達成目標は３割程度であ
る。

計画を立てることができな
い。達成目標が設定されて
いないため行動がみられな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

374－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んでおく（４５分）

2 各トレーニングの特性（瞬発系トレーニング） トレーニング方法を調べておく（４５分） トレーニングの特性を確認しておく（４５分）

トレーニング方法を調べておく（４５分）3 各トレーニングの特性（持久系トレーニング） トレーニングの特性を確認しておく（４５分）

トレーニングの特性を確認しておく（４５分）トレーニング方法を調べておく（４５分）各トレーニングの特性（サーキットトレーニング）4

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えて（４５分）おくトレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢）5

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）6

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢）7

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・上肢）8

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えてお（４５分）トレーニング実技（ウエイトトレーニング・頭部及
び体幹）9

10 トレーニング実技（ウエイトトレーニング・下肢） 体調を整えておく（４５分） トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（瞬発系トレーニング）11

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（持久系トレーニング）12

トレーニング後の変化を観察しておく（４５分）体調を整えておく（４５分）トレーニング実技（サーキットトレーニング）13

トレーニングの組み立て方を確認しておく（４５分
）

トレーニングの組み立て方を調べておく体調を整え
ておく（４５分）トレーニングの組み立て14

トレーニングの組み立て方を確認しておく（４５分
）

トレーニングの組み立て方を調べておく体調を整え
ておく（４５分）トレーニングの組み立て15

トレーニング効果を確認しておく（４５分）トレーニングの実施内容と効果をまとめておく
（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を理解しておく（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

三嶋　康嗣（経営学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）三嶋　康嗣 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験のある教員がその経験を活かして，目的に応じた運動の特性，楽
しさを学ぶ。

基本情報

開講時期



アイデアを出せなかった。
他人の発表を殆ど理解でき
なかった。

375－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生時代に地域で貢献活動をすることは地域 社会の理解や課題認識のために大切であり、また、自らの学習成果を地域社会の中で試し検証する絶好の機会となる。
更に、本学の教育理念に「必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂げる」を具現する活動でもある。そう
した位置付けで、自主的に行う地域貢献活動（教育ボランティア活動）によって多くを学ぶことで共生社会の実現に資する「共感理解教育」を実践する。

授業の位置づけ
経営学科の＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科の＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科の＜学修目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５　に対応する。
建築学科の＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．と５．に対応する。

到達目標
（１）教育ボランティア活動を通して何を学ぶのか、各自の問題意識を明確にする。
（２）様々な活動場面に応じて、適切なコミュニケーションを取りながら、他者との関わりをもつ。
（３）対象者の特性に応じた指導や支援の仕方を実践的に学ぶ。
（４）各自の活動経験を振り返り、今後進めていく上での自己の学習課題を設定する。

授業全体の内容と概要
授業では、グループワーク、討論、プレゼン発表、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。参加者一人ひとりの問題意識や活動経験、考察結果など
を全体で共有しながら、各自の考えが深められるようにする。

授業の方法
グループワークを中心にした活動が多いため、一人ひとりが自主性を持ち、他人任せになるようなことがないように、常に問題意識を持ち、ディスカッションしな
がら問題解決し、積極的に活動に励む。授業では、グループワーク、討論、プレゼンテーション、ワークショップ等のアクティビティを多く取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①社会に役立って達成感を得たい。
②社会に役立つことを実感して自分に自信をつけたい。
③やる気がある。
④社会貢献活動（教育ボランティア）に興味がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

積極性、社会理解

課題解決能力と創造性

コミュニケーション能力と
行動力

積極的にアイデアを出し、
採用された。他人の発表を
聴き、十分な理解に努め、
積極的に意見した。

積極的にアイデアを出した
。他人の発表を聴き、十分
な理解に努めた。

それなりにアイデアを出し
た。他人の発表の理解にあ
る程度努め、尊重した。

アイデアを殆ど出せなかっ
た。他人の発表をあまり理
解できなかった。

仕事を的確に発見し、進め
方を共有しあいながら適切
に検討し、実行できた。

仕事を進んで発見し、進め
方を適切に検討し、実行で
きた。

仕事を発見し、進め方を検
討し、ある程度実行できた
。

仕事をあまり発見できず、
依頼されたこともあまり実
行できなかった。

仕事を発見できず、依頼さ
れたこともほとんど実行で
きなかった。

他者をリードする態度で積
極的に活動に取 り組み、
高い コミュニケーション
能力と行動力を身に付けて
いる。

自主的・協働的に活動に取
り組み、コミュニケーショ
ン能力や行動力を身に付け
ている。

指導・助言等を受けて、活
動を通じて、必要なコミュ
ニケーション能力や行動力
を身に付けている。

実習体験を通じて、コミュ
ニケーション能力や行動力
が最低限、身に付けている
。

実習体験を通じて、コミュ
ニケーション能力や行動力
がまったく身に付いていな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, 10回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

376－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 前期の活動においての確認と振り返り
シラバスの説明

シラバスを読んでおくこと。演習の準備しておくこ
と（45分）

2 Planning① 事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

事前に作業しておくなどの準備（45分）3 Planning② 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ２5

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ３6

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ４7

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ５8

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ６9

10 Creative activities    ７事前に作業しておくなどの準備（45分） 演習内容を確認して理解を深める（45分）

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ８11

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Creative activities    ９12

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Presentation １13

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備（45分）Presentation ２14

演習内容を確認して理解を深める（45分）事前に作業しておくなどの準備をすること（45分）Presentation ３15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習内容を確認して理解を深める（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾けることは出
来るが質問出来ない。

377－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
基礎ゼミナールⅠの目的を踏襲しながら無理なく専門課程への移行できる様「学びの方法」を修得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
基礎ゼミナールⅠから継続して考えていきながら、学生それぞれが１つのテーマを上げレポートを作成し発表する事を目標とする。

授業全体の内容と概要
人間は食べることのみによって栄養を取り入れ、様々な活動を可能としている。乳幼児から高齢者まで各々の目的や問題の違いはあれ、それぞれ生活リズムの確立
や健康、QOL、疾病防止などを目的として望ましい食生活をする事が必要となる。学生それぞれが自分自身の食生活だけでなく職業的（保育士、社会福祉士、スポー
ツトレーナー、教員等）に必要な問題意識を持ち知識を身につけることを目標とする。

授業の方法
食生活や栄養に関する問題の中からそれぞれが研究テーマを見つけ、プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等を実施
する。また必要に応じて教員がテーマに関した講義も行い、カレントトピックスについても解説する。質疑応答には随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視する。欠席をする場合は必ず事前に連絡をすること。出席数を満たしていてもゼミの運営を乱す行為があった場合は評価をしない場合がある。また同じ
くゼミの運営に支障を来たす行為があった場合は途中でゼミ異動を宣告する場合がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解(協調性，傾聴
力)

知識・理解(興味，関心)

汎用的機能(トークスキル
，表現力)

態度・志向性(リーダーシ
ップ，態度)

態度・志向性(意欲)

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに積極的に耳を傾け，
タイミングよく質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け，タイミン
グよく質問することが出来
る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け質問するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンに耳を傾け何回か質問
することが出来る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち積極的に
食生活や栄養についてのテ
ーマを発見することができ
る。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持に食生活や
栄養についてのテーマを概
ね発見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持つ努力をし
ながら食生活や栄養につい
てのテーマを発見すること
ができる。

新聞、ニュース、トピック
ス等に関心を持ち食生活や
栄養についてのテーマを発
見することができない。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう資料を十分揃
えわかりやすく発表するこ
とが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいようわかりやすく
発表することが出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう概ねわかりや
すく発表することが出来る
。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来る。

ゼミ内でのプレゼンテーシ
ョンにおいて聞き手が理解
しやすいよう発表すること
が出来ない。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，積極的にゼミ
運営に関わることが出来る
。

ゼミ内での自分の役割を十
分に認識し，ゼミ運営に関
わることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に関わるこ
とが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識し，ゼミ運営に多少関わ
ることが出来る。

ゼミ内での自分の役割を認
識できない。

評価前提条件を満たしてい
ない。(出席9～0回)

休まずゼミに出席している
。(出席16回)

概ねゼミに出席している。
(出席15～14回)

休みがちではあるが出席し
ている。(出席13～12回)

欠席が目立つが出席してい
る。(出席11～10回)

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席状況（３分の２以上）。ゼミ内での活動(プレゼンテーションやディスカッション、グループワーク、フィールドワーク、実習等)とゼミ内での役割の認識と行
動により総合評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

378－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 ゼミ初回に必要な事項について考える。(４５分)

2 「食生活の重要性を考えるⅡＢ」① 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)3 「食生活の重要性を考えるⅡＢ」② 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」③4

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」④5

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑤6

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑥7

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑦8

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑧9

10 「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑨ 新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分) 本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑩11

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑪12

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑫13

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑬14

本日のゼミ内容について振り返りを行う。(４５分)新聞、ニュース、トピックス等に目を向け食生活や
栄養についてのテーマを発見する。(４５分)「食生活の重要性を考えるⅡＢ」⑭15

まとめの振り返りを行う。(４５分)まとめの準備を行う。(４５分)まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスについて確認する。ゼミ内での自分の役割
について考える(４５分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



指示による情報収集・整理
、発信ができない

379－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
前期のⅡAに引き続き、学生が世界と日本の歴史と文化の基礎について理解し、プレゼンテーションと文章作成の基礎的な能力を身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。

到達目標
受講者が世界と日本の歴史と文化の基礎的な知識を理解、習得し、学んだことを発信できるようにする。合わせて、プレゼンテーション、文章作成の基礎的な能力
が身に付くようにする。

授業全体の内容と概要
毎回、受講者が世界と日本の歴史と文化の基礎の学習（文献調査）を行い、合わせて、プレゼンテーション、文章作成のトレーニングを行う。

授業の方法
毎回、１）受講者による文献調査、２）プレゼンテーション、質疑応答、３）教員による補足、講評（フィードバック）を行う。
適宜、文章作成の練習も取り入れる。　※プレゼンテーションでは板書、スライド、ボードを使用する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
欠席、遅刻をしないように留意する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

情報収集・整理の能力

コミュニケーション・プレ
ゼンテーション能力

歴史と文化の理解・認識

多様で正確な情報収集と分
析、編集、整理ができ、的
確な発信ができる。

正確な情報収集・整理と適
切な発信ができる。

情報収集・整理と発信の基
本が身に付いている。

指示によって情報収集・整
理と発信ができる。

的確な議論ができ、明確な
プレゼンテーション、応答
ができる。

適切な議論、プレゼンテー
ションができる。

議論とプレゼンテーション
の基本が身に付いている。

指示によって議論とプレゼ
ンテーションが遂行できる
。

指示による議論とプレゼン
テーションができない。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する広く深い理解ができ
ており、発展的な学習がで
きる。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する理解ができており、
発展的な学習が期待できる
。

ヨーロッパの歴史と文化に
関する基本的な理解ができ
ている。

指示によってヨーロッパの
歴史と文化の基礎が理解で
きる。

指示によるヨーロッパの歴
史と文化の理解ができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 適宜指示する

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

380－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、ヨーロッパの歴史と文化の基礎に
関する講義。 ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）

2 ヨーロッパの歴史と文化の基礎に関する講義。 ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）3 受講者による調査とプレゼンテーション（１） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（２）4

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（３）5

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（３）6

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（４）7

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（５）8

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（６）9

10 受講者による調査とプレゼンテーション（７） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分） ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（８）11

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（９）12

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）ヨーロッパの歴史の基礎的事項の予習（４５分）受講者による調査とプレゼンテーション（１０）13

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（１）14

レポート作成の準備（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（２）15

レポートの仕上げ（４５分）レポート作成の準備（４５分）受講者による調査とレポート作成（３）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ヨーロッパの歴史の基礎的事項の復習（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

横田　肇（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横田　肇 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が７０％も理解できて
いない。

381－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が就職活動を行う時に必要なＳＰＩの基礎知識（非言語分野）及び解き方（思考過程）の基本をしっかり身につける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の５．に対応する。

到達目標
ＳＰＩの基礎知識（非言語分野）及び解き方（思考過程）の基本を修得できる。

授業全体の内容と概要
金銭に関する問題、速さ・時間・距離、確率、推論、集合、論証、グラフの領域等を豊富な練習問題を解くことによって、ＳＰＩの基礎知識（非言語分野）と解き
方の基本について実感をつかませる。

授業の方法
授業は、板書で実施し、板書にて説明しながら、演習を行う。課題は学生が提出後、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ゼミナールの内容を十分に理解するために予習・復習を怠らず、また講義や演習に対して積極的に取り組むこと。
レポート等の提出方法についてはゼミナール時間中に指示するので、ゼミナールを欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ＳＰＩに必要な基礎知識の
修得

計算過程において必要な記
述内容の修得

思考過程のプレゼンテーシ
ョン

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が１００％理解できて
いる。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が９０％理解できてい
る。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が８０％理解できてい
る。

ＳＰＩの基礎知識（非言語
分野）及び解き方（思考過
程）が７０％理解できてい
る。

演習問題は解き方（思考過
程）を１００％記述したレ
ポートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を９０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を８０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を７０％記述したレポ
ートになっている。

演習問題は解き方（思考過
程）を７０％も記述したレ
ポートになっていない。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。また、
質問にも正確に対応してい
る。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
明確に出来ている。

筋道の立った思考過程がプ
レゼンテ－ションを通して
出来ている。

一部筋道の立った思考過程
がプレゼンテ－ションを通
して出来ている。

筋道の立った思考過程のプ
レゼンテ－ションが出来て
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ３０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

382－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス及びシラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（45分）

2 順列・組み合わせ 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）3 確率のとらえ方 今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）集合4

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）推論5

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）ものの流れと比率6

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）ブラックボックス7

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）グラフの領域（１）8

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）グラフの領域（２）9

10 グラフの領域（３） 学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）今日のゼミナールの再確認（45分）

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）論証（１）11

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）論証（２）12

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）論証（３）13

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）立体の展開図・断面（１）14

今日のゼミナールの再確認（45分）学習内容の箇所を事前に予習しておくこと（45分）立体の展開図・断面（２）15

総理解（45分）総復習（45分）まとめ及び要点のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今日のゼミナールの再確認（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

横山　哲也（建築学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）横山　哲也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



仲間とコミュニケーション
を図ることがとても苦手で
あった。　

383－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での勉強を進めるにあたり、必要となる文章読解力のほか、コミュニケーション能力、ディスカッション能力、プレゼンテーション能力の向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞４．と５．＜履修すべき科目と単位＞３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。

到達目標
グループ内でのコミュニケーションを図ることができ、リーダーシップを発揮できる。
テーマに基づきプレゼンテーションをすることができる。

授業全体の内容と概要
授業の前半は、レポートを作成し発表する。また、発表に対して討議したり、ディスカッションを行う。
後半は、特定のテーマで実践発表を行い、反省やディスカッションも行う。グループディスカッションやプレゼンテーションの題材として、新聞やインターネット
によるニュース等を提供しながら実施する。プレゼンテーションの方法については、授業のなかで学びとともに説明する。
人前で話すための準備をし、解り易く、興味深い内容を考える。

授業の方法
小論文、レポートの書き方については、板書または資料にて説明する。提出されたレポートについては、添削及び内容の評価とともにフィードバックする。
グループディスカッションやプレゼンテーションの題材として、新聞やインターネットによるニュース等を提供しながら実施する。プレゼンテーションの方法につ
いては、授業のなかで学びとともに説明する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上遅刻は欠席扱いとする。
対話する機会が多いので、積極的な発言や能動的な授業態度で臨んでほしい。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

コミュニケーション能力

ディスカッション能力

プレゼンテーション能力

仲間とのコミュニケーショ
ンを図る方法がとても巧み
におこなえた。  　

仲間とコミュニケーション
を図ることが比較的巧みに
できた。　

仲間とコミュニケーション
を図ることが普通にできた
。 　

仲間とコミュニケーション
を図ることが上手ではない
が努力した。　

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップも取
れた。　

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップもま
ずまず取れた。　

討議の中で、対話を巧みに
できたが、リーダーシップ
をとるまではいかなかった
。　

討議の中で、対話をするこ
とが普通にできた。　

討議の中で、対話をするこ
とが苦手で、ほとんど受け
身でおわった。　

パワーポイント等を巧みに
使い、解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。　

パワーポイント等を使い、
比較的解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。  　

パワーポイント等を使い、
解り易くプレゼンテーショ
ンを行った。   　

パワーポイント等を使い、
プレゼンテーションを行っ
たが、多少伝わらなかった
。 　

プレゼンテーションの準備
がほとんどできていなかっ
た。 　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １２回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ １０％ ０％ ７０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

384－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認する。（４５分）

2 レポート作成
（高齢者とスポーツ） シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を確認する。（４５分）

シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）3 レポートの発表とディスカッション　１
（高齢者とスポーツ） ノートに記載された内容を確認する。（４５分）

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）レポートの発表とディスカッション　２
（高齢者とスポーツ）4

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）レポートの発表とディスカッション　３
（高齢者とスポーツ）5

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表準備　１
（新しい高齢者スポーツ）6

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表準備　２
（新しい高齢者スポーツ）7

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表準備　３
（新しい高齢者スポーツ）8

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　１
（新しい高齢者スポーツ）9

10 ニュースポーツの実践発表　２
（新しい高齢者スポーツ） シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を確認する。（４５分）

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　３
（新しい高齢者スポーツ）11

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　４
（新しい高齢者スポーツ）12

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　５
（新しい高齢者スポーツ）13

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　６
（新しい高齢者スポーツ）14

ノートに記載された内容を確認する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツの実践発表　７
（新しい高齢者スポーツ）15

評価等に関する解説を確認する。（４５分）ノートに記載された内容を再度確認する。ふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

注意事項を再度確認する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期



385－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

386－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



387－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

388－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



389－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

390－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



青年期以降の一般的な発達
について、理解が不十分で
ある。

391－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
青年期以降の一般的な発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解させ、その改善に向けた教育的な対応やかかわり方、支援方法について関心を高める
。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
青年期以降の一般的な発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解する。

授業全体の内容と概要
次の内容を主な内容として、青年期以降の一般的な発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解させ、その改善に向けた教育的な対応やかかわり方、支
援方法について関心を高める。
・青年期、青年期、老人期の心身の発達等
発達につまづきのある人への改善に向けた教育的な対応やかかわり方、具体的な支援方法について理解させる。
・行動面、認知面へのアプローチ

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式の授業を構成し、随時ワークショップ形式のグループワークやロールプレイ等を取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や演習等を実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

青年期以降の一般的な発達
についての理解

発達につまづきのある人へ
の支援についての理解

発達につまづきのある人へ
の支援について、概念の整
理や説明等による思考・判
断・表現力の向上

授業への参加態度・姿勢

青年期以降の一般的な発達
について十分に理解し、定
型、非定型発達等へ発展的
に捉えた。

認青年期以降の一般的な発
達について十分に理解を深
めた。

青年期以降の一般的な発達
について、一定程度、理解
できた。

青年期以降の一般的な発達
について、部分的に理解で
きたが、さらに学修が必要
である。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確かつ発
展的な整理や説明等をとお
して、思考・判断・表現力
を高めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、十分
に思考・判断・表現力を高
めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、一定
程度、思考・判断・表現力
を高めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、部分
的に思考・判断・表現力を
高めたが、さらに学修が必
要である。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、思考
・判断・表現力の高まりが
不十分である。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確かつ発
展的な整理や説明等をとお
して、思考・判断・表現力
を高めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、十分
に思考・判断・表現力を高
めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、一定
程度、思考・判断・表現力
を高めた。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、部分
的に思考・判断・表現力を
高めたが、さらに学修が必
要である。

発達につまづきのある人へ
の支援について、学修した
知識を基盤に、的確な整理
や説明等をとおして、思考
・判断・表現力の高まりが
不十分である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 林創（編） ミネルヴァ書房 978-4-623-08622-1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『発達心理学』 2019年

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ２０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

392－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（90分）

2 生涯発達の観点による発達論の概要 一般的な発達論について概観すること   (90分)授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

青年期の発達の特徴を調べること（90分）3 青年期以降の発達（青年期） 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)青年期の発達の特徴を調べること（90分）青年期以降の発達（青年期）4

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)成人期の発達の特徴を調べること（90分）青年期以降の発達（成人期）5

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)成人期の発達の特徴を調べること（90分）青年期以降の発達（成人期）6

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)老人期の発達の特徴を調べること（90分）青年期以降の発達（老人期）7

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)老人期の発達の特徴を調べること（90分）青年期以降の発達（老人期）8

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)非定型発達の原因等を調べること（90分）定型発達と非定型発達（神経発達の障害）9

10 定型発達と非定型発達（神経発達の障害） 非定型発達の原因等を調べること（90分） 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)非定型発達の原因等を調べること（90分）定型発達と非定型発達（神経発達の障害）11

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)非定型発達の原因等を調べること（90分）定型発達と非定型発達（他の発達上の問題）12

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)非定型発達の原因等を調べること（90分）定型発達と非定型発達（他の発達上の問題）13

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)行動支援、学習支援の方法を調べること（90分）発達につまづきのある人への支援14

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)行動支援、学習支援の方法を調べること（90分）発達につまづきのある人への支援15

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)行動支援、学習支援の方法を調べること（90分）発達につまづきのある人への支援16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を整理すること(90分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

BAS072046（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期



理解が曖昧

393－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 978-4-8058-5105-0

概要

履修目標
地域福祉学の基礎をⅠで学修し、Ⅱでは地域における具体的な実践について学修します。
社会福祉士国家試験出題基準などにも関連します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．地域社会における社会福祉の対象について、具体的事例に基づき、説明ができる。
２．地域社会における社会福祉のアプローチについて具体的事例に基づき、説明できる。

授業全体の内容と概要
地域福祉学は、実践方法・技術を学ぶものがコミュニティワーク、その対象理解を学ぶものが地域福祉論になります。
本科目はⅠでの理論的接近により地域社会の推進方法の基礎をより推し進め、地域における具体的な実践について学修します。
テキストを中心に、関連文献を適宜紹介します。参考文献として、その他、文献資料も活用します。
授業内容は、社会福祉士国家試験科目｢地域福祉の理論と方法｣の内容についての理論的理解を含みます。

授業の方法
１．授業形態は講義形式です。
２．テキストを使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行います。
３．適宜質問に対応します。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．教科書は必ず持参すること。
２．必要な資料等は適宜配布します。
３．１５回目の授業時にノートの確認を行います。
４．ⅠとⅡは同じ教科書を使用します。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

【知識】ソーシャルサポー
トネットワークについて理
解している。

【知識】地域における社会
資源について理解している
。

【知識】災害時における地
域福祉問題や対策について
理解している。

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧 理解が曖昧

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧 理解が曖昧

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『地域福祉の理論と方法』 2015年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 地域福祉の理論と方法

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS523097（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１．出席回数は最低１０回なければ試験を受験することはできません。
２．その他については、出席状況３０％・ノート確認３０％の評価です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

394－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
地域福祉の推進について－住民参加 教科書を事前に読んでおくこと(90分)

2 ソーシャルサポートネットワークについて 教科書を事前に読んでおくこと(90分) ノート整理を行うこと(90分)

教科書を事前に読んでおくこと(90分)3 ソーシャルサポートネットワークについて－事例 ノート整理を行うこと(90分)

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)地域における社会資源の活用・調整・開発について4

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)地域における社会資源の活用・調整・開発について
－事例5

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)地域における福祉ニーズの把握方法と実際について6

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域における福祉ニーズの把握方法と実際について
－事例7

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域トータルケアシステムの構築と実際について8

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域トータルケアシステムの構築と実際について－
展開方法9

10 地域トータルケアシステムの構築と実際について－
事例 教科書を事前に読んでおくこと(90分） ノート整理を行うこと(90分)

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域における福祉サービスの評価方法について11

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）災害支援と地域福祉について12

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）災害支援と地域福祉について－事例13

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域福祉と海外について－イギリス14

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分）地域福祉と海外について－アメリカ15

テストの振り返りを行うこと(90分)テスト勉強をしておくこと(90分)【定期試験】６０分の試験終了後，残りの３０分で
解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理を行うこと(90分)

科目名称 地域福祉の理論と方法

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS523097（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期



生徒・進路指導の基本的な
諸問題を理解できない。

395－ －

ルーブリック

評価項目

1 林　尚示、伊藤　秀樹 学文社 ９７８４７６２０２
８２９８

概要

履修目標
生徒指導・進路指導の意義や役割をはじめ、その考え方、進め方を学ぶ。今日的な課題や対応できる資質能力を身につけ、学校指導体制や関係機関との連携の在り
方について理解することができるようにする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．に対応する。

到達目標
生徒の可能性を引き出し、豊かで調和のとれた人格を育成するための生徒指導・進路指導はいかにあるべきかを思考し、具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
・生徒指導は、生徒が社会との調和のもとで自己実現を達成することを援助するためのものであり、個としての個人適応ならびに社会適応の促進を援助するための
ものであることをわかりやすく講義する。
・各テーマにより、グループ学習など自他の意見交換をしながら、自分の意見をまとめて発表できるとともに、協調性を身につけられるような活動を行う。

授業の方法
・各回のテーマに関してプリント等を使用して説明を行う。
・各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関して思考・考察、意見交換、発表等の一連の活動
を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・主体的・対話的な学修を行うため、座席を指定する。
・講義で配布するプリント等は、ファイルに整然と保管し、必要時に参照できるようにする。
・講義中、スマホや飲食物等はカバン等に入れておく。但し、指示のある場合は可。
・２０分以上の遅刻は欠席とみなし、遅刻は３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断・表現

主体性・多様性・協働性

基本的な諸問題を認識し生
徒理解はいかにあるべきか
、豊かな人格形成をどのよ
うに実現するか生徒・進路
指導の本来の意義と方法を
説明できる。（９割）

基本的な諸問題を認識し生
徒理解はいかにあるべきか
、豊かな人格形成をどのよ
うに実現するか生徒・進路
指導の本来の意義と方法を
説明できる。（８割）

基本的な諸問題を認識し生
徒理解はいかにあるべきか
、豊かな人格形成をどのよ
うに実現するか生徒・進路
指導の本来の意義と方法を
説明できる。（７割）

生徒・進路指導の基本的な
諸問題を理解できる。

生徒の可能性を引き出し豊
かで調和のとれた人格を育
成するための生徒・進路指
導はいかにあるべきかを思
考し判断できる。（９割）

生徒の可能性を引き出し豊
かで調和のとれた人格を育
成するための生徒・進路指
導はいかにあるべきかを思
考し判断できる。（８割）

生徒の可能性を引き出し豊
かで調和のとれた人格を育
成するための生徒・進路指
導はいかにあるべきかを思
考し判断できる。（７割）

調和のとれた人格を育成す
るために生徒・進路指導を
考えることができた。

調和のたれた人格を育成す
るための考えや判断ができ
ない。

生徒・進路指導は、生徒が
社会との調和のもと自己実
現を達成するために、どの
ように援助するか自分の考
えをまとめ、意見交換をし
ながら発表できる。（９割
）

生徒・進路指導は、生徒が
社会との調和のもと自己実
現を達成するために、どの
ように援助するか自分の考
えをまとめ、意見交換をし
ながら発表できる。（８割
）

生徒・進路指導は、生徒が
社会との調和のもと自己実
現を達成するために、どの
ように援助するか自分の考
えをまとめ、意見交換をし
ながら発表できる。（７割
）

生徒が自己実現するために
どう援助するかを自分の意
見をまとめることができる
。

社会で自己実現するための
援助するための自分の意見
をまとめることができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『生徒指導・進路指導ー理論と方法ー』 ２０１８

2

3

4

5

1 吉田　辰雄 図書文化 ９７８４８１９９６
４６３６

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『最新生徒指導・進路指導』 ２０１５

2 文部科学省 教育図書 ９７８４８７７３０
２７４０

『生徒指導提要』 ２０１０

3 文部科学省 ミネルヴア書房 ９７８４６２３０７
７８０９

『変わるキャリア教育』 ２０１６

4 西川　純 東洋館 ９７８４４９１０３
１８８０

『アクティブ・ラーニングによるキャリア教育入
門』

２０１７

5

科目名称 生徒・進路指導論

自由科目科目分類区分

髙井　雅一（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143171・ESS243101・ESS343098・
ESS443114・ESS543127（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）髙井　雅一 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校における勤務経験を活かして生徒・進路指導論に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１３回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ １０％ ２０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

396－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの説明
生徒指導の意義と原理

学校で生徒指導がなぜ必要か自分の考えを言えるよ
うにしておく。（９０分）

2 教育課程と生徒指導 前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）3 児童生徒理解 話し合った課題に関して自分の意見を述べることが

できるように準備する。（９０分）

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）学校における生徒指導体制4

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）児童生徒全体への生徒指導5

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）いじめ6

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）不登校7

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）児童生徒の問題行動（１）8

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）児童生徒の問題行動（２）9

10 校則・体罰・出席停止 前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）進路指導・キャリア教育の意義と原理11

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）「やりたいこと」進路指導12

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）キャリアプランについて考える13

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）進路指導の事例研究14

講義の内容を総復習する。（９０分）前時に予告した課題について自分の意見をまとめて
おく。（９０分）現代の労働問題15

本時の学修内容をまとめて提出する。（９０分）全講義内容の復習。（９０分）定期試験（６０分）,終了後、試験の解説（３０分
）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

話し合った課題に関して自分の意見を述べることが
できるように準備する。（９０分）

科目名称 生徒・進路指導論

自由科目科目分類区分

髙井　雅一（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143171・ESS243101・ESS343098・
ESS443114・ESS543127（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）髙井　雅一 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校における勤務経験を活かして生徒・進路指導論に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期



出席回数が決定的に不足し
ている学生でレジメの意義
を理解できなかった。

397－ －

ルーブリック

評価項目

1 伊藤　光利編 有斐閣

概要

履修目標
政治学に関して、分かっていること、わからないこと、知っていること、知らないことを見極める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１＜デザイン学科の履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜建築学科の履修すべき科目と単位＞の３．に対応する

到達目標
政治の目的とは何か。制度的な特徴、役割を理解する。

授業全体の内容と概要
日本の議院内閣制の政治的な特色を他国の政治制度との対比などを踏まえて説明する。

授業の方法
講義の前半の６０分弱を通常の講義にあて、残りの３０分は各学生が講義内容について何が理解でき、何がわからなかったかを論述してもらう３週ないし４週に一
度、書き出したメモ書きの提出を求めます。毎回出席して、メモ書きさえ出せば、単位習得可能の講義とします。わからなかったことについての積極的な調査と発
表を歓迎します。学生は調べたことを黒板に書き出してください。学生の数人に対して、次週の章について、テーマ、論点を整理したレジメの作成を求めることも
します。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視します。１２回以上出席すれば、最低限の成績ではありますが、単位は取得可能と考えてください。（最低出席数は１０回とします。）講義の過程で、
自主的なレポートをする機会を設けます。その発表ひとつひとつが加点の機会だと考えてください。7回以上欠席した場合、特段の事由がない限り、不可とします。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

速読法の理解

論点の把握

知識の習得

自主性

各章のレジメ作成を２時間
以内にすませられる。

各章のレジメ作成３時間以
内にすまられる。

レジメの作成の仕方が理解
できる。

レジメの意義を理解できる
。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマの把握、論点の整理
が一応できる。

テーマと論点がわかる。 テーマと論点がずれている
。

適切な知識を身に着けてい
る。

適切な知識を身に着けてい
る。

最重要課題についての知識
を身に着ている。

必要最低限の知識はある。 必要最低限の知識を習得で
きなかった。

発表回数多数を達成した学
生。

発表回数３回以上を達成し
た学生。

発表回数２回以上を達成し
た学生。

発表回数１回以上を達成し
た学生。

発表できなかった学生。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ポリティカルサイエンス事始め』 1996年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 政治学入門

共通教育科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL021007（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

経営学科・３年、社会福祉学科・３年、デザイ対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。授業開始後２０分以降の出席は受講回数から除外する（公共交通機関などの遅延の場合は例外とする）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

398－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 政治を科学する。 教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分） 復習（９０分）

教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）3 政治って何だろう？ 復習（９０分）

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）

天気が良いと投票率は上がる？政治が悪いと投票率
は下がる？4

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）政党で選ぶの？候補者で選ぶの？5

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）マスメディアの伝える政治的現実6

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）メディアがつくる政治意識7

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）政治家と選挙8

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）政治家は必要か9

10 思想の争いとしての５５年体制 教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分） 復習（９０分）

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）政党政治の行く末11

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）職業としての官僚12

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）官僚の役割13

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）政策のつくられ方14

復習（９０分）教科書の該当節を読み、できればまとめる。（９０
分）目立たない最高権力者15

復習（９０分）教科書の全体を見直す。（９０分）まとめ (レポートの解説、フィードバック)16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

回想　（９０分）

科目名称 政治学入門

共通教育科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL021007（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

経営学科・３年、社会福祉学科・３年、デザイ対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



定期試験で６割未満、理解
を妨げる語彙・文法の誤り
がある。

399－ －

ルーブリック

評価項目

1 康玉華・来思平 語文研究者 9784931315501

概要

履修目標
中国人と簡単な会話を交わすことが出来るようになる。中国語検定HSK１級程度のレベルに到達する。
（中国語検定HSKは中国政府公認の資格で初級レベル１級から上級レベル６級まで６段階に分かれている。）

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜修学目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜修学目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
中国語の発音・文法とあいさつ・簡単な会話をマスターする。中国語を通して、中国人の礼節・習慣なども理解できる。

授業全体の内容と概要
初めて中国語を学習する学生のために、日常会話と文法を結び付けて学習することで、コミュニケーション能力を身につけられるようにする。

授業の方法
板書により、「発音」・「挨拶」・「基本文」・「会話文」・「入れ替え練習と応用」・「新出単語」・「文法」・「練習」と段階的に講義形式で授業を進める。
中国語の学習を通して、中国の文化や歴史なども理解しやすいように講義する。また、復習を重視し、適宜簡単な確認テストを実施する。課題に対して解説を加え
てフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
発音が特に難しいので、必ず授業に参加し、正確な発音と聴力を身につけるように努力し、ピンインと簡体字を覚え書けるようにしなければならない。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（発音・文字語
彙・文法・読解等）

思考力・判断力・表現力（
聴解・会話・プレゼン等）

主体性・多様性・協働性

定期試験で９割以上、語彙
・文法の誤りがなく正確に
理解している。

定期試験で８割以上、語彙
・文法の誤りがほとんどな
く大体理解している。

定期試験で７割以上、語彙
・文法の誤りが若干あるが
問題なく理解している。

定期試験で６割以上、語彙
・文法の誤りが若干あって
理解できていない部分があ
る。

表現方法が適切であり、誤
りがない。

表現方法が適切であり、誤
りがほとんどない。

表現方法が適切であり、誤
りが少しある。

表現方法に誤りがあり、自
分の意見を伝えるのに支障
をきたす点がある。

表現方法に誤りが目立ち、
自分の意見が伝わらない。

与えられた課題に積極的に
取り組み、多様な表現や協
働性に関してレベル以上に
達した。

与えられた課題に取り組み
、多様な表現や協働性に関
して一定のレベルに達した
。

与えられた課題に取り組ん
だが、多様な表現や協働性
に関して求められるレベル
に達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だが、多様な表現や協働性
に関して最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「中国語会話３０１」（上）』 ２０１５

2

3

4

5

1 竹島金吾　尹景春　竹島毅 白水社 9784560069257

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中国語　はじめの一歩』 ２０１９

2 小林和代　韓軍 白水社 9784560069387『はじめよう楽々中国語』 ２０１９

3

4

5

科目名称 中国語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

村山　豊（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHI051026（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）村山　豊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ １０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

400－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 講義ガイダンス：中国語について（シラバスの説明
） シラバスの内容確認（９０分）

2
発音：子音・母音（１）、表音文字（１）、声調、
軽声
第１課　挨拶（一）こんにちは

前回の授業内容確認（９０分） 授業の内容確認・練習問題（９０分）

前回の授業内容確認（９０分）　3
発音：子音・母音（２）、表表音文字（２）、声調
、軽声
第２課　挨拶（二）お変わりありませんか

授業の内容確認・練習問題（９０分）

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）発音：母音（３）、表音文字（３）、卷舌音化
第３課　挨拶（三）お仕事はお忙しいですか4

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）
文法：「ma」を用いる疑問文、形容詞述語文
第４課　初めて会う（一）お名前は何とおっしゃい
ますか

5

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）
文法：動詞述語文、所属・所有関係を表す連体修飾
語
第５課　初めて会う（二）ちょっとご紹介します

6

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）復習一　会話・発音・声調の聞き取り練習7

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）
文法：名詞述語文、年月日曜日の表し方、どうです
か？
第６課　尋ねる（一）誕生日は何月何日ですか

8

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：「有」文、前置詞構造
第７課　尋ねる（二）ご家族は何人ですか9

10 文法：時間の読み方、時間詞
第８課　尋ねる（三）今何時ですか 前回の授業内容確認（９０分） 授業の内容確認・練習問題（９０分）

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：連動文、連用修飾語
第９課　尋ねる（四）お住まいはどちらですか11

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：方位詞、反復疑問文
第１０課　尋ねる（五）郵便局はどこですか12

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）復習二　会話の聞き取り練習と文法の復習、会話練
習と短文の読み方練習13

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）総復習Ⅰ　発音・文法の復習と中国語で自己紹介を
して、質問に答える14

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）総復習Ⅱ　会話・読み方の復習と中国語で自分の家
族のことを話す15

試験内容の復習をする（９０分）定期試験の準備をする（９０分）定期試験、解説（６０分+３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容確認（９０分）

科目名称 中国語入門Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

村山　豊（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHI051026（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）村山　豊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



401－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎演習特講Ⅰ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071047（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

402－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎演習特講Ⅰ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071047（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の専門用語を一つも説
明できない。

403－ －

ルーブリック

評価項目

1 相澤譲治　植戸貴子 （株）みらい 978-4-86015-123-2

概要

履修目標
ソーシャルワーカーとしての姿勢（自己理解、他者理解、倫理綱領）と相談業務の基本的技法（コミュニケーション、面接技法、記録技法、ケースカンファレンス
、実践評価）をディスカッション、ロールプレイ、ＤＶＤ鑑賞等を通して体得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
様々な援助技術（スキル）を習得することや技法の統合のための理解を深めることができるようになる。また、次年度の相談援助実習に向けて、積極的な討議参加
や自己表現ができるようになる。

授業全体の内容と概要
個人・家族、グループ、地域社会への支援をイメージし、ロールプレイ等の学習を通じて、面接や記録などの技法の実際を学ぶ。

授業の方法
３～４つのグループ（１グループ２０名以内）に分かれて、テキストの事例を実際にロールプレイしたり、小グループに分かれてディスカッションを行う。その中
で教員のスーパービジョンを受け、自己の振り返りを行い、自己覚知を促す。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
この科目の単位を取得できなかった場合、次年度の相談援助実習及び保育実習を履修できないので注意すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャ
ルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ソーシャルワークにおける
自己理解、他者理解の重要
性を理解する。

ソーシャルワークにおける
面接技法を理解する。

ソーシャルワークにおける
アセスメント、プランニン
グ、ケースカンファレンス
、モニタリング、評価につ
いて理解する。

自己覚知の概念、自己開示
の実践、他者理解における
実践理論を言語で明確に説
明できる。

自己覚知の概念、他者理解
における実践理論を言語で
明確に説明できる。

自己覚知の概念、自己開示
の実践を言語で明確に説明
できる。

自己覚知の概念を言語で明
確に理解できる。

ソーシャルワーク面接の一
連のプロセスと重要ターム
をマイクロカウンセリング
技法の用語を用いて説明で
きる。

ソーシャルワーク面接の一
連のプロセスの重要ターム
を説明できる。

ソーシャルワーク面接の一
連のプロセスを説明できる
。

面接における身体技法を実
践できる。

左記の専門ターム及び実践
技法を一つも説明及び実践
できない。

アセスメント、プランニン
グ、ケースカンファレンス
、モニタリング、評価につ
いて明確に言語で説明でき
、且つ各々の矢ｊ区割りを
ロールプレイングで実践で
きる。

アセスメント、プランニン
グ、ケースカンファレンス
、モニタリング、評価にお
ける各々の役割をロールプ
レイングで実践できる。

アセスメント、プランニン
グ、ケースカンファレンス
、評価、モニタリングの理
論と重要性を言語で明確に
説明できる。

アセスメント、プランニン
グ、ケースカンファレンス
、モニタリング、評価の重
要性を説明できる。

左記の用語の説明およびロ
ールプレイング実践を一つ
もできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ソーシャルワーク演習ワークブック』 ２０１３年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助演習Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS122028（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験者が、実践現場における相談業務、介護業務の事
例を参考に講義を展開する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数２０回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

404－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（グループ分け　自己紹介）　
シラバスの説明 １年時の関連科目の復習（90分）

2 演習に向けての準備（自己紹介　アイスブレーキン
グ） １年時の関連科目の復習（90分） 自己の言動の振り返り（90分）

テキストの読み込み（90分）3 自己理解１「自己概念を学ぶ」 自己の言動の振り返り（90分）

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）自己理解２「自身のルーツ　家族関係を知る」4

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）自己開示と他者理解１「自己開示」5

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）自己開示と他者理解２「共感について」6

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）自己開示と他者理解３「価値観の違い」7

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）コミュニケーション１「コミュニケーションの基本
」8

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）コミュニケーション２「言語的コミュニケーション
」9

10 コミュニケーション３「非言語的コミュニケーショ
ン」 テキストの読み込み（90分） 自己の言動の振り返り（90分）

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）ソーシャルワークの価値と倫理１「価値とは何か」11

自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）ソーシャルワークの価値と倫理２「倫理とは何か」12

ＤＶＤ鑑賞による面接技法ポイントのまとめ（90分
）テキストの読み込み（90分）面世技法１「面接の意義」13

ＤＶＤ鑑賞による面接技法ポイントのまとめ（90分
）テキストの読み込み（90分）面接技法２「面接の基本」14

記録技法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）記録技法１「面接場面での記録」15

記録技法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）記録技法２「ケース記録」16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 アセスメント１「アセスメントの意義」 テキストの読み込み（90分） アセスメントのまとめ（90分）

18 アセスメント２「利用者の背景を知る」 テキストの読み込み（90分） アセスメントのまとめ（90分）

テキストの読み込み（90分）19 アセスメント３「事例によるロールプレイ」 ロールプレイ中の自己の言動の振り返り（90分）

ロールプレイ中の自己の言動の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）プランニング「アセスメントからの支援計画作成」20

ケースカンファレンスのポイントのまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）ケースカンファレンスの方法21

ケースカンファレンスのポイントのまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）模擬ケースカンファレンス22

効果測定技法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）評価と効果測定１「利用者の満足度」23

効果測定技法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）評価と効果測定２「支援内容の評価」24

地域診断のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）コミュニティワーク１「地域ニーズの把握」25

26 コミュニティワーク２「北広島市の福祉課題明確化
」 テキストの読み込み（90分） 地域診断のまとめ（90分）

地域支援方法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）コミュニティワーク３「課題解決への方法」27

地域支援方法のまとめ（90分）テキストの読み込み（90分）コミュニティワーク４「広報誌の作成」28

演習を通しての自己覚知について文章化（90分）テキストの読み込み（90分）支援事例を用いたロールプレイング１29

演習を通しての自己覚知について文章化（90分）テキストの読み込み（90分）支援事例を用いたロールプレイング２30

自己総括（90分）テキストの読み込み（90分）事例研究へのイントロダクション31

自己総括（90分）テキストの読み込み（90分）相談援助演習Ⅰ総括32

自己の言動の振り返り（90分）

科目名称 相談援助演習Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS122028（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験者が、実践現場における相談業務、介護業務の事
例を参考に講義を展開する。

基本情報

開講時期



法律の条文を読み取れない

405－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
憲法は，国家権力の濫用を抑制し，国民の権利・自由を守るための基本法である。法的な問題が生じたとき、迅速かつ的確に対応できるよう，条文を理解し，適用
・解釈する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜修学目標＞の１．と２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜修学目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
憲法を学ぶことにより，法律に対して感じるむずかしさや抵抗感を取り除き，法律の基本知識を修得する。法律の基本知識を修得することにより，条文を理解し，
適用・解釈できる。

授業全体の内容と概要
法律の基本となる知識を修得することを目的とし，法律の条文を理解し，個々の事例に対して適用・解釈できるようになることを目標とする。さらには，法的な問
題が生じたとき，迅速かつ的確に対応できる人材を育成することを目標とする。憲法は，国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理とする日本の基
本となる法律である。憲法の基本となる知識を修得し，実例に即し講義を行う。具体的には，憲法総論，人権分野，統治分野に関し条文をベースに解説する。

授業の方法
授業は，資料をパワーポイントで投影し，資料（第３回から第１４回の計１２回）を配布して実施する。授業の進行は，前回の復習から始まり，本日の講義の内容
を講義形式で解説を行う（調査実習含む）。
①確認テストは，講義の理解を深めるために２回（前年実績）実施する。②ビデオ視聴は，課題解決力を養うために２回（前年実績）実施する。③課題は，講義の
理解を深めるために１回（前年実績）実施する。①②③についてのフィードバックは，講義内で解説を行う。
※補講は原則２回を限度として実施する（公欠などの学生に対しては，補講を出席することによって単位認定基準を満たす場合のみ実施する。前年度の補講は２回
実施しました）。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・私語などの迷惑行為は厳禁。
・講義中スマホの操作は厳禁，マナーモードで受講してください。
・六法を持参することを推奨。
・確認テストやビデオ視聴を実施するので遅刻は慎むこと。開始後，プリント配布はしません。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

法律の条文を読み取り，理
解できる

事例を理解し，法律の条文
を適用できる

課題に対し，問題可決がで
きる

法律の条文を読み取り，理
解でき，さらに自分の意見
を述べる

法律の条文を読み取り，理
解でき，自分なりの説明で
きる

法律の条文を読み取り，理
解できる

法律の条文を読み取れる

事例を理解し，法律の条文
を適用し，さらに自分の意
見を述べる

事例を理解し，法律の条文
を適用し，自分なりの説明
できる

事例を理解し，法律の条文
を適用できる

事例を理解し，法律の条文
を理解できる

事例を読み取れず，法律の
条文を理解できない

解答が的確で，過不足なく
網羅して答えている

一部に解答と関係ないこと
を答えているが，解答は答
えている

改善すべき点があるが，解
答が一通り答えている

的確ではないが，解答を部
分的には答えている

解答が論点にズレがあり，
テーマに対して十分ではな
い

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 佐伯　仁志，大村　敦志／編集
代表

有斐閣 9784641009202

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ポケット六法　令和２年版』 ２０１９年

2

3

4

5

科目名称 日本国憲法

共通教育科目科目分類区分

青山　浩之（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW021005（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）青山　浩之 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上
※課題の提出等の定期試験以外の割合が単位認定基準の４割を占めるので，１２回以上の出席を推奨。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ １０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

406－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
ガイダンス　
憲法とは何か

シラバスの確認（９０分）

2
シラバスの説明
ガイダンス　
憲法とは何か－憲法の特徴と基本原理

シラバスの確認
憲法の特徴と基本原理の調べ学習（９０分） 復習（９０分）

憲法の基本原理と構造についての調べ学習（９０分
）3 憲法とは何か－憲法の基本原理と構造 配布資料の復習（９０分）

配布資料の復習（９０分）総論・幸福追求権の調べ学習（９０分）基本的人権　総論・幸福追求権4

ビデオ視聴のふりかえり
次回確認テストを実施するので，復習しておくこと
（９０分）

法の下の平等・精神的自由権についての調べ学習
（９０分）

基本的人権　各論　－法の下の平等・精神的自由権
　video１（前年実績）5

配布資料の復習（９０分）確認テストを実施するので，復習しておくこと
（９０分）

基本的人権　各論　－精神的自由権
　確認テスト１（前年実績）6

配布資料の復習（９０分）経済的自由権・社会権についての調べ学習（９０分
）基本的人権　各論　－経済的自由権・社会権7

配布資料の復習（９０分）人身自由権・国務請求権・参政権についての調べ学
習（９０分）

基本的人権　各論　－人身自由権・国務請求権・参
政権8

ビデオ視聴のふりかえり
配布資料の復習（９０分）基本的人権についての調べ学習（９０分）基本的人権のまとめ

　video２（前年実績）9

10 統治機構　総論 統治機構について考える（９０分） 配布資料の復習（９０分）

次回確認テストを実施するので，復習しておくこと
（９０分）国会についての調べ学習（９０分）統治機構　各論　－国会11

配布資料の復習（９０分）確認テストを実施するので，復習しておくこと
（９０分）

統治機構　各論　－内閣
　確認テスト２（前年実績）12

配布資料の復習（９０分）裁判所についての調べ学習（９０分）統治機構　各論　－裁判所13

配布資料の復習（９０分）
課題を作成

財政・地方自治についての調べ学習。統治機構のま
とめ（９０分）

統治機構　各論　－財政・地方自治・統治機構のま
とめ
課題１（前年実績）

14

試験範囲の確認により，第３回から第１４回まで復
習（９０分）課題作成。第３回から第１４回まで復習（９０分）まとめ

定期試験の説明15

復習（９０分）試験範囲の確認，第３回から第１４回まで復習
（９０分）

定期試験（６０分）
定期試験の解説，採点方法の説明16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

復習（９０分）

科目名称 日本国憲法

共通教育科目科目分類区分

青山　浩之（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW021005（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）青山　浩之 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義内で取り扱ったトピッ
クについて、理解できなか
った。

407－ －

ルーブリック

評価項目

1 学生の能力と興味に
応じて教材を指定・

概要

履修目標
日本文化・日本の生活に慣れ、日本社会について理解を深めるために必要な知識を身に付けることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
日本での生活に関わる日本文化・日本社会について理解できる。

授業全体の内容と概要
日本での生活に関わる様々なトピックについて、教科書やプリント、課題作成およびプレゼンテーションを通して学習し、理解を深める。

授業の方法
教科書やプリントを用いて講義を行うほか、日本事情に関する課題の作成やプレゼンテーションを行う（グループワーク・ディスカッション含む）。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受講対象者は留学生とする。課題など積極的に取り組むこと。また、事前に配布される資料には必ず目を通しておくこと。学習するトピックは受講者の能力に応じ
て変更する場合がある。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

内容理解

日本語表現

プレゼンテーション

講義内で取り扱ったトピッ
クについて理解し、自身の
留学生活で経験すると想定
される（あるいは実際に経
験した）問題への適切な対
処法を具体的に想定できた
。

講義内で取り扱ったトピッ
クについて理解し、自身の
留学生活にどのように関わ
るかも理解できた。

講義内で取り扱ったトピッ
クについて理解し、自国と
の違いについて認識できた
。

講義内で取り扱ったトピッ
クについて、理解すること
ができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、発
表や課題で実際に用いるこ
とができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、適
切に使用することができた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解し、各
日本語表現の使用場面が理
解できた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解できた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、理解でき
なかった。

トピックに関連する、主張
内容が明確な発表を行うこ
とができた。適切な情報を
用いることで、内容に具体
性があり、説得力があった
。

トピックに関連する、主張
内容が明確な発表を行うこ
とができた。また、主張内
容が資料と一貫性があるも
のだった。

トピックに関連する、主張
内容が明確な発表を行うこ
とができた。

トピックに関連する、理解
可能な発表を行うことがで
きた。

話し方や発表資料が適切で
なく、発表内容が理解でき
なかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 金津日出美・桂島宣弘 文理閣 978-4-89259-791-6

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『留学生のための日本事情入門』 2019

2

3

4

5

科目名称 日本事情

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

CUA021011（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。出席状況、課題提出、授業への参加態度など総合的に判断する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

408－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 日本語の日常表現 テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 日本の生活事情 講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む

こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の交通事情4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）留学生のための法律知識5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本人の食生活6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の四季7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の祭り・名所・芸能8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の大学・日本の教育9

10 現代日本の娯楽・家族・若者文化 テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の労働環境11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）日本の政治・経済12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）プレゼンテーション①13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）プレゼンテーション②14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

テキストを読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）プレゼンテーション③15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

科目名称 日本事情

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

CUA021011（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



定期試験で６割未満、理解
を妨げる語彙・文法の誤り
がある。

409－ －

ルーブリック

評価項目

1 康玉華・来思平 語文研究者 9784931315501

概要

履修目標
中国語で中国人と簡単な交流ができ、中国の協定校と交換留学ができるように、中国語検定HSK２級程度のレベルを目指す。
（中国語検定HSKは中国政府公認の資格で初級レベル１級から上級レベル６級まで６段階に分かれている。）

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜修学目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜修学目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜修学目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
中国語を通して、中国の文化を理解し日中友好に寄与することができる。

授業全体の内容と概要
初めて中国語を学習する学生のために、日常会話と文法を結び付けて学習することで、コミュニケーション能力を身につけられるようにする。

授業の方法
板書により、「発音」、「挨拶」、「基本文」、「会話文」、「入れ替え練習と応用」、「進出単語」、「文法」、「練習」と段階的に講義形式で授業を進める。
中国語の学習を通して、中国の文化や歴史等も理解しやすいように講義する。また、復習を重視し、適宜簡単な確認テストを実施する。課題に対して解説を加えて
フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
会話を特に重視したいので、聞き取った中国語を中国語で理解し、すぐに反応して中国語で答えられる能力を身につけるよう努力すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（発音・文字語
彙・文法・読解等）

思考力・判断力・表現力（
聴解・会話・プレゼン等）

主体性・多様性・協働性

定期試験で９割以上、語彙
・文法の誤りがなく正確に
理解している。

定期試験で８割以上、語彙
・文法の誤りがほとんどな
く大体理解している。

定期試験で７割以上、語彙
・文法の誤りが若干あるが
問題なく理解している。

定期試験で６割以上、語彙
・文法の誤りが若干あって
理解できていない部分があ
る。

表現方法が適切であり、誤
りがない。

表現方法が適切であり、誤
りがほとんどない。

誤りが多少あるが、表現方
法が適切である。

表現方法に誤りがあり、自
分の意見を伝えるのに支障
をきたす点がある。

表現方法に誤りが目立ち、
自分の意見が伝わらない。

与えられた課題に積極的に
取り組み、多様な表現や協
働性に関してレベル以上に
達した。

与えられた課題に取り組み
、多様な表現や協働性に関
して一定のレベルに達した
。

与えられた課題に取り組ん
だが、多様な表現や協働性
に関して求められるレベル
に達しなかった。

与えられた課題に取り組ん
だが、多様な表現や協働性
に関して最低限容認できる
レベルにとどまった。

与えられた課題に取り組ま
なかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「中国語会話３０１」（上）』 ２０１５

2

3

4

5

1 竹島金吾・尹景春・竹島毅 白水社 9784560069257

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中国語　はじめの一歩』 ２０１９

2 小林和代・韓軍 白水社 9784560069387『はじめよう楽々中国語』 ２０１９

3

4

5

科目名称 中国語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

村山　豊（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHI051027（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）村山　豊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ １０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

410－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 講義ガイダンス：中国語について シラバスの内容確認（９０分）

2 文法：語気助詞「了」（１）、重ね型動詞
第１１課　必要（一）みかんを買いたいです 前回の授業内容確認（９０分） 授業の内容確認・練習問題（９０分）

前回の授業内容確認（９０分）3 文法：主述述語文、能願助詞
第１２課　必要（二）セーターを買いたいです 授業の内容確認・練習問題（９０分）

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：二重目的語文、能動助詞「会」
第１３課　必要（三）乗り換えが必要です。4

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：兼語文、語気助詞「了」（２）
第１４課　必要（四）両替に行きたいです5

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：結果補語、前置詞「給」
第１５課　必要（五）写真を撮りたいです6

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）復習三　長い会話の聞き取り練習、能願動詞のまと
め、会話練習と短文の読み方練習7

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）
文法：動態助詞「過」、無主語文、「まだ…してい
ません」
第１６課　約束（一）京劇を見たことがありますか

8

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：選択疑問文、連動文、方向補語（１）
第１７課　約束（二）動物園に行きます9

10 文法：文型「要…了」、文型「是…的」
第１８課　迎える（一）道中お疲れ様でした 前回の授業内容確認（９０分） 授業の内容確認・練習問題（９０分）

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：「从」、「在」の目的語、動量補語
第１９課　迎える（二）歓迎いたします11

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）文法：程度補語、程度補語と目的語
第２０課　招待する　私たちの友情のために乾杯12

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）復習四　空港・ホテルでの会話の聞き取り練習と文
法の復習、会話練習と短文の閲読13

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）総復習Ⅰ　発音・文法の復習と中国語で自分の出身
地・出身校を紹介して、質問に答える14

授業の内容確認・練習問題（９０分）前回の授業内容確認（９０分）総復習Ⅱ　会話・読み方の復習をして、中国語で北
海道や日本のことを説明する15

試験の復習をする（９０分）定期試験の準備をする（９０分）定期試験、解説（６０分+３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容確認（９０分）

科目名称 中国語入門Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

村山　豊（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHI051027（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）村山　豊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



411－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎演習特講Ⅱ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071048（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

412－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎演習特講Ⅱ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071048（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ディスカッションへの参加
も消極的で、事例に付随し
た課題にも回答できない。

413－ －

ルーブリック

評価項目

1 相澤譲治　植戸貴子 （株）みらい 978-4-86015-123-2

概要

履修目標
高齢、障がい、地域・行政、児童といった社会福祉各領域の事例を検証することによって、クライエントの主訴の読み取り、ニーズに合致した支援方法を考察する
ことにより、ソーシャルワーク実践を考察する視点を養う。あわせてロールプレイングを通して面接技法における要点を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
事例を検討することから真のニーズを把握する洞察力を養い、ロールプレイを通して面接技法を習得する。また、次年度以降の現場実習に向けて、積極的な討議参
加や自己表現ができるようにする。

授業全体の内容と概要
事例検討を中心に、相談援助演習Ⅰで学んだことを、グループワーク、ロールプレイ等を通して、実践に近い形で学び、体得する。

授業の方法
3～4グループに分かれ（1グループ20名以内）事例検討、ロールプレイ、事例検討の結果発表を行う。教員のアドバイス的な講義を含めつつ、学生自身が積極的に学
び取るアクティブラーニング演習を行う。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
この科目の単位が取得できない場合、次年度の相談援助実習及び相談援助実習指導Ⅲ・Ⅳは履修できないので注意すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課
程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ソーシャルワーク実践事例
の理解。

ロールプレイングへの積極
的参加

チームワーク、リーダーシ
ップ、スーパービジョン、
ソーシャルワークの視点、
といった応用課題を理解す
る

ソーシャルワーク実践事例
を読み込み、グループディ
スカッションに積極的に参
加し、付随した課題に明確
な回答を与え、且つ、その
理由を説明できる。

ソーシャルワーク実践事例
を読み込み、グループディ
スカッションに積極的に参
加している。

ソーシャルワーク実践事例
の読み込みが的確である。

グループディスカッション
に積極的に参加している

ロールプレイングの場面の
作成を積極的に行い、且つ
ＣＬ、ＳＷ各々の役割をこ
なし、ＯＳＣＥ項目の平均
４点以上をキープする。
（５段階評価）

ロールプレイングの場面の
作成を積極的に行い、且つ
ＣＬ、ＳＷ各々の役割をこ
なし、ＯＳＣＥ項目の平均
３点以上をキープする。
（５段階評価）

ロールプレイングの場面の
作成を積極的に行い、且つ
ＣＬ、ＳＷ各々の役割をこ
なしている。

ロールプレイングに積極的
に参加している。

ロールプレイングへの参加
の意欲が感じられない。

チームワーク、リーダーシ
ップ、スーパービジョン、
ソーシャルワークの視点各
々について明確に言語で説
明できる。

チームワーク、スーパービ
ジョン、ソーシャルワーク
の視点について明確な言語
で説明できる。

チームワーク、ソーシャル
ワークの視点について明確
な言語で説明できる。

ソーシャルワークの視点に
ついて明確な言語で説明で
きる。

左記の言語全てを説明でき
ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「ソーシャルワーク演習ワークブック」』 2013年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助演習Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS122029（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ＳＷ，ＣＷとしての経験を有する教員が担当し、実践事例を参照しながら講義を進める。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数20回以上をクリアすること

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ ７０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

414－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 前期科目の復習（４５分）

2 ソーシャルワークプロセスの再確認 前期科目の復習（４５分） テキストの読み込み（４５分）

テキストの読み込み（４５分）3 事例研究１「倫理と組織：ニーズの把握とグループ
討議」 事例検討結果の検証（４５分）

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究１「倫理と組織：問題解決へのプランニン
グ」4

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究２「高齢者介護：ニーズの把握とグループ
討議」5

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究２「高齢者介護：問題解決へのプランニン
グ」6

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究３「知的障がい者：ニーズの把握とグルー
プ討議」7

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究３「知的障がい者：問題解決へのプランニ
ング」8

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究４「児童虐待：ニーズの把握とグループ討9

10 事例研究４「児童虐待：問題解決へのプランニング
」 テキストの読み込み（４５分） 事例検討結果の検証（４５分）

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究５「ＤＶ：ニーズの把握とグループ討議」11

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究５「ＤＶ：問題解決へのプランニング」12

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究６「ストレングス：ニーズの把握とグルー
プ討議」13

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究６「ストレングス：問題解決へのプランニ
ング」14

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究７「障がい児：ニーズの把握とグループ討
議」15

事例検討結果の検証（90分）テキストの読み込み（90分）事例研究７「障がい児：問題解決へのプランニング
」16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 事例研究８「生活保護：ニーズの把握とグループ討
議」 テキストの読み込み（４５分） 事例検討結果の検証（４５分）

18 事例研究８「生活保護：問題解決へのプランニング
」 テキストの読み込み（４５分） 事例検討結果の検証（４５分）

テキストの読み込み（４５分）19 事例研究９「生活保護：ニーズの把握とグループ討
議」 事例検討結果の検証（４５分）

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究９「生活保護：問題解決へのプランニング
」20

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究１０「権利擁護：ニーズの把握とグループ
討議」21

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究１０「権利擁護：問題解決へのプランニン
グ」22

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究１１「地域：ニーズの把握とグループ討議
」23

事例検討結果の検証（４５分）テキストの読み込み（４５分）事例研究１１「地域：問題解決へのプランニング」24

講義中の自己の振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）応用演習（チームワーク）25

26 応用演習（リーダーシップ） テキストの読み込み（４５分） 講義中の自己の振り返り（４５分）

講義中の自己の振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）応用演習（スーパービジョン）27

講義中の自己の振り返り（90分）テキストの読み込み（90分）応用演習（ソーシャルワークの視点）28

講義中の自己の振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）各学生の気づき（グループ討議）29

講義中の自己の振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）振り返りと相談援助実習に向けて30

全体を通しての振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）実習事例検討（利用者理解とコミュニケーション）31

全体を通しての振り返り（４５分）テキストの読み込み（４５分）実習事例検討（アセスメントと生活場面面接）32

テキストの読み込み（４５分）

科目名称 相談援助演習Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS122029（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ＳＷ，ＣＷとしての経験を有する教員が担当し、実践事例を参照しながら講義を進める。

基本情報

開講時期



定期試験で６０点をクリア
することができなかった。

415－ －

ルーブリック

評価項目

1 Naoya　Fujita 朝日出版社 978-4-255-15479-4

概要

履修目標
身近な話題を中心とした日常生活の様々な場面を想定し，テキストに沿った文法整理から，会話，発音，語彙を総合的に学習することによってコミュニケーション
ツールとしての英語運用能力を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
簡単な日常会話や場面表現に関して用いられる英文の文法解釈において，文型を理解したうえでコミュニケーションツールとして基礎的な英語運用能力を身につけ
ることができる。

授業全体の内容と概要
文法，語彙，会話表現の向上をはかり，自分が表現したいことを相手に伝えられるようコミュニケーションスキルの基礎を習得する。

授業の方法
本講座は講義形式で授業を行い、教科書やハンドアウトを利用し英語の構造について学習しながら指定アプリを活用して単語数や日常表現を増やす活動を行っても
らう。レポート、試験などの解説のフィードバックを実施する。
指定翻訳アプリ：VoiceTra
＜VoiceTra（ボイストラ）はＮＩＣＴ（エヌアイシーティー：国立研究開発法人情報通信研究機構）が、言葉の壁の克服を目指して開発したスマートフォン用の無
料多言語音声翻訳アプリです。＞

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

　〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

　〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視する。遅刻は２０分までとし２回の遅刻を以って欠席１回とする。特別な理由のない２０分以上の遅刻は欠席扱いとする。また、中間試験として文型理
解度確認テストを実施する。加えて英文日記を１回提出し，レポートとして採用する。

資格指定科目
教職課程（全教科）選択科目　保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性

定期試験で９０点以上の得
点を挙げた。

定期試験で８０点以上の得
点を挙げた。

定期試験で７０点以上の得
点を挙げた。

定期試験で６０点以上の得
点を挙げた。

積極的に課題に取り組み、
実際の場面で必要となる語
彙・表現に取り組み、十分
なコミュニケーション能力
を獲得するための土台がほ
ぼ完成している。

与えられた課題に取り組み
、自分が出会う場面を想定
しコミュニケーションをと
る土台が出来つつある。

与えられた課題に取り組み
、日々の生活で使用頻度の
高い語彙を調べだし辞書を
有効に活用してコミュニケ
ーションの土台つくりの努
力が見られる。

与えられた課題に取り組み
、語彙力をつける努力は認
められるがなかなか定着し
ていない。辞書を使うこと
はできる。

課題への取り組みが不十分
で、語彙力の進歩が見られ
ず、翻訳アプリがないと何
もできない。

自分のみならず周囲の学生
も巻き込みながら課題解決
に取り組み、余った時間を
さらなる語彙力・表現力の
充実に振り分けている。

授業中の質問が多く、学習
方法や調査結果などの相談
も常であり国際言語習得に
関して前向きで、努力が窺
える。

積極性は乏しいものの、不
明点を質問するなど前向き
な姿勢がうかがわれる。

何とか課題はこなすものの
、不明点を質問したりする
ことはなく、ノートも板書
の範囲を超えない。

自分から進んで国際言語を
身につけようとする姿勢が
見られない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「A new approach to understanding English
grammar」』

２０１４

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

共通教育科目科目分類区分

信濃　吉彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052028（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）信濃　吉彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
講義による授業形態を採る。教科書・ノート・筆記具を持ってこない学生は欠席とする。また、教科書のない学生は評価の対象としない。１２回の出席を基準とし
１０回の出席を確保できないものは再履修とする。
平常点にはノートチェックと授業参加度を含む。前向きな課題の提出には，加点する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ５％ １０％ ５％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

416－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション：シラバスの説明 専用のノートを準備する（９０分）

2 動詞（be動詞，自動詞，他動詞） テキストの指定範囲を読む（９０分） ノートの作成。課題・宿題（９０分）

テキストの指定範囲を読む（９０分）3 Chapter1と基礎文法 ノートの作成。課題・宿題（９０分）

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter2と基礎文法4

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter3とオーストラリア文化談5

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter4と基礎文法6

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter5と基礎文法7

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter6　アメリカ文化談8

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter7　アメリカ文化談9

10 Chapter14　アメリカ文化談 テキストの指定範囲を読む（９０分） ノートの作成。課題・宿題（９０分）

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter1511

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter1612

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter1713

ノートの作成。課題・宿題（９０分）テキストの指定範囲を読む（９０分）Chapter13　アメリカ文化談14

期末試験に備える(９０分)テキストの指定範囲を読む（９０分）総まとめ＆ Review15

授業内容の振り返り（９０分）試験準備（１５０分）試験（６０分）及び授業総評（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

自分の弱点確認
（９０分）

科目名称 外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

共通教育科目科目分類区分

信濃　吉彦（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ENL052028（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）信濃　吉彦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



貧困問題の本質について理
解できなかった。

417－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 978-4-8058-5810-3

概要

履修目標
現代における公的扶助(貧困・低所得者に対する支援制度)の意義を理解するとともに，貧困問題の本質とソーシャルワーカーの役割について知る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
・貧困問題の本質を理解する視点について理解することかできる。
・現代における貧困原因を分析し、最低生活保障のあり方について考えることができる。
・要保護者、低所得者の特性に応じた自立支援の意義について説明することができる。

授業全体の内容と概要
公的扶助の概念，範囲，歴史的展開，現代社会における機能などについて概説したうえで，わが国における公的扶助制度である生活保護制度の仕組みと生活困窮者
に対する自立支援のあり方について学び，併せて最近の保護動向から今後の課題について理解を深める。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コンメント
を付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・配付資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

履修目標を越えて現代にお
ける貧困問題の特性につい
て理解できた。

低所得者に対する支援に関
わるソーシャルワーカーに
必要な知識を理解できた。

貧困問題の本質を捉え公的
扶助の必要性を理解できた
。

貧困問題の本質について理
解できた。

現代における新たな貧困問
題に対処するために必要な
自立支援のあ�り方につい
て説明できた。

低所得者の特性に応じた自
立支援のあり方について説
明できた。

低所得者の特性に応じた自
立支援のあり方について考
えることができた。

低所得者に対する自立支援
の意義について説明できた
。

低所得者に対する自立支援
の意義について説明できな
かった。

具体的な事例に則して最低
生活保障のあり方について
考えることができた。

現代における貧困原因を分
析しソーシャルワーカーの
役割を考えることができた
。

現代における貧困問題に対
するソーシャルワーカーの
役割について考える姿勢を
示した。

現代における貧困原因につ
いて考えることができた。

現代における貧困原因につ
いて考えることができなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座１６　低所得者に対す
る支援と生活保護制度[第５版]』

２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 低所得者に対する支援

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112009（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

418－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
公的扶助の概念－救貧制度と公的扶助，各国の公的
扶助の特徴，公的扶助の概念と範囲－

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 現代社会における公的扶助の役割と性格（1）－貧
困・低所得者層の生活と社会情勢・福祉制度 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分

）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 現代社会における公的扶助の役割と性格（2）－社
会保険と公的扶助，私的扶養と公的扶助

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）欧米における公的扶助の展開－救貧法の歴史と公的

扶助の確立・展開4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）わが国における公的扶助の展開（1）－第二次大戦

前の動きから旧生活保護法の制定・実施に至る経緯5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）わが国における公的扶助の展開（2）－新生活保護

法の制定から近年の生活保護制度改革に至る経緯6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）生活保護制度の概要（1）－目的と基本原理7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）生活保護制度の概要（2）－保護の原則8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）生活保護制度の概要（3）－保護の種類と内容①9

10 生活保護制度の概要（4）－保護の種類と内容② 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）生活保護制度の概要（5）－保護の実施機関，保護

施設，被保護者の権利義務，不服申立制度11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）生活保護制度の概要（6）－生活保護の財源，保護

の動向12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）低所得者，ホームレスに対する支援制度 －生活困

窮者自立支援法，生活福祉資金貸付制度，等13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

生活保護の運営 －福祉事務所・専門職(現業員・査
察指導員)の役割，国・地方公共団体の役割，他職
種との連携

14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）貧困・低所得者に対する相談援助活動 －相談援助

活動のあり方，自立支援プログラムの目的と実際15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 低所得者に対する支援

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112009（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



419－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎演習特講Ⅲ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071049（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

420－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎演習特講Ⅲ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071049（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



９回以下授業に参加してい
る。

421－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
相談援助演習Ⅰ・Ⅱで学んだ内容や技術について，より広げ集団及び家族への援助並びに地域を基盤とした援助等のために考察力、プレゼンテーション力、要約力
を身に着ける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①自分自身で考え学習し、主体的に行動する態度や姿勢が涵養できる。
②利用者の人権の大切さ、地域生活における権利擁護、自立支援等を具体的事例を通してより深く理解し、
　実行に移せる。
③グループで命題に合わせた調査を行い、プレゼンテーションや考察、要約力を身に着けられる。

授業全体の内容と概要
①ソーシャルワークの実践力を高める。
②個人、家族、グループ、地域社会への支援の事例に基づき、アセスメントやプランニングの実際をより深く学ぶ。
③ディベートを通じて、考察力、プレゼンテーション力、要約力を身に着ける。

授業の方法
社会福祉の課題をリサーチして、命題を作り、それに合わせたディスカッション、ディベートなどを行います。板書や資料などを活用して、知識の整理を行います
。質問に関してはそのつど対応します。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
グループに分かれ演習を行う為、出欠、レポート等々の連絡報告を各担当教員へ行うこと。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、ディベート
のテーマについて調査する
ことができる。

ディベートを通じて適切に
プレゼンテーションを行い
、相手の主張を整理する力
がある。

社会福祉の課題を問題意識
をもって調べ、知識として
獲得し、グループワークで
発言できる。

１５回以上授業に参加し、
プレゼンテーションの資料
を適切な内容で作成できる
。

１４回授業に参加し、プレ
ゼンテーションの資料を適
切な内容で作成できる。

１３回授業に参加し、プレ
ゼンテーションの資料を適
切な内容で作成できる。

１２～１０回授業に参加し
、プレゼンテーションの資
料を適切な内容で作成でき
る。

２回以上ディベートに参加
し、プレゼンテーションを
行い、相手の主張に対して
適切な返答ができる。

２回以上ディベートに参加
し、プレゼンテーションを
行い、相手の主張に対して
返答ができる。

２回以上ディベートに参加
し、プレゼンテーションを
行を行う。

１回ディベートに参加する
。

ディベートに参加しない。

文献、インターネットなど
から社会福祉の課題を調べ
、知識として獲得する。グ
ループワークで適切に発言
できる。

文献、インターネットなど
から社会福祉の課題を調べ
、知識として獲得する。グ
ループワークで発言できる
。

文献、インターネットなど
から社会福祉の課題を調べ
、知識として獲得する。

文献、インターネットなど
から社会福祉の課題を調べ
られる。

調べることが困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助演習Ⅲ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS124030（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

SW、GW、CWとしての経験を有する教員が演習を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２５％ ０％ ２５％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

422－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 ソーシャルワークの機能と役割を確認する。（４５
分）

2 近年の現代社会の課題と福祉分野にもとめられるも
の① 事前に福祉課題を調べる。（４５分） プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）

事前に福祉課題を調べる。（４５分）3 近年の現代社会の課題と福祉分野にもとめられるも
の② プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）近年の現代社会の課題と福祉分野にもとめられるも
の③4

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）ディベートの方法①5

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）ディベートの方法②6

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）ディベートの方法③7

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）ディベート１回目8

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）福祉課題に関するグループ学習
高齢者領域9

10 福祉課題に関するグループ学習
障害者領域 事前に福祉課題を調べる。（４５分） プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）福祉課題に関するグループ学習
児童領域11

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）福祉課題に関するグループ学習
低所得者領域12

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）事前に福祉課題を調べる。（４５分）福祉課題に関するグループ学習
その他の領域13

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）ディベート２回目14

プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）プレゼンテーションの資料を作成する。（４５分）ディベート３回目15

ディベートの振り返り（４５分）審判を受けた感想・反省をまとめる。（４５分）総評、ディベートの振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

事前に福祉課題を調べる。（４５分）

科目名称 相談援助演習Ⅲ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・大

授業担当者（所
属・職名）

SWS124030（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

SW、GW、CWとしての経験を有する教員が演習を行う。

基本情報

開講時期



面接や記録の技法について
、理解していない。

423－ －

ルーブリック

評価項目

1 使用しない（資料を
配付する）。

概要

履修目標
①ソーシャルワークの実践力を高める。
②各々の支援の事例に基づき、ロールプレイ等の学習を通して、面接や記録の技法、アセスメントやプランニングの実際をより深く学ぶ。
③保育相談支援の意義と原則について理解する。
④保育相談支援の基本を理解する。
⑤保育相談支援の実際を学び，内容や方法を理解する。
⑥保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育所等児童福祉施設における保護者支援の実際について理解できる。

授業全体の内容と概要
事例に基づくロールプレイ等の学習を通して、面接や記録の技法、アセスメントやプランニングの実際をより深く学ぶ。さらに保育相談支援に重点をおき、体系的
な学修を実践する。

授業の方法
授業は、演習テーマに基づき思考・考察・意見交換・討論・発表等の一連の活動を行う。小グループでの話し合い、事例分析・ロールプレイング等に基づく各自の
感想、意見、振り返りを毎回述べてもらう。グループ発表、個人発表等に対してコメントを述べフィードバックを行う。レポートについても解説によるフィードバ
ックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
演習テーマに基づき小グループでの話し合い、ロールプレイング等を行うので主体的に参加して欲しい。専門職としての自己を成長させるための時間として活用し
て欲しい。そのためにも「準備学習」については、示したテーマに係るこれまでの学びを踏まえて整理すること。「事後学習」については、その日取り組んだ演習
内容を記録し専門職を目指す者としての自己覚知を重視すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程科目，保育士養成課程科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

面接や記録の技法

アセスメントやプランニン
グの実際

保育相談支援の意義と原則

保育相談支援の基本

保育相談支援の実際

面接や記録の技法について
より深く理解することで、
保育所等児童福祉施設にお
ける保護者支援の実際につ
いて、理解を深めている。

面接や記録の技法について
より深く理解することで、
保育所等児童福祉施設にお
ける保護者支援の実際につ
いて、ほぼ理解している。

面接や記録の技法について
理解することで、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、あ
る程度イメージしている。

面接や記録の技法について
、理解している。

アセスメントやプランニン
グの実際についてより深く
理解することで、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、理
解を深めている。

アセスメントやプランニン
グの実際についてより深く
理解することで、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、ほ
ぼ理解している。

アセスメントやプランニン
グの実際について理解する
ことで、保育所等児童福祉
施設における保護者支援の
実際について、ある程度イ
メージしている。

アセスメントやプランニン
グの実際について、理解し
ている。

アセスメントやプランニン
グの実際について、理解し
ていない。

保育相談支援の意義と原則
について理解し、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、理
解を深めている。

保育相談支援の意義と原則
について理解し、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、ほ
ぼ理解している。

保育相談支援の意義と原則
について理解し、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、あ
る程度イメージしている。

保育相談支援の意義と原則
について、理解している。

保育相談支援の意義と原則
について、理解していない
。

保育相談支援の基本につい
て理解し、保育所等児童福
祉施設における保護者支援
の実際について、理解を深
めている。

保育相談支援の基本につい
て理解し、保育所等児童福
祉施設における保護者支援
の実際について、ほぼ理解
している。

保育相談支援の基本につい
て理解し、保育所等児童福
祉施設における保護者支援
の実際について、ある程度
イメージしている。

保育相談支援の基本につい
て、理解している。

保育相談支援の基本につい
て、理解していない。

保育相談支援の内容や方法
について、理解していない
。

保育相談支援の内容や方法
について理解することで、
保育所等児童福祉施設にお
ける保護者支援の実際につ
いて、理解を深めている。

保育相談支援の内容や方法
について理解することで、
保育所等児童福祉施設にお
ける保護者支援の実際につ
いて、ほぼ理解している。

保育相談支援の内容や方法
について理解し、保育所等
児童福祉施設における保護
者支援の実際について、あ
る程度イメージしている。

保育相談支援の内容や方法
について、理解している。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 公益財団法人児童育成協会監修 中央法規出版 978-4-8058-5799-1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・基本保育シリーズ⑲子育て支援』 2019年

2

3

4

5

科目名称 相談援助演習Ⅲ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS124030（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、児童養護施設等要
保護児童の家庭に対する支援ついての指導を行う。スーパーバイザーの経験を活かし、学生
一人ひとりの専門職としての自己覚知を促す。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ７０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

424－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバス確認）、面接の技法
（１）（ＶＴＲ応用編） 電話相談の技術（90分）

2 面接の技法（２）（ＶＴＲ応用編） 訪問の留意点（90分） 演習の記録と自己覚知（90分）

面接の技術（90分）3 面接の技法（３）（ＶＴＲ応用編） 演習の記録と自己覚知（90分）

演習の記録と自己覚知（90分）高齢者の留意点（90分）高齢者の生活支援（事例とロールプレイ）4

演習の記録と自己覚知（90分）障害者の留意点（90分）障害者の生活支援（事例とロールプレイ）5

演習の記録と自己覚知（90分）地域援助の留意点（90分）地域援助の生活支援（事例とロールプレイ）6

演習の記録と自己覚知（90分）保育所保育指針における保育相談支援（90分）保育相談支援の意義、保育相談支援の基本7

演習の記録と自己覚知（90分）保育相談支援の留意点（90分）保育相談支援の実際（１）保育に関する保護者に対
する指導8

演習の記録と自己覚知（90分）保育相談支援の技術（90分）保育相談支援の実際（２）保護者支援の内容，方法
と技術9

10 保育相談支援の実際（３）計画、記録、評価、カン
ファレンス 支援のプロセスについて（90分） 演習の記録と自己覚知（90分）

演習の記録と自己覚知（90分）保育所の特性とは（90分）児童福祉施設における保育相談支援（１）保育所に
おける保育相談支援の実際11

レポート作成（90分）家庭の変容について（90分）児童福祉施設における保育相談支援（２）保育所に
おける特別な対応を要する家庭への支援12

演習の記録と自己覚知（90分）他機関連携について（90分）児童福祉施設における保育相談支援（３）児童養護
施設等要保護児童の家庭に対する支援13

演習の記録と自己覚知（90分）ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） について
（90分）

児童福祉施設における保育相談支援（４）母子生活
支援施設等における保育相談支援14

事例研究（90分）相談支援の原則について（90分）まとめ15

事例研究（90分）事例研究（90分）課題（レポート）対する解説を行いフィードバック
する16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習の記録と自己覚知（90分）

科目名称 相談援助演習Ⅲ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS124030（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、児童養護施設等要
保護児童の家庭に対する支援ついての指導を行う。スーパーバイザーの経験を活かし、学生
一人ひとりの専門職としての自己覚知を促す。

基本情報

開講時期



権利擁護と法との関係につ
いて理解できなかった。

425－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 978-4-8058-3936-2

概要

履修目標
相談援助と法の関わりについて学ぶとともに，相談援助業務において必要となる成年後見制度等の仕組みと権利擁護活動の実際を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
・憲法，行政法，民法など権利擁護と法との関係について理解できる。
・ソーシャルワーカーに必要な成年後見制度，日常生活自立支援事業等の知識について説明できる。
・権利擁護活動の実際について理解を示すことができる。

授業全体の内容と概要
相談援助業務において必要となる法知識（憲法，民法，行政法など）を学ぶとともに，権利擁護の仕組みとしての成年後見制度や日常生活自立支援事業，成年後見
制度利用支援事業についての知識を習得する。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コメントを
付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・配付資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格科目，精神保健福祉士国家試験受験資格科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

現在の成年後見制度と権利
擁度の問題点を理解できた
。

成年後見制度の内容と権利
擁護の仕組みを理解できた
。

権利擁護に関わる法律の仕
組みについて理解できた。

権利擁護と法との関係につ
いて理解できた。

現状を踏まえわが国の権利
擁護制度に内在する課題に
ついて考察できた。

成年後見制度の趣旨を権利
擁護活動に活かす方法等を
考えることができた。

成年後見制度の仕組みから
権利擁護活動の実際をイメ
ージすることができた。

成年後見制度、日常生活自
立支援事業等について説明
できた。

成年後見制度、日常生活自
立支援事業等について説明
できなかった。

権利擁護活動におけるソー
シャルワーカーの役割につ
いて理解を示すことができ
た。

利用者の能力に応じた権利
擁護活動の実際について関
心を示すことができた。

利用者の能力に応じた成年
後見制度の仕組みについて
理解を示すことができた。

権利擁護活動の実際につい
て理解を示すことが
できた。

成年後見制度の必要性に関
心を寄せることができなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座１９　権利擁護と成年
後見制度[第４版]』

２０１４

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 権利擁護と成年後見制

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112010（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

426－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
相談援助活動と法（1）－相談援助活動において想
定される法律問題

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 相談援助活動と法（2）－憲法の理解 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 相談援助活動と法（3）－行政法の理解 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）相談援助活動と法（4）－民法の理解4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）相談援助活動と法（5）－社会福祉関連法の理解5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）成年後見制度（1）－成年後見・保佐・補助の概要6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）成年後見制度（2）－成年後見等の手続き7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）成年後見制度（3）－任意後見制度8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）成年後見制度（4）－成年後見人等の義務と責任9

10 成年後見制度（5）－成年後見制度の現状と課題 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）日常生活自立支援事業・成年後見制度利用支援事業11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）権利擁護活動にかかわる組織・団体12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）権利擁護活動にかかわる専門家の役割13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）成年後見活動の実際14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）権利擁護活動の実際15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 権利擁護と成年後見制

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112010（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



427－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎演習特講Ⅳ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071050（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

428－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎演習特講Ⅳ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

BAS071050（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容を一つも説明で
きない。

429－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
ソーシャルワークの各領域（高齢、障がい、児童、地域・行政）における職場・職種・ソーシャルワーク技法、及び利用者像を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
ソーシャルワーク各領域における施設・機関・制度・利用者理解・実践課題を理解するとともに、ソーシャルワーク実践に対するイメージを具体化し、相談援助実
習の意義とその目的を認識する。

授業全体の内容と概要
・相談援助実習各領域担当教員による講義
・ソーシャルワークの基礎理論を対象とした講義

授業の方法
開講当初は、1名の教員によるソーシャルワークの基礎理論（クライエント中心理論アプローチ）の講義を行ったのち、相談援助実習各領域（高齢、障がい、児童、
地域・行政）の担当教員が講義形式で3週連続で講義を行う。各講義は板書と配布プリントが中心となるが、教員によってはパワーポイントを使用し、個々の領域の
実践事例の説明をする。また、年間を通してボランティアレポート（４０００字以上）を課題として提出する義務を課す。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的な参加を心掛けること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャ
ルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ソーシャルワーク各領域に
おける職場理解ができてい
る。

ソーシャルワーク各領域に
おける職種理解ができてい
る。

ソーシャルワーク各領域に
おけるソーシャルワーク実
践についての理解ができて
いる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各職場について、
その具体的業務と課題、公
的法制度と利用者について
具体的に説明できる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の職場についてその
特徴と違いを具体的に説明
でき、且つ、根拠となる法
制度について説明できる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政各領域の職場理解に
ついて、具体的に説明でき
、且つ、その特徴と違いを
説明できる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の職場について具体
的に説明できる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域の職種につ
いて、その具体的業務と課
題、公的法制度と利用者に
ついて具体的に説明できる
。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域における職
種いついて、その特徴と違
いを具体的に説明でき、且
つ、根拠となる法制度につ
いて説明できる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域における職
種について具体的に説明で
き、且つその特徴の違いを
説明できる

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域における職
種について説明できる。

左記の内容を何一つ説明で
きない。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域におけるソ
ーシャルワーク実践につい
て、その具体的方法と課題
、公的法制度と利用者の自
立について具体的に説明で
きる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域におけるソ
ーシャルワーク実践につい
て、その特徴と違いを具体
的に説明でき、且つ根拠と
なる法制度について説明で
きる。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域におけるソ
ーシャルワーク実践の特徴
と違いを具体的に説明でき
る。

高齢、障がい、児童、地域
・行政の各領域におけるソ
ーシャルワーク実践につい
て説明できる。

左記の内容を何一つ説明で
きない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習指導Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS122031（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケースワークの実務経験者が現場における実践事例を例示して講義を展
開する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、10回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

430－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 1年時科目の復習（90分）

2 ソーシャルワーク理論講義（クライエント中心理論
アプローチ 1年時科目の復習（90分） 配布プリントの熟読（90分

前回プリントの読み込み（90分）3 高齢者領域①「高齢者施設におけるソーシャルワー
カーの役割と特性」 配布プリントの熟読（90分

配布プリントの熟読（90分前回プリントの読み込み（90分）高齢者領域②「高齢者施設における利用者の特性と
具体的支援方法」4

高齢者領域講義のまとめ（90分）前回プリントの読み込み（90分）高齢者領域③「高齢者施設における多職種と連携し
た支援」5

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）障がい領域①「障がい者設けるソーシャルワーカー
の役割と特性」6

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）障がい領域②「障がい者設ける利用者の特性と具体
的支援方法」7

障がい領域講義のまとめ（90分）前回プリントの読み込み（90分）障がい領域③「障碍者施設における多職種と連携し
た支援」8

布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）児童領域①「児童養護施設におけるソーシャルワー
カーの役割と特性」9

10 児童領域②「児童養護施設における利用者の特性と
具体的支援方法」 前回プリントの読み込み（90分） 布プリントの熟読（90分）

児童領域講義のまとめ（90分）前回プリントの読み込み（90分）児童領域③「児童養護施設における多職種と連携し
た支援」11

配布プリントの熟読（90分前回プリントの読み込み（90分）地域・行政領域①「地域包括支援センターにおける
ソーシャルワーカーの役割と特性」12

配布プリントの熟読（90分前回プリントの読み込み（90分）地域・行政領域②「地域包括支援センターにおける
ソーシャルワーカーの役割と特性」13

地域・行政領域講義のまとめ（90分）前回プリントの読み込み（90分）地域・行政領域③「地域包括支援センターにおける
多職種と連携した支援」14

全体を通しての総復習（2時間）全領域講義を網羅した質問事項の作成（90分）総括15

自己総括（90分）全体を通しての総復習（2時間）定期試験（６０分試験終了後３０分解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今後のスケジュールにおける学習計画の作成（90分
）

科目名称 相談援助実習指導Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS122031（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケースワークの実務経験者が現場における実践事例を例示して講義を展
開する。

基本情報

開講時期



431－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 外国語特講Ⅱ（海外研

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

LIN051030（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 実技 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

432－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 外国語特講Ⅱ（海外研

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

LIN051030（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言しても理解できない。

433－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版

概要

履修目標
人の体の成り立ちやしくみ、さまざまな疾病について、人の成長過程における老化や日常生活との関係を踏まえて理解を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と３．と４．に対応する。

到達目標
社会福祉職に求められる人の成長・発達過程を理解し、人体の機能・構造と病的状態を関連させて説明できる。

授業全体の内容と概要
人体の構造と生理機能を臓器と関連させて学習し、正常と病的状態を比較しながら代表的な疾患や障害について理解する。特に将来致命的となる疾患や注目されて
いる疾患については予防対策も含めて講義を行ない、福祉に必要な知識を身につける。また，ＩＣＦの基本的な考え方やリハビリテーションの概念についても学習
する。

授業の方法
講義形式。テキストの活用を中心とし、板書や配布資料を適宜使い解説を行う。
また、確認のため小試験を課題とし、添削後、返却し解答・解説を行いフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
遅刻しないこと

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

人の成長・発達過程や体の
成り立ち・しくみの理解

各疾病、障がいの概要

疾病予防や健康のとらえ方
、ICFの基本的考え方

人の成長・発達過程や体の
成り立ち・しくみについて
非常に理解できた。

人の成長・発達過程や体の
成り立ち・しくみについて
概ね理解できた。

人の成長・発達過程、人体
について部分的に理解でき
た。

人の成長・発達、人体につ
いて助言により部分的に理
解できた。

各疾病・障がいの概要を人
体の機能・構造と関連させ
詳しく説明できた。

各疾病・障がいの概要を人
体の機能・構造と関連させ
概ね説明できた。

各疾病・障がいの概要、人
体の機能・構造を部分的に
説明できた。

各疾病、障がいの概要を助
言により説明できた。

助言しても説明することが
できない。

疾病予防や健康のとらえ方
、ICFの基本的考え方を詳
細に説明できた。

疾病予防や健康のとらえ方
、ICFの基本的考え方を概
ね説明できた。

疾病予防や健康のとらえ方
、ICFについて部分的に説
明できた。

疾病予防や健康のとらえ方
、ICFの基本的考え方を助
言により説明できた。

助言しても説明することが
できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座１「人体の構造と機能
及び疾病－医学一般」　』

2019

2

3

4

5

1 授業の中で随時案内
する

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 人体の構造と機能及び

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAM112011（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践と看護教育の実務経験を踏まえ、人の成長過程と体のしくみ、その破綻（病気・障
がいなど）の考え方を生活と関連させ学びます。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ２０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

434－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
医学と福祉について 事前に教科書全体に目をとおしておく（９０分）

2 人の成長・発達と老化①
心身の成長発達

教科書の「人の成長発達」について事前に読んでお
く（９０分）

当日の授業で行ったことをノートにまとめておく
（９０分）

教科書の「人の成長発達」について事前に読んでお
く（９０分）3 人の成長・発達と老化②

老化 配布資料を見直し理解しておく（９０分）

配布資料を見直し理解しておく（９０分）教科書の「人の老化」について事前に読んでおく
（９０分）

人の成長・発達と老化②
老年症候群4

当日の授業で行ったことを復習しておく（９０分）教科書の「人の心身機能」について事前に読んでお
く（９０分）

身体構造と心身機能の概要①
（骨・筋肉・消化器・循環器）5

当日の授業で行ったことを復習しておく（９０分）教科書の「人の心身機能」について事前に読んでお
く（９０分）

身体構造と心身機能の概要②
（呼吸器・血液・リンパ・泌尿器・生殖器）6

前半の授業内容を復習しておく（９０分）教科書の「人の心身機能」について事前に読んでお
く（９０分）

身体構造と心身機能の概要③
（脳・脊髄・神経）7

問題を見直し自己採点しておく（９０分）前半の授業・資料・ノートを見直しテストに臨むこ
と（９０分）前半のまとめと学習到達度の確認テスト8

返却テスト結果と授業で行ったことを見直し整理し
ておく（９０分）

教科書の「各疾病」について事前に読んでおく
（９０分）

疾病の概要①
悪性腫瘍・脳血管疾患・心疾患・高血圧症・呼吸器
疾患

9

10 疾病の概要②
腎疾患・泌尿器疾患・骨関節疾患・感染症・難病

教科書の「各疾病」について事前に読んでおく
（９０分） 当日の授業で行ったことを復習しておく（９０分）

当日の授業で行ったことをノートにまとめておく
（９０分）

教科書の「健康」について事前に読んでおく（９０
分）疾病の概要③（生活習慣病と健康のとらえ方）11

配布資料を見直しノート整理しておく（９０分）教科書の「ＩＣＦ」について事前に読んでおく
（９０分）

障害の概要①
ＩＣＦの基本的考え方12

当日の授業で行ったことを復習しておく（９０分）教科書の「障害の概要」について事前に読んでおく
（９０分）

障害の概要②
各障害13

配布資料を見直しノート整理しておく（９０分）教科書の「リハビリテーションの概要」について事
前に読んでおく（９０分）リハビリテーションの概念14

提案した福祉課題に今後も取り組んでいく（９０分
）

これまで授業で行ったことを振り返り準備してくる
（９０分）総括と今後の課題15

試験及び解説を受けて講義全体の理解を深めること
（９０分）

講義を通して質問事項をまとめておくこと（９０分
）定期試験６０分終了後、残り３０分間で解説する。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

当日の授業で行ったことをノートにまとめておく
（９０分）

科目名称 人体の構造と機能及び

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

BAM112011（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践と看護教育の実務経験を踏まえ、人の成長過程と体のしくみ、その破綻（病気・障
がいなど）の考え方を生活と関連させ学びます。

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

435－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
ソーシャルワーク各領域の外部講師の講義を聴講し、実践現場の職場・職種・ソーシャルワーク技法についての具体的方法を学び、次年度の実践現場における実習
指導に備えて、実習領域を絞り込み、その領域の実践内容をイメージングする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤP＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
次年度の相談援助実習に向けて希望実習領域を明確にし、その領域の施設・機関・制度・利用者・地域社会・関連職種について理解する。併せて相談援助実習の意
義と実習での学習目標を明確にする

授業全体の内容と概要
・相談援助実習各領域担当教員のグループ（20人以下）に分かれて少人数講義
・外部講師を招いての現場実践講義
・相談援助実習を終えた学生による実習体験報告会
以上3点から講義を構成する。

授業の方法
各領域担当教員から説明がある。質問等は各担当教員が随時対応し、フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
外部講師の功を中心に、高齢、障がい、児童、地域・行政の各領域のグループに分かれて講義を行う。外部講師の講義はパワーポイントを使った実践現場の事例紹
介が主であり、領域に分かれた講義ではグループディスカッションが中心となる。また、年間を通してボランティアレポート（４０００字以上）の提出を課題とす
る。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課
程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

外部講師の講義を聴講し、
実践現場の課題、利用者像
、具体的なソーシャルワー
ク技法を理解する。

次年度の実習領域を絞り込
み、その領域の実習課題を
明確にする。

ジェネリックソーシャルワ
ークの概念を理解し、本講
義の内容から、その具体的
要因を抽出できる。

外部講師の講義内容に出て
くる実践現場の課題、利用
者、ＳＷ技法について具体
的に説明でき、それを地域
社会との課題と結び付け説
明でき、さらに、社会福祉
制度の課題としてマクロに
説明でき、且つ、次年度の
現場実習の希望領域の実習
課題として昇華できる。

外部講師の講義内容に出て
くる実践現場の課題、利用
者、ＳＷ技法について具体
的に説明でき、それを地域
社会との課題と結び付け説
明でき、さらに、社会福祉
制度の課題としてマクロに
説明できる。

外部講師の講義内容に出て
くる実践現場の課題、利用
者、ＳＷ技法について具体
的に説明でき、それを地域
社会との課題と結び付け説
明できる。

外部講師の講義内容に出て
くる実践現場の課題、利用
者、ＳＷ技法について説明
できる。

次年度の実習領域を明確に
し、実習に必要な知識（法
的制度、利用者像、具体的
ＳＷ技法）について説明で
き、且つ、自分の実習課題
を明確化し、これまで学ん
だ各領域の共通項を抽出で
き、実習課題に昇華してい
る。

次年度の実習領域を明確に
し、実習に必要な知識（法
的制度、利用者像、具体的
ＳＷ技法）について説明で
き、且つ、自分の実習課題
を明確化している。

次年度の実習領域を明確に
し、実習に必要な知識（法
的制度、利用者像、具体的
ＳＷ技法）について説明で
き、且つ、自分の実習課題
を明確化し、実習領域の職
場・職種・ソーシャルワー
クについて説明できる。

次年度の実習領域を明確に
し、実習に臨む目的と課題
を具体的に説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

ジェネリックソーシャルワ
ークの概念を説明でき、自
分が選択した講義領域と、
外部講師の講義から、その
内容を抽出でき、且つ、次
年度の実習課題として昇華
している。

ジェネリックソーシャルワ
ークの概念を説明でき、自
分が選択した講義領域と外
部講師の講義内容からその
要因を抽出できる。

ジェネリックソーシャルワ
ークの概念を説明でき、自
分が選択した講義領域の中
からその要因を抽出できる
。

ジェネリックソーシャルワ
ークの概念を説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習指導Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS122032（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉現場における実践経験のあるソーシャルワーカーが、その経験を活かして、実践現
場における今日的課題と、それと向き合い、解決する方法を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の最低出席回数10回をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

436－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びグループ分け
シラバスの説明 前期科目の復習（90分）

2 外部講師実践講義①「児童養護施設におけるソーシ
ャルワーク実践」 児童養護施設についての復習（90分） 配布プリントの熟読（90分）

高齢者施設についての復習（90分）3 外部講師実践講義②「高齢者施設におけるソーシャ
ルワーク実践」 配布プリントの熟読（90分）

配布プリントの熟読（90分）選択領域グループの学習（90分）グループ講義第1クール①「障害・高齢者・児童・
地域行政機関における各機関の特色」4

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）
グループ講義第1クール②「障害・高齢者・児童・
地域行政分野における利用者の具体的ニーズと支援
」

5

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）グループ講義第1クール③「障害・高齢者・児童・
地域行政分野におけるソーシャルワークの展開」6

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）グループ講義第1クール④「障害・高齢者・児童・
地域行政分野における多職種機関との連携」7

実習希望領域の決定（90分）希望領域報告者に対する質問事項の決定（90分）実習体験報告会8

配布プリントの熟読（90分）選択グループの学習（90分）グループ講義第２クール①「障害・高齢者・児童・
地域行政分野における各機関の特色」9

10
グループ講義第2クール②「障害・高齢者・児童・
地域行政分野における利用者の具体的ニーズと支援
」

前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの熟読（90分）

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）グループ講義第2クール③「障害・高齢者・児童・
地域行政分野におけるソーシャルワークの展開」11

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）グループ講義第2クール④「障害・高齢者・児童・
地域行政分野における多職種機関との連携」12

配布プリントの熟読（90分）希望領域に関する自主学習（90分）実習希望領域に絞ったグループ学習①13

配布プリントの熟読（90分）希望領域に関する自主学習（90分）実習希望領域に絞ったグループ学習②14

配布プリントの熟読（90分）希望領域に関する自主学習（90分）実習希望領域に絞ったグループ学習③15

自己総括（90分）全体を通しての総復習（90分）定期試験（６０分試験終了後３０分解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

希望グループの決定（90分）

科目名称 相談援助実習指導Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS122032（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉現場における実践経験のあるソーシャルワーカーが、その経験を活かして、実践現
場における今日的課題と、それと向き合い、解決する方法を講義する。

基本情報

開講時期



授業で配布された資料を整
理できていない。

437－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養を身につけるために「社会と歴史」を幅広く学ぶための科目であり、歴史研究の諸問題を考えることをテーマとし、歴史資料へのアクセス方法を学び、歴史的
な見方を養うとともに、その重要性を知る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
１．歴史資料にアクセスする方法を身につけるとともに、それぞれのテーマに沿った資料を提示することができる。
２．多くの資料を比較検討して、史料に基づいて歴史的事象についての考察を行うことができる。
３．自分の考察を、定められた枠組みに基づいて記述し、適切に表現できる。

授業全体の内容と概要
１．資料に基づく歴史学の研究方法を知る。
２．教科書的な見方からいったん離れ、異なる視点から日本史に接近する。
３．多様な歴史の見方を概観し対比したうえで、自分なりの考えを得て、表現する。

授業の方法
授業は毎回資料を配布し（DVDの視聴なども含む）解説する講義形式で行う。受講者には毎回講義に対する意見、疑問などの小文を書いて提出してもらい、次回にそ
れに対するコメントを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回配布する資料をしっかりと読み、自分なりに整理、理解したうえで、次回の授業に臨むこと。また毎回の小文提出を持って出席に代える。私語厳禁。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

資料の取り扱い

テーマに基づく考察

テーマに沿った考察の表現

授業で配布された資料を整
理し、自分で文献や資料を
広く入手するとともに、テ
ーマに沿って適切に提示で
きている。

授業で配布された資料を整
理し、自分で文献や資料を
図書館のみならず、インタ
ーネットなども使って広く
入手して提示できている。

授業で配布された資料を整
理し、自分で文献や資料を
図書館などで入手して提示
できている。

授業で配布された資料を整
理している。

テーマに沿って、資料を取
捨選択して提示し、複数の
観点から分析を行ったうえ
で、考察がなされている。

テーマに沿って、資料を取
捨選択して提示し、批判的
な分析を行ったうえで、考
察がなされている。

テーマに沿って、資料を取
捨選択して、適切な考察が
なされている。

テーマに沿い、資料を提示
しての考察がなされている
。

テーマに沿い、資料を提示
しての考察がなされていな
い。

指示された枠組みに基づい
て記述がなされ、資料の提
示、記述なども工夫されて
いるとともに、今後の課題
なども提示できている。

指示された枠組みに基づい
て記述がなされ、資料の提
示も適切で、説得力があり
、また記述も工夫されて分
かりやすいものとなってい
る。

指示された枠組みに基づい
て記述がなされ、資料の提
示も適切で、その記述が説
得力のあるものとなってい
る。

指示された枠組みに基づい
て記述されている。

指示された枠組みに基づく
記述がなされていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 日本の歴史

共通教育科目科目分類区分

牧之内　友（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

HIS021009（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）牧之内　友 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

438－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　
シラバスの説明

シラバスを熟読し、本講義について理解する（90分
）

2 日本の近代化と軍隊１　明治維新と国民皆兵 学習内容に関連する事柄について調べる（90分）資料およびノートをまとめる（90分）

学習内容に関連する事柄について調べる（90分）3 日本の近代化と軍隊２　徴兵の実態 資料およびノートをまとめる（90分）

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）日本の近代化と軍隊３　軍隊生活の経験4

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）日清戦争5

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）日露戦争6

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）第一次世界大戦と大正時代１　大戦への参戦7

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）第一次世界大戦と大正時代２　デモクラシーと軍隊8

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）第一次世界大戦と大正時代３　戦間期の軍隊9

10 アジア・太平洋戦争１　満洲事変 学習内容に関連する事柄について調べる（90分）資料およびノートをまとめる（90分）

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）アジア・太平洋戦争２　日中戦争11

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）アジア・太平洋戦争３　太平洋戦争12

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）アジア・太平洋戦争４　敗戦まで13

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）戦後日本と戦争の記憶１　敗戦後の国民14

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）戦後日本と戦争の記憶２　現代にいたる記憶15

資料およびノートをまとめる（90分）学習内容に関連する事柄について調べる（90分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

説明内容を確認しまと
める（90分）

科目名称 日本の歴史

共通教育科目科目分類区分

牧之内　友（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

HIS021009（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）牧之内　友 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



基本的な事項が身について
いない。

439－ －

ルーブリック

評価項目

1 佐藤　政光　他 第三書房 978-4-8086-0652-7

概要

履修目標
大学の授業内容を理解し、課せられたレポートを作成する際に困ることのない日本語の能力を身につける。母国と日本を比較し、伝えることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
正確な漢字を使い、新たに学んだ表現を取り入れた文章を記述することができる。自分の意見、感想を述べることができる。

授業全体の内容と概要
テーマに沿った語彙や重要表現を学び、読解、記述、発信、会話等の練習を通して日本語の能力を高める。

授業の方法
講義形式で、まず、教科書の文章を黙読しながら作文に使われる重要表現を見つける。その後音読し、様々な練習問題を解きながら日本語の力を伸ばしていく。ま
た、教科書に出てきた漢字の書き取りテストを学期内に６回実施する。これは、できるだけ早く採点し、返却する。練習問題でミスのある箇所については、少人数
クラスであれば個々に対応が可能だが、必要があれば板書によってクラス全体に注意を促す。提出された作文は添削し、返却する。設定されたテーマについてディ
スカッションを行い、話す機会、他の人の意見を聞く機会も設ける。最後に、授業内容の重要な点の理解度を期末テストで確認し、解説する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教科書とノートを必ず持参すること。予習、漢字練習、新しい語彙の復習をすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

作文技術の習得度

日本文の音読・練習問題へ
の取り組み

日本語作文の内容

授業の範囲を超え、関連事
項への興味があった。また
、自分から発信する意欲が
見られる。

授業内容をほぼ理解してい
る。

基本的な事項の理解はでき
ていたが、より複雑な事項
になると不安がある。

基本的な事項のみ理解でき
ている。

積極的に参加し、授業の進
行に貢献していた。

説明をよく聞き、練習問題
にも真剣に取り組んだ。ミ
スを指摘された際、自分で
訂正することができ、向上
が認められた。

練習問題に真剣に取り組ん
だ。

自分の力で書くことをあき
らめてしまっていたが、模
範文を聞いた後に理解しよ
うとする努力がみられた。

授業中の活動に集中できな
かった。

学んだ表現を適切に使った
文章を書くことができる。
漢字も正確である。

わずかにミスがみられるも
のの、学んだ表現を使った
文章を書くことができる。

漢字や助詞などにミスはあ
るが、自分の考えが伝わる
文章が書ける。

添削箇所は多いが、努力は
認められる。

与えられたテーマで文章を
書くことができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『にほんご作文の方法〈改訂版〉』 2002年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『国語辞典』

2

3

4

5

科目名称 日本語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

JLN051031（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

２０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

440－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
物の形・状態・場所

教科書p.2～5
予習(９０分）

2 記述問題
句読法（１）

教科書p.6～7
予習(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.8～10
予習(９０分）3 物事の前後関係 授業内容復習

(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.11～12
予習(９０分）

記述問題
句読法（２）4

授業内容復習
(９０分）

教科書p.13～15
予習(９０分）物事の仕組み・手順・方法（１）5

授業内容復習
(９０分）

教科書p.16～17
予習 (９０分）

記述問題
句読法（３）6

授業内容復習
(９０分）

教科書p.18～19
予習(９０分）物事の因果関係（１）7

授業内容復習
(９０分）教科書p.20～21　予習(９０分）記述問題

句読法（４）8

授業内容復習
(９０分）

教科書p.22～24
予習(９０分）行為の理由・目的（１）9

10
記述問題
句読法（５）
原稿用紙の使い方・作文

教科書p.25～27
予習(９０分）

授業内容復習
(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.28～30
予習(９０分）共通点・類似点・相違点（１）11

授業内容復習
(９０分）

教科書p.31
予習(９０分）意見交換・作文12

授業内容復習
(９０分）

教科書p.32～34
予習(９０分）伝聞・引用13

授業内容復習
(９０分）

教科書p.35～37
予習(９０分）

記述問題
いろいろな記号の使い方14

授業内容復習
(９０分）

教科書p.38～41
予習(９０分）意見述べ15

期末試験内容復習
(９０分）

期末試験準備
(９０分）期末試験（６０分）・解説(３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容復習
(９０分）

科目名称 日本語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

JLN051031（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズについて、理解で
きていない。

441－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会
編集

中央法規出版 978-4-8058-5809-7

概要

履修目標
「児童から子どもへ」「児童福祉から子ども家庭福祉へ」と概念の転換が図られた背景を理解しながら、子ども家庭福祉の理念、その法体系やサービス体系、援助
活動の現状や課題について総合的に理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①子どもや家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、ニーズについての理解ができる。
②子ども家庭福祉制度の発展過程と子どもの権利についての理解ができる。
③相談援助活動で必要となる子ども家庭福祉制度や他の法制度の理解ができる。

授業全体の内容と概要
①子どもや家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、ニーズについて。
②子ども家庭福祉制度の発展過程と子どもの権利について。
③相談援助活動において必要となる子ども家庭福祉制度や他の法制度について。

授業の方法
板書やテキスト、配布資料を活用しながら説明を行う。講義中、テーマを提示し思考・考察、小グループによる意見交換・討論、発表の場面を設定する。毎回、講
義開始時に前回の講義に関する質問事項や理解不足に対する点に対してフィードバックを行う。定期試験・レポートについても解説によるフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．次回の講義でフィードバックを行うので、受講カードにその日の講義の理解についての記述を求める。
２．次の３点を考えながら受講すること。
①大人として子どもとどのように向き合うべきか。
②親としてどのようなサービスが活用できるか。
③子どもとその家族の支援者になるためにどのような努力が必要かの3点を考えながら受講すること。
３．レポート課題は、「子どもと家庭に係わるニュース（新聞・インターネット配信記事等）」を10収集し、それぞれに対して400字程度のコメントをつけたものと
し、11回目の授業で提出を求める。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズ

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度

子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズについて理解する
ことで、「児童福祉から子
ども家庭福祉へ」と概念の
転換が図られた背景につい
て、理解を深めている。

子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズについて理解する
ことで、「児童福祉から子
ども家庭福祉へ」と概念の
転換が図られた背景につい
て、ほぼ理解できている。

子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズについて理解し、
「児童福祉から子ども家庭
福祉へ」と概念の転換が図
られた背景について、ある
程度イメージできている。

子どもや家庭の生活実態と
これを取り巻く社会情勢及
びニーズについて、理解で
きている。

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利につい
て理解することで、「児童
から子どもへ」と概念の転
換が図られた背景について
、理解を深めている。

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利につい
て理解することで、「児童
から子どもへ」と概念の転
換が図られた背景について
、ほぼ理解できている。

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利につい
て理解し、「児童から子ど
もへ」と概念の転換が図ら
れた背景について、ある程
度イメージできている。

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利につい
て、理解できている。

子ども家庭福祉制度の発展
過程と子どもの権利につい
て、理解できていない。

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度、評価項目1及び2に
ついて理解することで、子
ども家庭福祉の現状や課題
について、総合的な理解を
深めている。

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度、評価項目1及び2に
ついて理解することで、子
ども家庭福祉の現状や課題
について、ほぼ総合的に理
解できている。

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度、評価項目1及び2に
ついて理解することで、子
ども家庭福祉の現状や課題
について、ある程度イメー
ジできている。

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度について、理解でき
ている。

相談援助活動で必要となる
子ども家庭福祉制度や他の
法制度について、理解でき
ていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座15児童や家庭に対する
支援と児童・家庭福祉制度 第7版』

2019年

2

3

4

5

1 授業の中で関連する
ものを紹介してい

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 児童・家庭に対する支

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112012（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、社会的養護サービ
スや施設ケア、苦情解決と権利擁護のあり方について講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４５％ ４０％ ０％ ０％ １５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

442－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバス確認を含む） テキスト学習　第1章第2節（90分）

2 少子高齢社会と次世代育成支援 テキスト学習　第3章第1節（90分） ノート整理、レポート作成（90分）

テキスト学習　第2章第1節・第2節、第4章第1節
（90分）3 現代社会と子ども家庭の問題 ノート整理、レポート作成（90分）

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第1章第1節・第3節（90分）子ども家庭福祉の理念と権利保障4

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第1章第4節（90分）児童福祉の発展5

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第3章第2節・第3節・第4節（90分）子ども家庭福祉の法体系と実施体制及び財政6

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第3章第5節、第4章4節・第5節・第6
節（90分）子ども家庭福祉の専門職7

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第3章第6節（90分）苦情解決と権利擁護8

ノート整理、レポート作成（90分）テキスト学習　第4章第2節・第3節・（90分）子ども家庭にかかわる福祉・保健9

10 子ども虐待対策と子どもの社会的養護サービス テキスト学習　第4章第8節・第9節・第10節（90分
） ノート整理、レポート作成（90分）

ノート整理、文献学習（90分）テキスト学習　第4章第7節・第11節（90分）子どもと家庭にかかわる女性福祉11

ノート整理、文献学習（90分）テキスト学習　第5章第1節（90分）子ども家庭への相談援助活動12

ノート整理、文献学習（90分）テキスト学習　第5章第2節（90分）施設ケアと子ども家庭福祉援助活動13

ノート整理、文献学習（90分）テキスト学習　第5章第3節（90分）地域援助活動とネットワーク14

ノート整理、疑問点の解消（90分）文献学習（90分）全体のまとめ及びレポートに対するフィードバック
（解説）を行う15

文献学習（90分）試験に向けた学習（90分）定期試験（60分）、終了後、解説による試験のフィ
ードバック（30分）を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理、レポート作成（90分）

科目名称 児童・家庭に対する支

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112012（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員（ソーシャルワーカー）としての経験を活かし、社会的養護サービ
スや施設ケア、苦情解決と権利擁護のあり方について講義を行う。

基本情報

開講時期



443－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082062（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

444－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082062（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

445－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
ソーシャルワーク各領域（高齢、障がい、児童、地域・行政）の現場実習を通じて、ソーシャルワーク各領域における利用者理解、現場理解、職種理解、他職種・
他機関との連携、地域における共生、今後の社会福祉行政の課題について学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
専門知識、相談援助技術及び関連知識を実際に活用し、福祉ニーズを抱える人々に対する相談援助業務に必要となる資質、技術、倫理、課題把握能力など、総合的
なジェネリックソーシャルワークに対応できる能力を習得する。相談援助実習の事前訪問を含め、個別の実習計画を作成する。

授業全体の内容と概要
2年次において「相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ」及び「相談援助演習Ⅰ・Ⅱ」の単位を修得し、実習生としてふさわしい態度と意欲のある学生（面接を行う）に対し、「
相談援助実習指導Ⅲ・Ⅳ」及び「相談援助実習」は開講される。「相談援助実習指導Ⅲ・Ⅳ」と「相談援助実習」は3つの授業に分かれているが、一体のものと理解
すべきである。「相談援助実習指導Ⅲ」は事前指導、「相談援助実習」は現場実習、「相談援助実習指導Ⅳ」は事後学習と考える。

授業の方法
高齢、障がい、児童、地域・行政の各々の実習領域に分かれて授業を展開する。授業内容は担当教員に一任されているが、各領域の職場・職種・ソーシャルワーク
についての事例・法規・制度が中心となり、使用する教材は各教員が用意する。年間を通しての課題として実習終了後のレポート提出、報告書の提出課題を義務付
ける。学生の要望・課題には、可能な範囲で随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各領域実習担当教員の指示を厳守すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーク資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

事前学習における各領域の
利用者理解ができている。

事前学習における実習領域
の関係法規と制度の特徴が
理解できている。

実習領域における具体的ソ
ーシャルワーク技法を理解
している。

実習領域の利用者の特性を
説明でき、個々の利用者の
自己実現に必要なＳＷの視
点と連携について説明でき
る。

実習領域の利用者の特性を
説明でき、個々の利用者の
自己実現の視点を説明でき
る。

実習領域の利用者の特性に
ついて説明でき、且つ、そ
れに必要なＳＷの視点を説
明できる。

実習領域の利用者の特性に
ついて説明できる。

実習領域の関連法規と制度
の特徴を説明でき、且つ、
地域行政との関連をも説明
できる。

実習領域の関連法規の特徴
、及び関連制度について説
明できる。

実習領域の関連法規と制度
の関係を説明できる。

実習領域の関連法規を説明
できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

実習領域におけるソーシャ
ルワークの具体的技法を説
明でき、それを実習中にど
のように活用するかを説明
でき、且つ、自分の実習計
画に昇華できる。

実習領域におけるソーシャ
ルワークの具体的技法（面
接、記録、コミュニケーシ
ョン、他職種連携、地域連
携）が説明できる。

実習領域におけるソーシャ
ルワークの具体的技法を説
明でき、それを実習中にど
のように活用するかを説明
できる。

実習領域におけるソーシャ
ルワーク技法のうち、利用
者と具体的にかかわる技法
を説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習指導Ⅲ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS123033（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験がある教員が実践現場の具体的事例を踏まえなが
ら事前・事中・事後の実習指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ３０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

446－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明と事前学習（利用者理解①） ２年時の講義の復習（９０分）

2 事前学習（利用者理解②） 前回プリントの読み込み（９０分） 前回プリントの読み込み（９０分）

前回プリントの読み込み（９０分）3 事前学習（利用者理解③） 前回プリントの読み込み（９０分）

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（関連法規・制度理解①）4

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（関連法規・制度理解②）5

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（関連法規・制度理解③）6

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（ソーシャルワーク技法①）7

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（ソーシャルワーク技法②）8

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（ソーシャルワーク技法③）9

10 事前学習（他職種・他機関連携①） 前回プリントの読み込み（９０分） 前回プリントの読み込み（９０分）

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（他職種・他機関連携②）11

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（他職種・他機関連携③）12

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（地域連携①）13

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（地域連携②）14

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事前学習（地域連携③）15

前回プリントの読み込み（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）実習計画作成と修正16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布プリントの読み込み（９０分）

科目名称 相談援助実習指導Ⅲ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS123033（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験がある教員が実践現場の具体的事例を踏まえなが
ら事前・事中・事後の実習指導を行う。

基本情報

開講時期



基本的な事項が身について
いない。

447－ －

ルーブリック

評価項目

1 佐藤　政光　他 第三書房 978-4-8086-0652-7

概要

履修目標
大学の授業内容を理解し、課せられたレポートを作成する際に困ることのない日本語の能力を身につける。母国と日本を比較し、伝えることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
正確な漢字を使い、新たに学んだ表現を取り入れた文章を記述することができる。自分の意見、感想を述べることができる。

授業全体の内容と概要
テーマに沿った語彙や重要表現を学び、読解、記述、発信、会話等の練習を通して日本語の能力を高める。

授業の方法
講義形式で、まず、文章を黙読しながら重要表現を見つける。その後、音読、様々な練習問題を解きながら日本語の力を伸ばしていく。また、教科書に出てきた漢
字の書き取りテストを学期内に６回実施する。これは、できるだけ早く採点し、返却する。練習問題でミスのある箇所については、少人数クラスであれば個々に対
応が可能だが、必要があれば板書によってクラス全体に注意を促す。提出された作文は添削し、返却する。設定されたテーマについてディスカッションを行い、話
す機会、他の人の意見を聞く機会も設ける。最後に、授業内容の重要な点の理解度を期末テストで確認し、解説する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教科書とノートを必ず持参すること。予習、漢字練習、新しい語彙の復習をすること。前期開講「日本語Ⅰ」からの継続のため、「日本語Ⅰ」を履修済みであるこ
とが望ましい。教科書も同じものを使用する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

作文技術の習得度

日本文の音読・練習問題へ
の取り組み

日本語作文の内容

授業の範囲を超え、関連事
項への興味があった。また
、自分から発信する意欲が
見られる。

授業内容をほぼ理解してい
る。

基本的な事項の理解はでき
ていたが、より複雑な事項
になると不安がある。

基本的な事項のみ理解でき
ている。

積極的に参加し、授業の進
行に貢献していた。

説明をよく聞き、練習問題
にも真剣に取り組んだ。ミ
スを指摘された際、自分で
訂正することができ、向上
が認められた。

練習問題に真剣に取り組ん
だ。

自分の力で書くことをあき
らめてしまっていたが、模
範文を聞いた後に理解しよ
うとする努力がみられた。

授業中の活動に集中できな
かった。

学んだ表現を適切に使った
文章を書くことができる。
漢字も正確である。

わずかにミスがみられるも
のの、学んだ表現を使った
文章を書くことができる。

漢字や助詞などにミスはあ
るが、自分の考えが伝わる
文章が書ける。

添削箇所は多いが、努力は
認められる。

与えられたテーマで文章を
書くことができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『にほんご作文の方法〈改訂版〉』 2002年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『国語辞典』

2

3

4

5

科目名称 日本語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

JLN051032（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

２０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

448－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
物事の変化・推移・過程

教科書p.43～44
予習(９０分）

2 記述問題
手紙

教科書p.45～46
予習(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.47
予習(９０分）3 小泉八雲の作品紹介 授業内容復習

(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.47
予習(９０分）

記述問題
作文4

授業内容復習
(９０分）

教科書p.48～50
予習(９０分）物事の仕組み・手順・方法（２）5

授業内容復習
(９０分）

教科書p.51～52
予習 (９０分）

記述問題
ルールの説明6

授業内容復習
(９０分）

教科書p.54～55
予習(９０分）

物事の因果関係（２）
新聞記事7

授業内容復習
(９０分）教科書p.56～58　予習(９０分）記述問題8

授業内容復習
(９０分）

教科書p.59～61
予習(９０分）行為の理由・目的（２）9

10 記述問題 教科書p.62～63
予習(９０分）

授業内容復習
(９０分）

授業内容復習
(９０分）

教科書p.64～66
予習(９０分）共通点・類似点・相違点（２）11

授業内容復習
(９０分）

教科書p.67
予習(９０分）意見交換・作文12

授業内容復習
(９０分）

教科書p.68～72
予習(９０分）具体的事実から全体的特徴をつかむ13

授業内容復習
(９０分）

教科書p.73～78
習(９０分）賛成意見・反対意見14

授業内容復習
(９０分）

教科書p.79～84
予習(９０分）文章の要約15

期末試験内容復習
(９０分）

期末試験準備
(９０分）期末試験（６０分）・解説(３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業内容復習
(９０分）

科目名称 日本語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

石田　暁子（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

JLN051032（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石田　暁子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言があっても理解できな
い。

449－ －

ルーブリック

評価項目

1 荘村明彦 中央法規出版 9784804858073

概要

履修目標
高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢・福祉・介護需要について理解を深める。又、これらに関連する様々な制度についても理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．に対応する。

到達目標
高齢者福祉サービスを必要とする利用者を理解し、関する諸制度やサービスの知識を会得する。

授業全体の内容と概要
高齢者支援の基盤となる理念・高齢者福祉に関する諸制度及び専門職とのネットワークについて学ぶ。

授業の方法
①教科書に沿って講義形式で展開していく。講義の際には随時質問を行うので答えること。
②授業内で小試験と定期試験を行い、返却し解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
３０分以上の遅刻は欠席とする。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

高齢者の特性を理解できる
。

高齢者保健福祉の発展につ
いて理解できる。

高齢者支援に関する法や制
度の理解ができる。

環境との関連性を含め総合
的に理解ができる。

概要を理解できる。 助言があれば理解できる。 一部助言があれば理解でき
る。

各々の時代の社会情勢と連
動しながら理解できる。

時代の流れに沿って理解で
きる。

助言があれば理解できる。 一部助言があれば理解でき
る。

助言があっても理解できな
い。

法や制度を理解した上で、
各々の課題について意見を
持つことができる。

法や制度の概要について理
解できる。

助言があれば理解できる。 一部助言があれば理解でき
る。

助言があっても理解できな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『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　』

2019

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 高齢者に対する支援と

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112013（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、高齢者福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上の出席が必要。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ２０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

450－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢

新聞やインターネットで高齢者福祉に関する記事を
読む。（９０分）

2 高齢者の特性①
身体的特性

次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）3 高齢者の特性②

精神的特性・社会的特性 ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）高齢者福祉の発展と法体系4

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）高齢者支援の関係法規5

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護保険制度の理念と目的6

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護保険制度の全体像7

小試験の間違えている部分を中心に復習をする。
（９０分）

８回で小試験を行うので１回から７回までを復習す
る。（９０分）

中間まとめ（６０分の小試験終了後、３０分解説を
行う）8

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）　介護保険財政9

10 　要介護認定の仕組みとプロセス 次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

介護保険の給付①
（介護給付、予防給付、市町村特別給付）11

ノートを整理する。（９０分）　次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

介護保険の給付②
（指定サービス、特例サービス）12

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護報酬13

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）地域支援事業と介護保険事業計画14

ノートを整理する。（９０分）次回の授業範囲に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）サービスの質を確保するための仕組み15

試験で間違えた部分を中心に復習をする。新聞で高
齢者福祉関係の記事に目を通し、教科書、ノートで
振り返り理解を深める（９０分）

定期試験に向け復習する。（９０分）定期試験（６０分の試験終了後、３０分解説を行う
）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理する。（９０分）

科目名称 高齢者に対する支援と

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112013（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、高齢者福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期



451－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082063（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

452－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅡ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082063（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

453－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
各領域の相談援助実習を終了した後、実習中の振り返り（利用者との関り、他職種・他機関連携、地域連携）を行うことによって、実習中の行為がＳＷ実践の具体
的技法とどのようの関連するか、ＳＷ諸理論とどのように関連するか、あるいは逸脱しているかを理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
専門職として求められる資質、専門的知識・技術、倫理、自己に求められる問題把握など、総合的に対応できる能力を習得する。さらに、現場実習での具体的援助
経験を、専門性を踏まえて概念化し理論化できる能力を習得する。

授業全体の内容と概要
「相談援助実習Ⅲ・Ⅳ」と「相談援助実習」は3つの授業に分かれているが、1対のものと理解すべきである。「相談援助実習指導Ⅲ」は事前指導、「相談援助実習
」は現場実習、「相談援助実習指導Ⅳ」は事後指導と考える。「相談援助実習」での課題への取り組みを振り返り、それをレポートおよび報告書にまとめる。また
「相談援助実習指導Ⅳ」の最終講義において「相談援助実習」の報告（各領域1名程度）、「相談援助実習指導Ⅱ」（2年生向け）での報告会（各領域から1名程度）
を行う。

授業の方法
高齢、障がい、児童、地域・行政の各実習領域に分かれ、各々の担当教員が講義を行う。講義方法は各担当教員に一任されているが、各領域の制度、法規、実践事
例、そして実習後の振り返りをメインに行う。講義資料は各担当教員が用意するが、実習後の振り返りについては学生自身が発表者になりプレゼンを行う（方法に
ついては担当教員に一任されるが、最低限レジメの配布は行うこと）。年間を通して実習終了後のレポート、報告書の提出を課題として義務付けている。学生から
の要望・課題については、可能な範囲で随時対応していく。

アクティブラーニングの実施方法

◯ プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

◯ ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各領域担当教員の指示に従うこと。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課
程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

実習中の利用者との関りを
ＳＷ理論・技法と位置付け
て説明できる。

実習中の他職種・他機関連
携をＳＷ理論・技法と位置
付けて説明できる。

実習中の地域連携について
ＳＷ理論・技法と位置付け
て説明できる。

実習中の利用者とのコミュ
ニケーション場面における
成功事例と失敗事例を振り
返り、それを具体的論で説
明でき、且つ、具体的技法
との関連を説明できる。

実習中の利用者とのコミュ
ニケーション場面における
成功事例と失敗事例を振り
返り、その各々の場面を通
しての自己覚知ができる。

実習中の利用者とのコミュ
ニケーション場面における
成功事例と、失敗事例を振
り返り、それを具体的理論
によって説明できる。

実習中の利用者とのコミュ
ニケーション場面における
成功事例を振り返り、それ
を具体的理論で説明できる
。

実習中の他職種・他機関連
携について具体的なＳＷ理
論と結び付けて説明でき、
且つ、ジェネリックソーシ
ャルワークの視点から普遍
的なＳＷ理論に昇華できる
。

実習中の他職種・他機関連
携を全て説明でき、実習の
領域の特性と合わせて説明
できる。

実習中の他職種・他機関連
携について、どんな職種・
機関と連携したかを説明で
きる。

実習中の他職種・他機関連
携について具体的なＳＷ理
論と結び付けて説明できる
。

左記の内容が何一つできて
いない。

実習中の地域連携について
説明でき、その具体的業務
をＳＷ理論を用いて説明で
き、且つ、地域ネットワー
ク構築の特徴を考察できる
。

実習中の地域連携について
説明でき、具体的にどんな
機関と連携し、どのような
ＳＷ実践を行ったかを説明
できる。

実習中の地域連携について
説明でき、その具体的な業
務内容をＳＷ理論を用いて
説明できる。

実習中の地域連携について
、どんな機関と連携したか
を説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習指導Ⅳ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS123034（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験のある教員が、実践現場における事例を参照しな
がら、現場実習の事後指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の最低出席回数１０回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ０％ ０％ ３０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

454－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明　事後学習（振り返り①） 実習の振り返り（９０分）

2 事後学習（振り返り②） 前回プリントの読み込み（９０分） 配布プリントの熟読
（９０分）

前回プリントの読み込み（９０分）3 事後学習（振り返り③） 配布プリントの熟読
（９０分）

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（自己覚知①）4

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（自己覚知②）5

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（自己覚知③）6

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（他職種・他機関連携①）7

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（他職種・他機関連携②）8

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（他職種・他機関連携③）9

10 事後学習（地域連携①） 前回プリントの読み込み（９０分） 配布プリントの熟読
（９０分）

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（地域連携②）11

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（地域連携③）12

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（ソーシャルワーク実践理論①）13

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（ソーシャルワーク実践理論②）14

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）事後学習（ソーシャルワーク実践理論③）15

配布プリントの熟読
（９０分）前回プリントの読み込み（９０分）実習報告会16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布プリントの熟読
（９０分）

科目名称 相談援助実習指導Ⅳ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS123034（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーク、ケアワークの実務経験のある教員が、実践現場における事例を参照しな
がら、現場実習の事後指導を行う。

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

455－ －

ルーブリック

評価項目

1 稲垣　稜 古今書院 9784772231626

概要

履修目標
異なる地理的環境によって、複雑な人間生活空間を生み出している。それは、どのように社会に投影されているのかを、人文地理学を通して考察する。生活環境に
与える人文地理的要因（人口・都市・経済・産業等）について、理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科ＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
人文地理学の考え方を理解することで、地域性の諸要因を説明できる。

授業全体の内容と概要
生活環境に与える人文地理学的要因（人口・都市・経済・産業等）について学習し、特に地域性や環境に関する内容をグローバルに認識する。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。テキスト及び配布資料等を中心に講義を行う。また、人文地理学に関連する課題において
、ディスカッションを行う予定である。なお、レポート課題（５本程度）は授業の予習であり、復習でもあるので重要である。レポートについてはコメントにてフ
ィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を深く
理解することができる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を理解
することできる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）をやや
理解することできる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を理解
することできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『現代社会の人文地理学』 2014

2

3

4

5

1 二ノ宮書店編集部 二ノ宮書店 978-4817604392

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『高等地図帳　』 2019

2

3

4

5

科目名称 人文地理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122137（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

456－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、授業の内容・進め方・評価の仕方
のガイダンス 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 人文地理学の歩みⅠ（歴史） 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）3 人文地理学の歩みⅡ（歴史） レポート課題等を作成すること。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）「地域」の概念について4

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）「地域」と空間について5

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）機能地域と同質地域について6

レポート課題等を作成すること。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）人口地理学Ⅰ（分布と人口動向）7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）人口地理学Ⅱ（人口爆発のメカニズム）8

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）人口地理学ディスカッションⅠ（人口爆発の抑制）9

10 人口地理学Ⅲ（人口爆発の影響） 前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）人口地理学ディスカッションⅡ（少子高齢化）11

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）人口地理学Ⅳ（先進国の人口問題）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）都市地理学Ⅰ（都市の発達）13

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）都市地理学Ⅱ（都市の構造）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）都市地理学Ⅲ（ニュータウン）15

まとめの振り返り。（９０分）まとめの準備。（９０分）課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

科目名称 人文地理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122137（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義やビデオの内容を理解
しておらず、みずからの教
育観に役立てていない。

457－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
みずからの価値観や道徳観，教育観，道徳教育の方法論，思考力，創造力、リーダーシップ等を身につけることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１.と２.と３.と４.に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２.と３.と４.と５.と６.と７.に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１.と２.と３.に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１.と２.と３.に対応する。

到達目標
①具体例（ビデオ，資料等）やディスカッション等を通じて，みずからの価値観や人生観，そして道徳観を確立する
　 と ともに，道徳教育の理想像とその方法論を形成する。
②みずからの考えを明確に表現する能力やコミュニケーション能力を身につける。
③現代社会が抱える問題点やその価値観･道徳観をしっかりと把握する。
④過去の歴史を踏まえたうえで，これからの時代に必要な価値観や道徳教育の全体像を構築する。

授業全体の内容と概要
脳科学や精神医学、臨床心理学等の最新成果を踏まえ，みずからの価値観や人生観，そして道徳観を形成し，これからの時代に必要な道徳教育とその方法論を模索
する｡

授業の方法
講義。対話や個人発表、ディベート、構成的グループエンカウンターなどによるアクティブラーニング。適宜，平常点を付与する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講義中はスマホ等の電源を必ずOFFにし、机の上に置かないこと。置いている場合は、講義終了まで預かる。授業に関係のない私語禁止。座席を指定することもあり
うる。遅刻は一回につき一点減点。居眠り厳禁。レポートの採点基準は，「どれだけ講義の内容を理解し，自分のものにしているか」ということ。自分自身との対
話を通し，自分のことばで語ることが重要。講義で扱っていない内容や自分の考えばかりを書いても合格点に達することはできない。コピペは１００％単位認定さ
れない。最後に、全体的感想や自分の意見をつけ加えるとよりよい。レポートは、原稿用紙換算５枚以上(２千字以上)。文字数を明記する。書式は問わない。
公欠や特別な事由で欠席した場合、課題を提出しなければ、授業回数に反映されないことに留意。最終レポートの提出期限は、第１３回の講義当日。一日遅れるご
とに１点減点となる。学務課に成績票を提出した後は受領できない。

資格指定科目
教職課程（中学）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

発言

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなど

講義やビデオの内容を十分
理解し、みずからの教育観
に十分役立てている。

講義やビデオの内容をかな
り理解し、みずからの教育
観にかなり役立てている。

講義やビデオの内容をそれ
なりに理解し、みずからの
教育観にそれなりに役立て
ている。

講義やビデオの内容を理解
しようと努め、みずからの
教育観に役立てようと努め
ている。

発言が１０回以上 発言が７回以上 発言が５回以上 発言が３回以上 発言が３回未満

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなどにお
いて、中心的役割を演じて
いる。

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなどにお
いて、積極的に発表してい
る。

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなどにお
いて、それなりに発表して
いる。

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなどにお
いて、発表しようと努めて
いる。

ディベート、構成的グルー
プエンカウンターなどにお
いて消極的で、ほとんど発
表していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 道徳教育の指導法

自由科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143168・ESS243097・ESS343094・
ESS443110・ESS543123（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４２％ ０％ ０％ １０％ ４８％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

458－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス，シラバスの解説
いま，なぜ，道徳教育なのか シラバスをきちんと読む（９０分）

2 道徳教育は，何をめざすのか 第１回講義の復習と第２回講義の予習（９０分） 第２回講義の復習（９０分）

第２回講義の復習と第３回講義の予習（９０分）3 少年犯罪と心の教育 第３回講義の復習（９０分）

第４回講義の復習（９０分）第３回講義の復習と第４回講義の予習（９０分）外国での道徳教育の取り扱い4

第５回講義の復習（９０分）第４回講義の復習と第５回講義の予習（９０分）わが国での道徳教育の歴史　①
幕末・維新期の道徳観5

第６回講義の復習（９０分）第５回講義の復習と第６回講義の予習（９０分）わが国での道徳教育の歴史　②
明治の価値変動の時代の道徳観6

第７回講義の復習（９０分）第６回講義の復習と第７回講義の予習（９０分）わが国での道徳教育の歴史　③
大正・昭和前期・統一教科書の時代の道徳7

第８回講義の復習（９０分）第７回講義の復習と第８回講義の予習（９０分）わが国での道徳教育の歴史　④
戦後の道徳教育の変遷8

第９回講義の復習（９０分）第８回講義の復習と第９回講義の予習（９０分）学校における道徳教育9

10 道徳教育の目標と内容 第９回講義の復習と第10回講義の予習（９０分）第１０回講義の復習（９０分）

第１１回講義の復習（９０分）第１０回講義の復習と第１１回講義の予習（９０分
）道徳教育の計画11

第１２回講義の復習（９０分）第１１回講義の復習と第12回講義の予習（９０分）他教科・他領域と道徳教育との関連12

第１３回講義の復習（９０分）第１２回講義の復習と第13回講義の予習（９０分）指導の諸方式13

第１４回講義の復習（９０分）第１３回講義の復習と第１４回講義の予習（９０分
）指導案の作成14

第１５回講義の復習（９０分）第１４回講義の復習と第１５回講義の予習（９０分
）

道徳教育の課題
家庭・社会および「公」と「私」の関連等15

第１６回講義の復習（９０分）第１５回講義の復習と第16回講義の予習（９０分）課題(レポート)に対するフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１回講義の復習（９０分）

科目名称 道徳教育の指導法

自由科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143168・ESS243097・ESS343094・
ESS443110・ESS543123（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



正しい文法を習得できなか
った。

459－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力と語学力を身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを習得する。講義聴解や資料読解を通して「日本語Ⅱ」よりレベルの高い文
章や資料を読み込む力を習得し、適切な文章表現ができるようになる。また新聞やインターネットなどの記事を取り上げ、新聞で使用される語彙、文末表現、慣用
表現などを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
読解力、文章表現力、意見の発表と他者の意見を聞く能力、ディスカッション能力の習得。グラフ・表・文献などの読み取り、意見交換の力を養う。

授業全体の内容と概要
資料や参考図書を使用し、初中級レベルの文法の確認をする。また、授業を通し「聞く・話す・読む・書く」の4技能の向上を目指す。

授業の方法
授業は参考資料、参考図書を使用し、初中級レベルの文法の復習から行う。授業形態は講義だが、読解、聴解、作文、発表、グループワークなどもあり、学生が主
体的に活動することも多い。また、場面を考えてのロールプレイやディスカッションも授業内で行う。評価はレポートと定期試験で判断するが、授業内に出される
課題も評価対象となる。レポートはテーマ、内容、正確さ、長さ、表現力の5項目で評価する。「内容」の項目は特に重要で、自分の言葉でわかりやすく表現できて
いるかを評価する。「正確さ」では文法や文字表記の誤りを提示するので、各自でフィードバックすること。定期試験は授業で学んだ内容を基に文法、聴解、読解
、文章表現などの項目で評価する。定期テストも評価後は各自でフィードバックすること。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業中は母語の使用は原則禁止とする。母語話者同士の会話もすべて日本語で行うこと。また、授業中の携帯電話、辞書の使用は原則禁止とする。集中して教師の
講義を聞き、わからなかったら教師に質問すること。
平常点が評価に大きく影響する。授業中は真面目に取り組み、「日本語で表現できない」と思わずなんでもチャレンジすることが求められる。また、全講義内容を
もとに定期試験を行う。一日でも休むと講義内容が分からなくなってしまうので、出席すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語の知識・技能

思考力、判断力、日本語で
の表現力

主体的に日本語学習に取り
組む態度

正しい文法を習得し、場面
に合わせた文法の使い分け
を理解することができる。

正しい文法を習得している
が、場面に合わせた文法の
使い分けをおおむね理解す
ることができる。

正しい文法を習得している
が、場面に合わせた文法の
使い分けを一定程度理解す
ることができる。

正しい文法を習得できた。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすく、文法の間違
えがほとんどない。声の大
きさ、発音もよい。

自身で考え、自分の言葉で
（日本語）表現でき、内容
が分かりやすい。

自身で考え、自分の言葉で
（日本語）表現できる。

日本語での表現ができた 日本語での表現ができなか
った

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にも積極的
に参加している。発言も多
い。

毎回の授業に参加し、授業
に対し真面目に取り組んで
いる。積極的に活動に参加
している。

毎回の授業に参加し、授業
対しに意欲的で真面目に取
り組んでいる。積極性は弱
い。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいるが、授
業内の活動に対し消極的で
ある。

最低出席日数分授業に参加
しておらず、授業態度も問
題あり。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 平井悦子・三輪さち子 スリーエーネット
ワーク

日本語Ⅳで使用する
ので購入することを

９７８－４－８８３
１９－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中級を学ぼう日本語の文型と表現８２中級中期
』

２００９年

2

3

4

5

科目名称 日本語Ⅲ

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

JLN052033（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、1０回である。
１６回目の授業で定期試験を行う。
出席、授業態度、レポート、定期テストで評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ２０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（今期の授業目的と進め方・シ
ラバスの説明）
プレースメントテスト

シラバスを熟読し、本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 既習日本語の復習（助詞①） 初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）3 既習日本語の復習（助詞②） 講義内容を深め、指定された課題を作成すること

（９０分）

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）既習日本語の復習（あげもらい・受身）4

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）既習日本語の復習（推量・比喩表現）5

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）既習日本語の復習（自動詞・他動詞）6

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

初中級レベルの文法や自分の弱点を確認し、復習す
る（９０分）既習日本語の復習（尊敬語・謙譲語）7

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表8

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表9

10 参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表 参考資料を読み、授業の準備をする（９０分） 講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表11

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表

レポートのテーマ提示12

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表13

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）参考資料の内容読み取り、聴解、文章表現、発表14

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）総括

レポート提出15

解説を受けて、試験及び講義全体の復習を行うこと
（９０分）試験に向けて講義の復習を行うこと（９０分）定期試験実施（６０分）と解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容を深め、指定された課題を作成すること
（９０分）

科目名称 日本語Ⅲ

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

JLN052033（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言があっても理解できな
い。

461－ －

ルーブリック

評価項目

1 荘村　明彦 中央法規出版 9784805858073

概要

履修目標
社会福祉専門職として、高齢者支援における役割と方法について論じる事が出来る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．に対応する。

到達目標
高齢者の生活実態を把握し、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福祉、介護に関する
制度、介護過程における技法を理解できる。

授業全体の内容と概要
高齢者の生活実態を把握し、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福祉、介護に関する
制度、介護過程における技法を理解する。高齢者支援に関する社会資源の種類と、具体的な活用方法について学ぶ。

授業の方法
①教科書に沿って講義形式で展開していく。講義の際には随時質問を行うので答えること。
②小試験と定期試験は返却し、解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
３０分以上の遅刻は欠席とする。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

介護保険制度によるサービ
スについて理解できる。

高齢者支援を支援する組織
と役割について理解できる
。

高齢者支援におけるチーム
ケアについて理解できる。

サービスの種類、利用対象
、利用方法、利用料の説明
ができる。

サービスの種類、利用対象
、利用方法の説明ができる
。

助言により理解できる。 助言により一部理解できる
。

各々の組織の特性と役割に
ついて説明できる。

各々の組織の特性と役割に
ついて区別できる。

助言により理解できる。 助言により一部理解できる
。

助言があっても理解できな
い。

チームケアの意義と方法を
事例を用いて具体的に説明
できる。

チームケアの意義と方法に
ついて理解できる。

助言により理解できる。 助言により一部理解できる
。

助言があっても理解できな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『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　』

2019

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 高齢者に対する支援と

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112014（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、高齢者福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上の出席が無ければ成績評価の対象としない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ２０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
介護保険サービスの体系（居宅サービス）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

2 介護保険サービスの体系（施設サービス） 次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）3 介護保険サービスの体系（介護予防サービス） ノートを整理する。（９０分）

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護保険サービスの体系（地域密着型サービス）4

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

高齢者を支援する組織と役割（国民健康保険団体連
合会）5

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）

高齢者を支援する組織と役割（地域包括支援センタ
ー）6

小試験で間違えた部分を中心に復習をする。（９０
分）

７回で小試験を行うので１回から６回の全体を復習
する。（９０分）

中間まとめ（６０分の小試験終了後、３０分で解説
をする）7

ノートを整理する。（９０分）新聞やインターネットで、介護保険制度の最近の動
向に関する記事を読む。（９０分）介護保険制度の最近の動向8

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）高齢者支援の実際と方法9

10 介護の概念や対象 次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分） ノートを整理する。（９０分）

ケアマネジメントとの関係性を図解する。（９０分
）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護過程11

ノートを整理する。事例を読む。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）介護の技法12

ノートを整理する。事例を読む。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）認知症ケア13

ノートを整理する。事例を読む。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）終末期ケア14

ノートを整理する。（９０分）次回の授業内容に該当する部分の教科書を読む。
（９０分）住環境15

試験で間違えた部分を中心に復習する。（９０分）定期試験に向け復習をする。（９０分）定期試験（６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理する。（９０分）

科目名称 高齢者に対する支援と

専門科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112014（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、高齢者福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082064（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

464－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅢ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082064（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

465－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
実践現場における２３日１８０時間以上の職場・職種・ソーシャルワーク実習を通して、選択した実習領域の職場・職種・ソーシャルワークについての理解を深め
、さらに、他職種・他機関連携、地域連携などを通してジェネリックソーシャルワークに対する理解を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
・価値、職業倫理とワーカーの行動・態度の関係の理解、並びに価値の実現に関して具体的に理解する。
・利用者自身の抱えるニーズを様々な社会資源との関係で分析・評価し援助計画を立てる能力を習得する。
・援助過程を通して必要な専門的援助関係を構築し深める技術を習得する。
・利用者とその関係者の問題解決能力を高め、利用者と社会環境の調整を図る技術を習得する。
・地域社会、当該施設・機関の特性を評価し、その組織化を促進する技術を習得する。
・当該領域において用いられる社会資源の知識とそれを開発し、活用するための技術を習得する。
・恣意的な観察及び記録作成ができる。
・自己理解を深め自己の意識・感情のコントロールができる。その領域の特殊技法等を理解する。

授業全体の内容と概要
「相談援助実習指導Ⅲ・Ⅳ」と「相談援助実習」は3つの授業に分かれているが、一対のものと理解すべきである。「相談援助実習指導Ⅲ」は事前学習、「相談援助
実習」は実践現場実習、「相談援助実習指導Ⅳ」は事後学習と考える。したがって「相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ」および「相談援助演習Ⅰ・Ⅱ」の履修が必要不可欠
である。「相談援助実習」では、ソーシャルワーク理解を基本として、特に「相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の事前学習において、しっかりと現場実習の目的や課
題を持ち、その達成に向けて社会福祉実践現場（施設・機関）で23日間（180時間）以上にわたる現場実習を行うこととなる。

授業の方法
各領域の担当教員の指導、および配属された実習先の指導者の指示に従うこと。実習期間中は担当教員が訪問指導によって、質疑応答や相談に応じる。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

◯ グループワーク

ロールプレイ

◯ 実験・実習・実技

◯ フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
事前学習にあたる「相談援助実習指導Ⅲ」の履修態度によっては、実習配属がなされない場合があるので各領域担当教員の指導を厳守すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課
程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

相談援助実習における「職
場とは何か」を理解する。

相談援助実習における「職
種とは何か」を理解する。

相談援助実習における「ソ
ーシャルワークとは何か」
を理解する。

利用者の名前、性格、基本
的特性を理解し、尚且つ実
習現場の職場の特徴を説明
でき、尚且つ職場における
利用者とのかかわり方を説
明でき、さらに社会制度と
の関連を説明できる。

利用者の名前、性格、基本
的特性を理解し、尚且つ実
習現場の職場の特徴を説明
でき、尚且つ職場における
利用者とのかかわり方を理
解できる。

利用者の名前、性格、基本
的特性を理解し、尚且つ実
習現場の職場の特徴を説明
できる。

実習現場の職場の特性を説
明できる。

利用者のニーズを各々説明
でき、そのニーズに即した
「職種にふさわしいかかわ
り方」を説明でき、且つ、
そのかかわり方をＳＷ理論
で説明できる。

利用者のニーズを各々説明
でき、そのニーズに即した
「職種にふさわしいかかわ
り方」を説明でき、且つ実
践できる。

利用者のニーズを各々説明
でき、そのニーズに即した
「職種にふさわしいかかわ
り方」を説明できる。

実習現場における「職種」
について説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

実習中のケース研究におい
て、支援計画を作成、且つ
実践でき、それをＳＷ理論
で説明でき、ジェネリック
ソーシャルワークに消化で
きる。

実習中のケース研究におい
て、支援計画を作成、且つ
実践でき、それをＳＷ理論
で説明できる。

実習中のケース研究におい
て、支援計画を作成でき、
且つ、実践できる。

実習中のケース研究におい
て、支援計画を作成できる
。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS124035（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 4 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉各領域において実習を行い、各実践現場において豊富な実務経験を持つ職員がスー
パーバイザーとなり、ソーシャルワーク実勢についての指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
23日間180時間以上の実習日程をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

466－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 職場実習１　シラバスの説明 オリエンテーション時に配布されたプリントの熟読
（90分）

2 職場実習２ 前回プリントの読み込み（90分） 日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）

前回プリントの読み込み（90分）3 職場実習3 日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職場実習４4

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職場実習５5

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職種実習１6

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職種実習２7

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職種実習３8

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）職種実習４9

10 職種実習５ 前回プリントの読み込み（90分） 日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）ソーシャルワーク実習１11

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）ソーシャルワーク実習２12

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）ソーシャルワーク実習３13

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）ソーシャルワーク実習４14

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）ソーシャルワーク実習５15

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）前回プリントの読み込み（90分）実習全体の総括16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

日誌の記載およびスーパーバイザーからの指摘につ
いての振り返り（90分）

科目名称 相談援助実習

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学科・教授）・
上原　正希（社会福祉学科・教授）・杉

授業担当者（所
属・職名）

SWS124035（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 4 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

社会福祉各領域において実習を行い、各実践現場において豊富な実務経験を持つ職員がスー
パーバイザーとなり、ソーシャルワーク実勢についての指導を行う。

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

467－ －

ルーブリック

評価項目

1 稲垣　稜 古今書院 9784772231626

概要

履修目標
異なる地理的環境によって、複雑な人間生活空間を生み出している。それは、どのように社会に投影されているのかを、人文地理学を通して考察する。生活環境に
与える人文地理的要因（人口・都市・経済・産業等）について、理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
人文地理学の考え方を理解することで、地域性の諸要因を説明できる。

授業全体の内容と概要
生活環境に与える人文地理学的要因（人口・都市・経済・産業等）について学習し、特に地域性や環境に関する内容をグローバルに認識する。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。テキスト及び配布資料等を中心に講義を行う。また、人文地理学に関連する課題において
、ディスカッションを行う予定である。レポート課題（５本程度）は授業の予習であり、復習でもあるので重要である。なお、レポートにはコメントにてフィード
バックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目
教職課程（地理歴史）必修科目　（社会）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を深く
理解することができる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を理解
することできる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）をやや
理解することできる。

人文地理的要因（人口・都
市・経済・産業等）を理解
することできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『現代社会の人文地理学』 2014

2

3

4

5

1 二ノ宮書店

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『高等地図帳　』

2

3

4

5

科目名称 人文地理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122138（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、授業の内容・進め方・評価の仕方
のガイダンス 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 都市地理学Ⅳ（都市環境①） 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）3 都市地理学Ⅴ（都市環境②） レポート課題等を作成すること。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）農業地理学Ⅰ（稲作）4

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）農業地理学Ⅱ（畑作）5

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）農業地理学Ⅲ（酪農・畜産）6

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）人文地理学ディスカッションⅠ（食糧問題）7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）観光地理学Ⅰ（立地とアクセス）8

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）観光地理学Ⅱ（観光の課題）9

10 文化地理学Ⅰ（言語） 前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）文化地理学Ⅱ（食文化）11

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）人文地理学ディスカッションⅡ（都市プラン）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史地理学Ⅰ（城下町プラン）13

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史地理学Ⅱ（屯田兵村）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史地理学Ⅲ（町並み保存）15

まとめの振り返り。（９０分）まとめの準備。（９０分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

科目名称 人文地理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122138（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



間違えた形で文法を習得し
、どの場面でどの文法を使
うかを理解していない

469－ －

ルーブリック

評価項目

1 平井悦子・三輪さち子 スリーエーネット
ワーク

９７８－４－８８３
１９－

概要

履修目標
教養力と語学力を身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを習得する。講義聴解や資料読解を通して「日本語Ⅱ」よりレベルの高い文
章や資料を読み込む力を習得し、適切な文章表現ができるようになる。また新聞やインターネットなどの記事を取り上げ、新聞で使用される語彙、文末表現、慣用
表現などを身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
読解力、文章表現力、意見の発表と他者の意見を聞く能力、ディスカッション能力の習得。グラフ・表・文献などの読み取り、意見交換の力を養う。

授業全体の内容と概要
資料や参考図書を使用し、初中級レベルの文法の確認をする。また、授業を通し「聞く・話す・読む・書く」の4技能の向上を目指す。

授業の方法
授業は参考資料、参考図書を使用し、初中級レベルの文法の復習から行う。授業形態は講義だが、読解、聴解、作文、発表、グループワークなどもあり、学生が主
体的に活動することも多い。また、場面を考えてのロールプレイやディスカッションも授業内で行う。評価はレポートと定期試験で判断するが、授業内に出される
課題も評価対象となる。レポートはテーマ、内容、正確さ、長さ、表現力の5項目で評価する。「内容」の項目は特に重要で、自分の言葉でわかりやすく表現できて
いるかを評価する。「正確さ」では文法や文字表記の誤りを提示するので、各自でフィードバックすること。定期試験は授業で学んだ内容を基に文法、聴解、読解
、文章表現などの項目で評価する。定期テストも評価後は各自でフィードバックすること。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業中は母語の使用は原則禁止とする。母語話者同士の会話もすべて日本語で行うこと。また、授業中の携帯電話、辞書の使用は原則禁止とする。集中して教師の
講義を聞き、わからなかったら教師に質問すること。
平常点が評価に大きく影響する。授業中は真面目に取り組み、「日本語で表現できない」と思わずなんでもチャレンジすることが求められる。また、全講義内容を
もとに定期試験を行う。一日でも休むと講義内容が分からなくなってしまうので、出席すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語の知識・技能

思考力、判断力、日本語で
の表現力

主体的に日本語学習に取り
組む態度

正しい文法を習得し、場面
に合わせた文法の使い分け
を理解することができる。

正しい文法を習得し、場面
に合わせた文法の使い分け
を概ね理解することができ
る。

場正しい文法を習得し、場
面に合わせた文法の使い分
けを一定的理解することが
できる。

正しい文法を習得し、理解
することができる。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすく、文法の間違
えがほとんどない。声の大
きさ、発音もよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現のおおむ
ね内容が分かりやすい。声
の大きさ、発音がよい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の一定的
内容が分かりやすい。

自身で考え、自分の言葉で
表現できる。表現の内容が
分かりやすい。

他者任せで、自身で考え、
自分の言葉で表現しようと
いう姿勢が見られない。文
法、発音に問題がある。

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にも積極的
に参加している。

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にもおおむ
ね積極的に参加している。

毎回の授業に参加し授業に
意欲的で、活動にも一定的
積極的に参加している。

最低出席日数分授業に参加
しており、授業に対し真面
目に取り組んでいるが、授
業内の活動に対し消極的で
ある。

最低出席日数分授業に参加
しておらず、授業態度も問
題あり。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中級を学ぼう　日本語の文型と表現82[』 ２００９年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 日本語Ⅳ

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

JLN052034（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、1０回である。
１６回目の授業で定期試験を行う。
出席、授業態度、、定期テストで評価する。授業内で出される課題（作文）は課題・作品の評価に加算されるので必ず提出すること

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ２０％ ０％ ４０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（今期の授業目的と進め方、シ
ラバスの説明）
プレスメントテスト

シラバスを熟読し、本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙 参考資料を読み、授業の準備をする（９０分） め、指定された課題を作成すること（９０分）

参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）3 教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙 め、指定された課題を作成すること（９０分）

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙4

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙5

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙6

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙7

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙8

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙9

10 教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙 参考資料を読み、授業の準備をする（９０分） め、指定された課題を作成すること（９０分）

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙11

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙12

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙13

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）教科書「中級を学ぼう」の内容を読み解く
読解・聴解・文章表現・文字語彙14

め、指定された課題を作成すること（９０分）参考資料を読み、授業の準備をする（９０分）総括
課題、作品提出の確認15

解説を受けて、試験及び講義全体の復習を行うこと
（９０分）試験に向けて講義の復習を行うこと（９０分）定期試験16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

め、指定された課題を作成すること（９０分）

科目名称 日本語Ⅳ

共通教育科目科目分類区分

佐藤　恵利（国際交流センター・センタ
ー員）

授業担当者（所
属・職名）

JLN052034（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・２年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐藤　恵利 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言しても理解できない。
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ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会
　

中央法規

概要

履修目標
社会福祉活動に必要な医療保険制度や保健医療サービスについて学ぶ。また、保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、他職種の協働について理解を深める
。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と３．と４．に対応する。

到達目標
保健医療サービスについてその概要と保健医療サービス提供が各専門職の連携をもとになされることを説明できる。

授業全体の内容と概要
保健医療の概況や基本事項を学ぶ。それぞれの専門職種が担う役割をもとに保健医療サービス提供における連携とはどのようなものか理解を深める。

授業の方法
講義形式。板書とテキストの活用を基本とし、最新の統計や資料の活用を加え解説を行う。また、まとめや確認のために小試験を課題とし、検索後返却し解答・解
説を行いフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
遅刻しないこと

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

医療保険制度の理解

保健医療サービスの概要

専門職の役割

医療保険制度創設の目的や
保険給付、診療報酬につい
て詳細に理解できた。

医療保険制度創設の目的や
保険給付、診療報酬につい
て概ね理解できた。

医療保険制度創設の目的や
保険給付、診療報酬につて
部分的に理解できた。

医療保険制度創設の目的や
保険給付、診療報酬につて
助言により部分的に理解で
きた。

医療・福祉施設、保健所の
役割と医療法について把握
し、健康増進・保健対策と
の関連を詳しく説明できた
。

医療・福祉施設、保健所の
役割と医療法、健康増進・
保健対策について概ね説明
できた。

医療・福祉施設、保健所の
役割と医療法、健康増進・
保健対策について部分的に
説明できた。

医療・福祉施設、保健所と
医療法、健康増進・保健対
策について助言により部分
的に説明できた。

助言しても説明できない。

保健医療分野における社会
福祉士の役割を、患者の権
利とチーム医療との関連か
ら詳しく説明できた。

保健医療分野における社会
福祉士の役割、患者の権利
、チーム医療について概ね
説明できた。

保健医療分野における社会
福祉士の役割、患者の権利
、チーム医療について部分
的に説明できた。

保健医療分野における社会
福祉士の役割
、患者の権利、チーム医療
について助言により部分的
に説明できた。

助言しても説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「保健医療サービス」社会福祉士養成講座17　
』

2019

2

3

4

5

1 高橋　清久ほか編 へるす出版

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「保健医療サービス論」　　』 2009

2

3

4

5

科目名称 保健医療ｻｰﾋﾞｽ

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM112015（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

医療機関や看護教育現場での経験を活かし、医療・保健・福祉の現況について話をする。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ２０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

472－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバス説明
保健医療サービスについて 事前に教科書全体に目をとおしておく（９０分）

2 医療保険制度 教科書の「医療制度」について事前に読んでおく
（９０分） 当日の授業で行ったことをまとめておく（９０分）

教科書の「医療制度」について事前に読んでおく
（９０分）3 医療保険制度（保険給付） 配布資料を見直しておく（９０分）

配布資料を見直しておく（９０分）教科書の「医療制度」について事前に読んでおく
（９０分）医療保険制度(医療費政策)4

当日の授業で行ったことをまとめておく（９０分）教科書の「診療報酬」を事前に読んでおく（９０分
）診療報酬5

当日の授業で行ったことをまとめておく（９０分）教科書の「医療サービス」を事前に読んでおく
（９０分）保健医療サービスの概要（医療法）6

前半の授業内容を復習しておく（９０分）教科書の「医療サービス」を事前に読んでおく
（９０分）

保健医療サービスの概要（医療・福祉施設と医療計
画）7

問題を見直し自己採点しておく（９０分）前半の授業・資料・ノートを見直しテストに臨む
（９０分）前半のまとめと学習到達度の確認テスト8

返却テスト結果と授業で行ったことを見直し整理し
ておく（９０分）

教科書の「保健行政」を事前に読んでおく（９０分
）

テスト返却。保健医療サービスの概要（衛生行政活
動）9

10 保健医療サービスの概要（健康増進・保健対策） 教科書の「保健行政」を事前に読んでおく（９０分
） 当日授業で行ったことをまとめておく（９０分）

社会福祉士の役割を授業と関連させて復習する
（９０分）

教科書の「専門職について」事前に読んでおく
（９０分）専門職の役割（医療ソーシャルワーカー）11

配布資料を見直しておく（９０分）教科書の「専門職について」事前に読んでおく
（９０分）専門職の役割（各専門職とチーム医療）12

社会福祉士の役割を授業と関連させて復習する
（９０分）

教科書の「専門職について」事前に読んでおく
（９０分）

専門職の役割（患者の権利・インフォームドコンセ
ント）13

社会福祉士の役割を授業と関連させて復習する
（９０分）

教科書の「専門職の連携」について事前に読んでお
く（９０分）保健医療サービスの連携と実際14

社会福祉士の役割を授業と関連させて復習する
（９０分）

これまで授業で行ったことを振り返り準備してくる
（９０分）総括と保健医療サービスの今後の課題15

試験および解説を受けて講義全体を振り返る（９０
分）定期試験準備を行っておく（９０分）定期試験６０分の終了後、３０分で解説する。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

当日の授業で行ったことをまとめておく（９０分）

科目名称 保健医療ｻｰﾋﾞｽ

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM112015（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

医療機関や看護教育現場での経験を活かし、医療・保健・福祉の現況について話をする。

基本情報

開講時期



473－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082065（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

474－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅣ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082065（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



生涯学習理論等について、
理解が不十分である。

475－ －

ルーブリック

評価項目

1 香川正弘 ミネルヴァ書房 978-623-07631-4

概要

履修目標
生涯学習についての基礎的・基本的事項を理解し、生涯学習の学習者・支援者としての知識・態度を身に付ける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．３．４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
生涯学習の歴史や基礎的知識を身に付け、それらと多様な教育の理念との関りや過去から現在に至る教育の歴史的変遷を理解できる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換(グループ)、発
表等の一連の活動を行う。また、できるだけ具体的な事例から生涯学習の理解を深め、生涯においてどう関わるか、また、支援者としての関わりを考えられるよう
に構成する。

授業の方法
授業ではパワーポイント及び配布物(レジメ)で実施し、資料にて説明した後、グループワーク等で思考・考察、意見交換・討論、発表等の一連の活動を行う。また
、実践事例のVTR教材視聴後に事例に基づくレポート提出を行う。なお、レポートにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなす。
経営学部と社会福祉学部とが同一クラスで授業を行う。

資格指定科目
教職課程（全教科）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

生涯学習理論等の理解

生涯学習に関する情報や実
践に対する思考･判断･表現

授業への参加態度・姿勢

生涯学習理論等について、
学修したを知識・技能を基
盤に、さらに知識等を深め
ようとすることができた。

生涯学習理論等について、
意欲的に学び、必要な知識
・技能を理解することがで
きた。

生涯学習理論等について必
要な知識・技能を理解でき
た。

生涯学習理論等について、
知識・技能を一定程度理解
できた。

生涯学習について積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して表現するこ
とができた。

生涯学習について思考・判
断し、個人やグループで表
現することができた。

生涯学習について、個人や
グループで思考活動等に取
り組み、表現しようとする
ことができた。

生涯学習理論等について思
考活動等に一定程度取り組
み、表現しようとしていた
。

生涯学習理論等について、
理解が不十分である。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が一定程度み
られた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる生涯学習(改訂版）』 2016

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 生涯学習概論Ⅰ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU421073（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（生
涯学習）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ １０％ ０％ ２０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

476－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション
～シラバスの説明・生涯学習とは何か

教科書から「生涯学習」についての課題を整理する
　(90分)

2 「生涯学習とは？」
１―教育基本法の理念と目的から

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)3 「生涯学習とは？」

２―「生涯学習社会」の生涯学習 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

「生涯学習とは？」
３―「生涯教育」と「生涯学習」4

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習社会における各機能の役割
―学校教育の役割１　「生涯学習と学校教育」5

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習社会における各機能の役割
―学校教育の役割２　「生涯学習機関としての学校
」

6

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習社会における各機能の役割
―社会教育の役割１　「生涯学習と社会教育の意義
」

7

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習社会における各機能の役割
―社会教育の役割２　「社会教育のこれから」8

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習社会における各機能の役割
―家庭の役割１　「生涯学習と家庭教育」9

10
生涯学習社会における各機能の役割
―家庭の役割２　「これからの家庭教育」　(中間
テスト)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習推進施策の動向１
―日本の生涯学習に関わる施策の具体的展開と課題11

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習推進施策の動向２
―多様な社会における生涯学習の施策12

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習とリカレント教育１
―リカレント教育の意義13

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)講義内容を整理し、レポート作成の課題を整理する
　(90分)

生涯学習とリカレント教育２
―リカレント教育の方策14

レポートを作成する(90分)講義内容を整理し、レポート作成の課題を整理する
　(90分)生涯学習と生涯学習社会の今後の課題について15

試験の結果を見直す（90分）教科書等で講義内容を整理する(90分)定期試験（60分の試験終了後、残りの30分で解説す
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと(90分)

科目名称 生涯学習概論Ⅰ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU421073（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（生
涯学習）について指導する。

基本情報

開講時期



知識の習得が大きく劣って
いる。

477－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
１．医療ソーシャルワーカーとして医療分野で働くための知識を身に付け、また医療機関での体験を通して、医療現場におけるソーシャルワークの重要性について
理解します。
２．３年次の相談援助実習で、各分野で学んだ知識・技能を、この科目では医療の分野でケース研究などにより体験,理解します。
３．ソーシャルワークの基礎知識や技術を獲得し、それらを関連づけ、体系的に理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．保健医療分野において必要不可欠および特有な知識を習得する。
２．保健医療分野特有のニーズ把握し当該分野において必要な専門的援助関係を樹立し、技術を習得する。
３．利用者とその関係者のエンパワメントを考慮し，社会環境の調整を図る技術を習得する。
４．機関の目的・機能・利用者システム全体を理解し，関係専門職その他との連携方法を習得する。
５．ソーシャルワーカーの専門性・役割を論理的に述べることが出来るようになる。

授業全体の内容と概要
３年次において，相談援助実習指導及び相談援助実習を修得し、更に将来、医療分野で就職を希望する学生に対して本実習を開講する。
最低12日（90時間）以上の実習を行うことになり,ジェネリック部分はすでに習得していることを前提に，スペシフィック・ソーシャルワーク実習と位置づけ授業が
行われます。

授業の方法
１．授業形態は講義・演習・実習形式です。　
２．テキストを使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行います。
３．適宜質問を促し、対応します。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．必要な資料等は適宜配布します。
２．時間割には組み込んでいませんが,別途事前及び事後指導の時間を設定します。
３．３年次に相談援助実習指導および相談援助実習を履修済みであること。
４．４年次に開講される精神保健福祉援助実習を履修しないこと。
５．将来医療分野でＭＳＷとして勤務することを強く願う，意欲のある学生に開講される。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

【知識・技術】実習前に、
医療ソーシャルワークにつ
いての知識を習得している
。

【知識・技術】実習修了時
、医療ソーシャルワークに
ついての知識を習得してい
る。

【知識・技術】実習修了後
、医療ソーシャルワークに
ついての技術を習得してい
る。

非常に知識を習得している
。

おおむね知識を習得してい
る。

知識を習得している。 知識の習得が劣っている。

非常に知識を習得している
。

おおむね知識を習得してい
る。　

知識を習得している。 知識の習得が劣っている。 知識の習得が大きく劣って
いる。

非常に知識を習得している
。　

おおむね知識を習得してい
る。　

知識を習得している。　 知識の習得が劣っている。
　

　知識の習得が大きく劣っ
ている。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『別途指示します。』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『適宜紹介します。』

2

3

4

5

科目名称 相談援助実習Ⅱ

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS124036（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

　ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体
験談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
実習12日間を実施すれば，単位取得は可能なことになっているが、別途、実習に行くにあたりスペシフィックな視点が必要なことから、事前・事後学習を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ０％ ０％ ８０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

478－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
実習12日間を実施すれば，単位取得は可能なことに
なっているが、別途、実習に行くにあたりスペシフ
ィックな視点が必要なことから、事前・事後学習

事前課題を別途指定します。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ノ13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

事後課題を別途指定します。

科目名称 相談援助実習Ⅱ

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS124036（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

　ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体
験談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期



テキストの内容について、
理解できなかった。

479－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力と語学力を幅広く身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを修得する。それぞれの場面に合った日本語の表現方法を学び、円滑
な会話やコミュニケーションに必要な能力を身に付けることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
様々な文章を読み、ディスカッションや発表などの活動を通して、総合的な日本語運用能力を身に付ける。

授業全体の内容と概要
様々な文章を読み、内容および日本語の表現について理解を深めるとともに、ディスカッションや発表などの活動を行うために必要な表現・構成についても学習を
行う。日本語能力試験N2からN1レベル相当の内容を取り扱う。

授業の方法
授業では主にプリントなどを用いながら、ディスカッションや発表などを学習活動に取り入れて講義を行う。指定された課題を作成してもらうほか、レポート作成
など、自主的に行い、提出したものがあれば評価の対象とする。また、受講者数に応じてグループワークおよびグループ発表を行う場合がある。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受講対象者は留学生とする。受講者の発表や意見交換に向けて、資料の用意や課題作文など積極的に取り組むこと。また、事前に配布される資料には必ず目を通し
ておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章理解

日本語表現

発表

テキストに関する一般的な
背景知識および具体的な関
連情報を使用しながら、筆
者の主張についてより複雑
な推論を行うことができた
。

筆者の主張について、一般
的な背景知識も考慮しなが
ら基礎的な推論を行うこと
ができた。

テキストの内容を理解し、
その構造や特徴、筆者の主
張についても理解できた。

テキストの内容を理解し、
別の言葉で説明したり、要
約することができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、発
表や課題作文内で実際に用
いることができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、適
切に使用することができた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解し、各
日本語表現の使用場面が理
解できた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解できた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、理解でき
なかった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。適切な引用により、
内容に具体性があり、説得
力があった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。また、主張内容が資
料と一貫性のあるものだっ
た。

適切な資料を用いながら、
主張内容が明確な発表を行
うことができた。

主張内容について、関連性
のある資料を用いながら、
理解可能な発表を行うこと
ができた。

話し方や発表資料が適切で
なく、主張が理解できなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『学生の能力と興味に応じて教材を指定・作成す
る。』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『参考図書・文献類は授業中にプリント等を用い
随時紹介する。』

2

3

4

5

科目名称 上級日本語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN053035（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。（但し、経営学科は１１回以上）出席状況、課題提出、発表能力、試験、授業への参加態度など総合的に判断
する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

480－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説～プレースメント
テスト・実力確認を含む～）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 上級表現練習（１）トピック① １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 上級表現練習（２）トピック① ２回目 講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む

こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（３）トピック① ３回目4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（４）トピック② １回目5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（５）トピック② ２回目6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（６）トピック② ３回目7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（７）トピック③ １回目8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（８）トピック③ ２回目9

10 上級表現練習（９）トピック③ ３回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１０）発表の構成11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１１）発表の方法12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１２）発表と質疑応答①13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１３）発表と質疑応答②14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１４）まとめ15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

科目名称 上級日本語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN053035（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・３年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



障害者を取り巻く社会情勢
と生活実態について関係す
るキーワードを理解してお
らず、説明・記述が不十分
である。

481－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 978-4-8058-5808-0

概要

履修目標
障害者の実態と障害者福祉に関わる制度の変遷、障害者総合支援法をはじめとする様々な法律など障害者福祉の全体像を理解する。
障害者福祉におけるソーシャルワーク実践を行う上で求められる知識の習得・定着を図る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
①障害者の取り巻く社会情勢と生活実態について、データを用いて説明し課題を指摘できる。
②障害者にかかわる法体系について、その成立の過程や概要について理解する。
③障害者福祉にかかわる制度の体系とその概要について理解し、課題を指摘できる。

授業全体の内容と概要
①障害者を取り巻く社会情勢や生活実態について学ぶ。
②障害者にかかわるさまざまな法制度について学ぶ。
③障害者福祉にかかわる制度の体系とその概要について学ぶ。

授業の方法
①教科書の内容をまとめた配布資料に基づく講義形式になるが（グループワーク含む）、新聞記事の活用や映像資料の視聴、演習も取り入れる。配布された資料に
は板書事項を記述すること。
②毎回の感想等を記入するリアクションペーパーを配布・講義終了時に回収し、次回授業開始時にフィードバックを行う。
③第１０回目の前半には中間テストを実施し、理解度を確認する（出題形式・試験時間などは授業内で説明）。質問などは随時対応。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は毎回持参すること。
②配布資料は紛失しないよう、ファイリングなどして管理を徹底すること。
③ニュースなどで報道される福祉に関わる話題について興味を持つこと。
④新聞記事などを題材として社会福祉の現状や課題を検討するなど、常に問題意識を持ちながら積極的に授業に参加すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程
，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

障害者の取り巻く社会情勢
と生活実態について、デー
タを用いて説明し課題を指
摘できる。

障害者にかかわる法体系に
ついて、その成立の過程や
概要について理解する。

障害者福祉にかかわる制度
の体系とその概要について
理解し、課題を指摘できる
。

関係するデータを用いて障
害者を取り巻く社会情勢と
生活実態について具体的に
説明・記述できる。

関係するデータを用いて障
害者を取り巻く社会情勢と
生活実態についておおむね
具体的に説明・記述できる
。

関係するキーワードを提示
することにより障害者を取
り巻く社会情勢と生活実態
について具体的に説明・記
述できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者を取
り巻く社会情勢と生活実態
についておおむね説明・記
述できる。

障害者にかかわる法体系の
成立の過程や概要について
具体的に説明・記述できる
。

障害者にかかわる法体系の
成立の過程や概要について
おおむね具体的に説明・記
述できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者にか
かわる法体系の成立の過程
や概要について具体的に説
明・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者にか
かわる法体系の成立の過程
や概要についておおむね説
明・記述できる。

障害者にかかわる法体系の
成立の過程や概要について
関係するキーワードを理解
しておらず、説明・記述が
不十分である。

障害者にかかわる制度の体
系と概要、課題について具
体的に説明・記述できる。

障害者にかかわる制度の体
系と概要、課題についてお
おむね具体的に説明・記述
できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者にか
かわる制度の体系と概要、
課題について具体的に説明
・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者にか
かわる制度の体系と概要、
課題についておおむね説明
・記述できる。

障害者にかかわる制度の体
系と概要、課題について関
係するキーワードを理解し
ておらず、説明・記述が不
十分である。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『障害者に対する支援と障害者自立支援制度　第
6版』

2019年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 障害者に対する支援と

専門科目科目分類区分

畠山　明子（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS112016（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）畠山　明子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席回数は１０回以上あることを評価の前提条件とし、第１０回目に実施する中間テスト（３０点）、第１６回に実施する定期試験（７０点）の結果を総合して評
価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ３０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

482－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
本講義の進め方、シラバスの説明、障害者を取り巻
く社会情勢、障害者の生活実態

本講義で学ぶ概要についてシラバスや教科書の内容
を確認する。（９０分）

2
障害とは、障害者にかかわる法体系①
障害者基本法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法、精神保健福祉法、発達障害者支援法

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

3
障害者にかかわる法体系②
障害者虐待防止法、医療観察法、バリアフリー新法
、障害者差別解消法、障害者雇用促進法、障害者

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者にかかわる法体系③
障害者に関わるその他の法体系、各省庁の障害者施
策等

4

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者自立支援制度①
障害者総合支援法の理念・考え方、自立支援給付5

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者自立支援制度②
支給決定のプロセス、自立支援医療費6

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者自立支援制度③
補装具、地域生活支援事業、障害福祉計画・障害児
福祉計画

7

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者自立支援制度④
苦情解決、審査請求、障害者自立支援制度と介護保
険制度の関係

8

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

障害者自立支援制度⑤
障害児に対する支援、障害児福祉施策の現状9

10 中間テスト、組織・機関の役割
次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

試験で間違えた箇所、理解があいまいだった箇所に
ついてプリント等を確認して見直し、復習を行う。
授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

専門職の役割と実際①
障害者に関わる専門職の価値・倫理、障害者総合支
援法に基づく主な専門職

11

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

専門職の役割と実際②
相談支援専門員の役割と実際、サービス管理責任者
の役割と実際

12

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

専門職の役割と実際③
生活支援員等の役割と実際、居宅介護等従業者の役
割と実際

13

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

多職種連携・ネットワーキング14

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

次回授業で取り扱う教科書の該当箇所について指示
したキーワードを確認しながら読む。前回授業で指
示した用語やテーマについて調べる。（９０分）

授業のまとめ15

試験で間違えた箇所、理解があいまいだった箇所に
ついてプリント等を確認して見直し、復習を行う。
（９０分）

試験に向けて授業内容の振り返りを行う。（９０分
）定期試験（６０分の試験後、残りの３０分で解説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

科目名称 障害者に対する支援と

専門科目科目分類区分

畠山　明子（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS112016（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）畠山　明子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅤ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082066（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

484－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅤ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082066（科目ナンバリング： ）

前期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



生涯学習理論等について、
理解が不十分である。

485－ －

ルーブリック

評価項目

1 香川正弘 ミネルヴァ書房 978-4-623-07631-4

概要

履修目標
生涯学習について具体的な活動の現状から学び、生涯学習の学習者・支援者としての理解を深めると共に生涯学習について国際化・情報化等の視点から、今後の動
向を考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
生涯学習の歴史や基礎的知識を身に付け、それらと多様な教育の理念との関りや過去から現在に至る教育の歴史的変遷を理解できる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換(グループ)、発
表等の一連の活動を行う。また、できるだけ具体的な事例から生涯学習の理解を深め、生涯においてどう関わるか、また、支援者としての関わりを考えられるよう
に構成する。

授業の方法
授業ではパワーポイント及び配布物(レジメ)で実施し、資料にて説明した後、グループワーク等で思考・考察、意見交換・討論、発表等の一連の活動を行う。また
、実践事例のVTR教材視聴後に事例に基づくレポート提出を行う。なお、レポートにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなす。
経営学科と社会福祉学科とが同一クラスで授業を行う。

資格指定科目
教職課程（全教科）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

生涯学習理論等の理解

生涯学習に関する情報や実
践に対する思考･判断･表現

授業への参加態度・姿勢

生涯学習理論等について、
学修したを知識・技能を基
盤に、さらに知識等を深め
ようとすることができた。

生涯学習理論等について、
意欲的に学び、必要な知識
・技能を理解することがで
きた。

生涯学習理論等について必
要な知識・技能を理解でき
た。

生涯学習理論等についての
知識・技能を一定程度理解
できた。

生涯学習について積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して表現するこ
とができた。

生涯学習について思考・判
断し、個人やグループで表
現することができた。

生涯学習について、個人や
グループで思考活動等に取
り組み、表現しようとする
ことができた。

生涯学習について、思考活
動等に一定程度取り組み、
表現しようとしていた。

生涯学習について、思考・
判断・表現について必要な
取組ができなかった。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が一定程度み
られた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる生涯学習(改訂版)』 2016

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 生涯学習概論Ⅱ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU421074（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（生
涯学習）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ １０％ ０％ ２０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

486－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 生涯学習と生涯教育・社会教育等について（復習と
シラバスの説明）

教科書から「生涯学習社会」についての課題を整理
する(90分)

2 北海道の生涯学習
―　札幌市の生涯学習の歴史と仕組み

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)3 生涯学習と自己形成１

―　人間形成と教育・学習等 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習と自己形成２
―　ライフサイクルと発達課題等4

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習と自己形成３
―　生涯学習と生涯設計等5

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

諸外国の生涯学習１
―　ドイツ・オランダ等の生涯学習6

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

諸外国の生涯学習２
―　フランス・イタリア、北欧諸国の生涯学習7

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習施設
―　北海道と札幌市の生涯学習施設の取り組み　8

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

諸外国の生涯学習３
―　発展途上国の生涯学習9

10 諸外国の生涯学習４
―　国際機関等の生涯学習〈中間テスト〉

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

施設に基づいた生涯学習活動
―　図書館・公民館等・生涯スポーツ他11

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習の課題と取り組み
―　外国の取り組みと課題（レポート）12

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習の現代的課題と内容１　―　さまざまな学
習課題と学習内容（生きがい、健康、町づくり等）13

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習の現代的課題と内容２　―　さまざまな学
習課題と学習内容　（少子高齢化、消費者問題等）14

重要な用語や事柄等を整理し、レポートを作成する
(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る(90分)

生涯学習の今後の動向
―　生涯学習のまとめ～「これまで」と「これから
」

15

試験の結果を見直す（90分）教科書等で講義内容を整理する。(90分)定期試験（60分の試験終了後、残りの30分で解説す
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと(90分)

科目名称 生涯学習概論Ⅱ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU421074（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（生
涯学習）について指導する。

基本情報

開講時期



精神医学，精神医療の歴史
を説明できなかった。

487－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会
＝編集

中央法規出版 978-4-8058-5312-2

概要

履修目標
精神医学の歴史や現状を理解する。脳および神経の解剖と生理を理解する。さらに、代表的な精神疾患を理解し、精神を病む人間存在を支援するための福祉の理念
を論じる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
１．精神医学，精神医療の歴史を説明する。２．脳および神経の生理・解剖の基礎を説明する。3．代表的な精神障害について説明する。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉士の業務に必要な精神医学の知識の理解，とくに主要な精神疾患の症状，経過，治療等についての理解を深める。

授業の方法
講義形式で各授業を進行する。教科書の概説および毎回、関連する資料を配布し説明する。適宜グループワークやディスカッションを行い理解を深める。授業の冒
頭において，前回のまとめを行う。わからない部分については質問を受けつける。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
必ず予習をして、積極的に質問して，わからないことをその場できちんと理解してほしい。授業の冒頭で前回のまとめを行う。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

精神医学の歴史についての
理解が目標のレベルを達成
しているか。

脳や神経の解剖学と生理学
の理解が目標のレベルを達
成しているか。

代表的な精神疾患について
の理解が目標のレベルを達
成しているか。

精神医学、精神医療の歴史
を、批判的に考察して、支
援のあり方について説明で
きた。

精神医学、精神医療の歴史
から、支援のあり方を説明
できた。

精神医学、精神医療の歴史
の詳細を説明できた。

精神医学，精神医療の歴史
の概要を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
て理解し、精神症状との関
連を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
て理解し、精神疾患の病態
を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
ての基本的な知識について
説明できた。

脳の解剖学についての基礎
的な知識を説明できた。

脳の解剖学について説明で
きなかった。

代表的な精神疾患の原因、
診断、治療および福祉的支
援のあり方について説明で
きた。

代表的な精神疾患の原因、
診断、治療の詳細について
説明できた。

代表的な精神疾患の診断と
治療の概要について説明で
きた。

代表的な精神疾患の概要に
ついて説明できた。

代表的な精神疾患について
説明できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新精神保健福祉士養成講座　第１巻　精神疾患
とその治療　第2版』

2016年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神疾患とその治療Ⅰ

専門科目科目分類区分

伊東　隆雄（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

PSS123037（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊東　隆雄（社会福祉学科
・非常勤講師）　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健指定医、精神科専門医として、大学病院や総合病院精神科での豊富な臨床経験に基
づいて、授業を展開する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
筆記試験で規定の成績を得たもの。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

１００％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

488－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと
（90分）

2 精神医学，精神医療の歴史 教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）3 脳および神経の生理・解剖 講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて

おくこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）精神医学の概念4

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）精神障害の成因と分類5

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）診断法①　診断の手順と方法6

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）診断法②　精神症状と状態像7

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）診断法③　心理検査と身体的検査8

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害①　症状性を含む器質性精神障害
（老人性認知症を含む）9

10 代表的な精神障害②　精神作用物質使用による精神
および行動の障害

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害③　統合失調症，統合失調型障害
および妄想性障害11

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）代表的な精神障害④　気分（感情）障害12

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害⑤　神経症性障害，ストレス関連
障害および身体表現性障害13

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害⑥　生理的障害および身体的要因
に関連した行動症候群14

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

講義全体でわからないことがあれば質問をまとめて
おくこと（90分）まとめ15

試験および解説を受けて講義全体をふりかえり理解
を深めること（90分）

試験に備えて講義全体のふりかえりを行うこと（90
分）

定期試験
60分の試験終了後，残りの30分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）
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31

32

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

科目名称 精神疾患とその治療Ⅰ

専門科目科目分類区分

伊東　隆雄（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

PSS123037（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊東　隆雄（社会福祉学科
・非常勤講師）　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健指定医、精神科専門医として、大学病院や総合病院精神科での豊富な臨床経験に基
づいて、授業を展開する。

基本情報

開講時期



テキストの内容について、
理解できなかった。

489－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力と語学力を幅広く身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを修得する。それぞれの場面に合った日本語の表現方法を学び、円滑
な会話やコミュニケーションに必要な能力を伸ばす。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
様々な文章を読み、ディスカッションや発表などの活動を通して、総合的な日本語運用能力を身に付ける。

授業全体の内容と概要
様々な文章を読み、内容および日本語の表現について理解を深めるとともに、ディスカッションや発表などの活動を行うために必要な表現・構成についても学習を
行う。日本語能力試験N2からN1レベル相当の内容を取り扱う。

授業の方法
授業では主にプリントなどを用いながら、ディスカッションや発表などを学習活動に取り入れて講義を行う。指定された課題を作成してもらうほか、レポート作成
など、自主的に行い、提出したものがあれば評価の対象とする。また、受講者数に応じてグループワークおよびグループ発表を行う場合がある。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受講対象者は留学生とする。前期に開講される上級日本語Ⅰを受講していることを前提とする。受講者の発表や意見交換に向けて、資料の用意や課題作文など積極
的に取り組むこと。また、事前に配布される資料には必ず目を通しておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章理解

日本語表現

発表

テキストに関する一般的な
背景知識および具体的な関
連情報を使用しながら、筆
者の主張についてより複雑
な推論を行うことができた
。

筆者の主張について、一般
的な背景知識も考慮しなが
ら基礎的な推論を行うこと
ができた。

テキストの内容を理解し、
その構造や特徴、筆者の主
張についても理解できた。

テキストの内容を理解し、
別の言葉で説明したり、要
約することができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、発
表や課題作文内で実際に用
いることができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、適
切に使用することができた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解し、各
日本語表現の使用場面が理
解できた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解できた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、理解でき
なかった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。適切な引用により、
内容に具体性があり、説得
力があった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。また、主張内容が資
料と一貫性のあるものだっ
た。

適切な資料を用いながら、
主張内容が明確な発表を行
うことができた。

主張内容について、関連性
のある資料を用いながら、
理解可能な発表を行うこと
ができた。

話し方や発表資料が適切で
なく、主張が理解できなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『学生の能力と興味に応じて教材を指定・作成す
る。』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『参考図書・文献類は授業中にプリント等を用い
随時紹介する。』

2

3

4

5

科目名称 上級日本語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN053036（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。（但し、経営学科は１１回以上）　出席状況、課題提出、発表能力、試験、授業への参加態度など総合的に判
断する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

490－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説～プレースメント
テスト・実力確認を含む～）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 上級表現練習（１）トピック① １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 上級表現練習（２）トピック① ２回目 講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む

こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（３）トピック① ３回目4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（４）トピック② １回目5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（５）トピック② ２回目6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（６）トピック② ３回目7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（７）トピック③ １回目8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（８）トピック③ ２回目9

10 上級表現練習（９）トピック③ ３回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１０）トピック④ １回目11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１１）トピック④ ２回目12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１２）トピック④ ３回目13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１３）発表と質疑応答14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１４）まとめ15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

科目名称 上級日本語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN053036（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・３年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

491－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
・量的調査、質的調査の方法論を習得し、あわせて数学的分析方法を理解する。
・ソーシャルワーク技法における評価技法を理解する。
・統計法及び社会調査における倫理規定について理解し、ソーシャルワーカーの倫理綱領との共通点を理解する。
・社会調査の歴史を理解し、科学的調査技法の発展のプロセスを理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
・量的調査、質的調査の技法と分析方法を習得する。
・個人情報保護法下における調査倫理を理解する。
・データ分析におけるＩＴ機器と統計ソフトの活用方法を習得する。

授業全体の内容と概要
・社会調査とソーシャルワークの関係の紹介（調査事例を用いる）。
・量的調査、質的調査の技法の紹介。
・調査倫理と個人情報保護法について関連法規を紹介して関係性を分析。
・データ分析方法と統計ソフトの紹介。

授業の方法
１５回の講義において教員がプリント・資料を用意して講義形式で行う。また、データ分析においては基礎解析などの数学の基本が必要になるので数学の基本的講
義も行う。課題として高校数学の復習を課す。
学生からの質問等に随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的な講義の参加を心掛けること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャルワーカー資格課
程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

量的調査の方法論の理解

質的調査の方法論の理解

社会調査者の倫理規定につ
いての理解

テーマ設定、仮説の構成と
質問文への昇華、回答選択
肢の選定、現地調査の方法
、統計分析の手順を全て説
明できる。

テーマ設定、仮説の構成と
質問文への昇華、回答選択
肢の選定について説明でき
る。

テーマ設定、質問文の作成
と注意、回答選択肢の選定
、現地調査の方法について
説明できる。

質問文の作成と現地調査の
方法について説明できる。

参与者と観察者の位置づけ
、記述方法、インタビュー
方法、質的分析（ＫＪ法、
ＭＧＴＡ法）についてすべ
て説明できる。

参与者と観察者の位置づけ
、記述方法、インタビュー
方法と質的分析の一つを説
明できる。

参与者と観察者の位置づけ
、記述方法、インタビュー
方法について説明できる。

面接・観察について説明で
きる。

左記の内容が何一つできて
いない。

社会調査者の倫理規定と社
会福祉士の倫理綱領との共
通点と各々の独自性を全て
言語で説明できる。

社会調査者の倫理規定と社
会福祉士の倫理綱領各々の
独自性について言語で説明
できる。

社会調査者の倫理規定と社
会福祉士の倫理綱領各々の
共通点について言語で説明
できる。

社会調査者の倫理規定につ
いて言語で説明できる。

社会調査者の倫理規定につ
いての説明ができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会調査の基礎

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC112017（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
最低出席回数１０回以上をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

492－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明　社会調査とソーシャルワーク技法
の関連 基礎数学の復習（90分）

2 量的調査の概要 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの熟読（90分）

前回プリントの読み込み（90分）3 量的調査技法１（テーマの設定） 配布プリントの熟読（90分）

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）量的調査技法２（仮説の設定）4

配布プリントの熟読（90分前回プリントの読み込み（90分）量的調査技法３（質問文の作成）5

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）量的調査技法４（サンプリング）6

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）量的調査技法５（プリテストと本調査、その注意点
）7

配布プリントの熟読　量的調査全体の復習（90分）前回プリントの読み込み1次関数2次関数の復習（90
分）

量的調査技法６（データ解析法　ＩＴ機器の活用法
）8

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）質的調査技法１（フィールドの設定）9

10 質的調査技法２（フィールドにおけるサンプリング
） 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの熟読（90分）

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）質的調査技法３（フィールドにおける記録と聞き取
り）11

配布プリントの熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）質的調査技法４（質的分析　グランデッドセオリー
アプローチを中心に）12

配布プリントの熟読　事例の熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）質的調査技法５（質的調査事例の紹介１）13

配布プリントの熟読　事例の熟読（90分）前回プリントの読み込み（90分）質的調査技法６（質的調査事例の紹介２）14

講義全体の総復習（90分）前回プリントの読み込み（90分）調査倫理と個人情報保護法との関連15

自己総括（90分）講義全体の総復習（90分）定期試験（６０分試験終了後３０分解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布プリントの熟読（90分）

科目名称 社会調査の基礎

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC112017（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



493－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅥ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082067（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

494－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅥ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082067（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



精神医学，精神医療の歴史
を説明できなかった。

495－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会
＝編集

中央法規出版 978-4-8058-5312-2

概要

履修目標
精神医学の歴史や現状を理解する。脳および神経の解剖と生理を理解する。さらに、代表的な精神疾患を理解し、精神を病む人間存在を支援するための福祉の理念
を論じる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
１．精神医学，精神医療の歴史を説明する。２．脳および神経の生理・解剖の基礎を説明する。3．代表的な精神障害について説明する。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉士の業務に必要な精神医学の知識の理解，とくに主要な精神疾患の症状，経過，治療等についての理解を深める。

授業の方法
講義形式で各授業を進行する。教科書の概説および毎回、関連する資料を配布し説明する。適宜グループワークやディスカッションを行い理解を深める。授業の冒
頭において，前回のまとめを行う。わからない部分については質問を受けつける。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
必ず予習をして、積極的に質問して，わからないことをその場できちんと理解してほしい。授業の冒頭で前回のまとめを行う。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

精神医学の歴史についての
理解が目標のレベルを達成
しているか。

脳や神経の解剖学と生理学
の理解が目標のレベルを達
成しているか。

代表的な精神疾患について
の理解が目標のレベルを達
成しているか。

精神医学、精神医療の歴史
を、批判的に考察して、支
援のあり方について説明で
きた。

精神医学、精神医療の歴史
から、支援のあり方を説明
できた。

精神医学、精神医療の歴史
の詳細を説明できた。

精神医学，精神医療の歴史
の概要を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
て理解し、精神症状との関
連を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
て理解し、精神疾患の病態
を説明できた。

脳の解剖学と生理学につい
ての基本的な知識について
説明できた。

脳の解剖学についての基礎
的な知識を説明できた。

脳の解剖学について説明で
きなかった。

代表的な精神疾患の原因、
診断、治療および福祉的支
援のあり方について説明で
きた。

代表的な精神疾患の原因、
診断、治療の詳細について
説明できた。

代表的な精神疾患の診断と
治療の概要について説明で
きた。

代表的な精神疾患の概要に
ついて説明できた。

代表的な精神疾患について
説明できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新精神保健福祉士養成講座　第１巻　精神疾患
とその治療　第2版』

2016年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神疾患とその治療Ⅱ

専門科目科目分類区分

伊東　隆雄（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

PSS123038（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊東　隆雄（社会福祉学科
・非常勤講師）　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健指定医、精神科専門医として、大学病院や総合病院精神科での豊富な臨床経験に基
づいて、授業を展開する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
筆記試験で規定の成績を得たもの。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

１００％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

496－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと
（90分）

2 代表的な精神障害①　成人の人格および行動の障害 教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）3 代表的な精神障害②　精神遅滞 講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて

おくこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）代表的な精神障害③　心理的発達の障害4

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害④　小児期および青年期に通常発
症する行動および情緒の障害および特定不能の精神
障害

5

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

代表的な精神障害⑤　神経系の疾患（てんかんを含
む）6

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）治療法①　身体的療法　薬物療法とその副作用7

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）治療法②　身体的療法　電気ショック療法8

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）治療法③　精神療法9

10 治療法④　環境・社会療法 教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）治療法⑤　精神科リハビリテーション11

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

病院精神医療（身体合併症医療，インフォームドコ
ンセントを含む）12

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）

精神科救急医療（インフォームドコンセントを含む
）13

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

教科書において学習内容に該当する箇所を読んでお
くこと（90分）地域精神医学14

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

講義全体でわからないことがあれば質問をまとめて
おくこと（90分）まとめ15

試験および解説を受けて講義全体をふりかえり理解
を深めること（90分）

試験に備えて講義全体のふりかえりを行うこと（90
分）

定期試験
60分の試験終了後，残りの30分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，教科書・ノートをまとめて
おくこと（90分）

科目名称 精神疾患とその治療Ⅱ

専門科目科目分類区分

伊東　隆雄（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

PSS123038（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）伊東　隆雄（社会福祉学科
・非常勤講師）　 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健指定医、精神科専門医として、大学病院や総合病院精神科での豊富な臨床経験に基
づいて、授業を展開する。

基本情報

開講時期



古典の時代、作者などの基
本知識を持っていない。

497－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
ますますグローバル化が進む中で、諸地域の文化を学ぶことはより重要になっている。本授業では日本文化の一端である古典を読みながら、その基本知識を学んで
日本文化の歴史を振り返るとともに、その特徴について考察できるようにする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．それぞれの古典の歴史的背景を理解する。
２．それぞれの古典の内容を理解する。
３．それぞれの古典について、適切に説明、紹介できる。

授業全体の内容と概要
１．古典についてそれぞれテキスト読解を行う。
２．古典についての歴史的背景や評価の歴史的変遷をたどる。
３．現代における古典の理解について考察する。

授業の方法
毎回、テキストとそれに伴う資料等をあらかじめ配布する。それに基づきテキスト読解を行う。受講者はそれぞれテキスト読解を担当し、発表を行う。提出された
レポートにはコメントするなどのフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回、テキスト読解を担当してもらい、それについて質疑応答を行う。また小文提出をもって出席に代える。私語厳禁。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

古典についての知識

テキスト読解

テキストについての考察

古典についてのその関係性
を含めた多様な知識を持つ
とともに、その評価の歴史
的変遷についての知識を持
っている。

古典の基本知識や歴史的背
景の知識を持ち、複数の古
典について、その関係性を
指摘できる。

古典の時代、作者などの基
本知識に加え、その歴史的
背景の知識を持っている。

古典の時代、作者などの基
本知識を持っている。

授業内において、テキスト
読解において、適切に現代
語訳でき、そのテキストに
ついて説明し、それに対す
る評価を行うことができる
。

授業内において、テキスト
読解において、適切に現代
語訳でき、かつそのテキス
トについての説明ができる
。

授業内において、テキスト
読解において、現代語訳し
、適切に表現できる。

授業内において、テキスト
読解において、現代語訳（
逐語訳）することができる
。

授業内において、テキスト
読解が行えていない。

レポートにおいて、取り上
げた3つ以上のテキストに
ついて、現代語訳を行い、
その意味について考察がな
されているとともに、その
関係性を分析しできている
。

レポートにおいて、取り上
げた複数のテキストについ
て、現代語訳を行い、その
意味について考察がなされ
ているとともに、その関係
性を分析できている。

レポートにおいて、取り上
げた複数のテキストについ
て、現代語訳を行い、その
意味について考察がなされ
ている。

レポートにおいて、取り上
げたテキストの現代語訳を
行い、その意味について考
察がなされている。

レポートにおいて、取り上
げたテキストの現代語訳を
行えず、その意味について
の考察がなされていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 日本文化史

専門科目科目分類区分

牧之内　友（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

HIS422057（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）牧之内　友 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

498－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション

シラバスを熟読し、本講義について理解する（９０
分）

2 日本文化史概観　特に文化観について 学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）資料およびノートをまとめる（９０分）

学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）3 古典を読む１　『古事記』『日本書紀』 資料およびノートをまとめる（９０分）

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む２　『風土記』4

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む３　『竹取物語』5

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む４　『日本霊異記』6

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む５　『今昔物語』7

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む６　『古今著聞集』8

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む７　『方丈記』9

10 古典を読む８　『徒然草』 学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）資料およびノートをまとめる（９０分）

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む９　御伽草子　その１11

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む１０　御伽草子　その２12

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む１１　『愚管抄』13

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む１２　『神皇正統記』14

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）古典を読む１３　『読史余論』15

資料およびノートをまとめる（９０分）学習内容に関連する事柄について調べる（９０分）まとめ　レポート解説とフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

説明内容を確認しまと
める（９０分）

科目名称 日本文化史

専門科目科目分類区分

牧之内　友（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

HIS422057（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）牧之内　友 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テキストの内容について、
理解できなかった。

499－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力と語学力を幅広く身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを修得する。それぞれの場面に合った日本語の表現方法を学び、円滑
な会話やコミュニケーションに必要な能力を伸ばす。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
様々な文章を読み、ディスカッションや発表などの活動を通して、総合的な日本語運用能力を身に付ける。

授業全体の内容と概要
様々な文章を読み、内容および日本語の表現について理解を深めるとともに、ディスカッションや発表などの活動を行うために必要な表現・構成についても学習を
行う。日本語能力試験N1レベル相当以上の内容を取り扱う。

授業の方法
授業では主にプリントなどを用いながら、ディスカッションや発表などを学習活動に取り入れて講義を行う。指定された課題を作成してもらうほか、レポート作成
など、自主的に行い、提出したものがあれば評価の対象とする。また、受講者数に応じてグループワークおよびグループ発表を行う場合がある。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受講対象者は留学生とする。受講者の発表や意見交換に向けて、資料の用意や課題作文など積極的に取り組むこと。また、事前に配布される資料には必ず目を通し
ておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章理解

日本語表現

発表

テキストに関する一般的な
背景知識および具体的な関
連情報を使用しながら、筆
者の主張についてより複雑
な推論を行うことができた
。

筆者の主張について、一般
的な背景知識も考慮しなが
ら基礎的な推論を行うこと
ができた。

テキストの内容を理解し、
その構造や特徴、筆者の主
張についても理解できた。

テキストの内容を理解し、
別の言葉で説明したり、要
約することができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、発
表や課題作文内で実際に用
いることができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、適
切に使用することができた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解し、各
日本語表現の使用場面が理
解できた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解できた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、理解でき
なかった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。適切な引用により、
内容に具体性があり、説得
力があった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。また、主張内容が資
料と一貫性のあるものだっ
た。

適切な資料を用いながら、
主張内容が明確な発表を行
うことができた。

主張内容について、関連性
のある資料を用いながら、
理解可能な発表を行うこと
ができた。

話し方や発表資料が適切で
なく、主張が理解できなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『学生の能力と興味に応じて教材を指定・作成す
る。』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『参考図書・文献類は授業中にプリント等を用い
随時紹介する。』

2

3

4

5

科目名称 上級日本語Ⅲ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN054037（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・４年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。出席状況、課題提出、発表能力、試験、授業への参加態度など総合的に判断する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

500－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説～プレースメント
テスト・実力確認を含む～）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 上級表現練習（１）トピック① １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 上級表現練習（２）トピック① ２回目 講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む

こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（３）トピック① ３回目4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（４）トピック① ４回目5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（５）トピック② １回目6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（６）トピック② ２回目7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（７）トピック② ３回目8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（８）トピック② ４回目9

10 上級表現練習（９）トピック③ １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１０）トピック③ ２回目11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１１）トピック③ ３回目12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１２）トピック③ ４回目13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１３）発表と質疑応答14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１４）まとめ15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

科目名称 上級日本語Ⅲ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN054037（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・４年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



国，都道府県，市町村の役
割を理解できていない。

501－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
福祉行政，福祉財政および福祉計画，それぞれの主体と目的はもちろん，方法と課題についても理解できるようになる。世界情勢や日本の社会構造の変化が，社会
サービス・システムの構造的変化に大きく関連することを理解できるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
福祉行政の主体と目的を理解する。福祉財政の主体と現状を理解する。福祉計画の根拠法・主体・目的・方法を理解する。大学の授業としての論理的考察および，
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験共通科目での出題傾向をも意識する。

授業全体の内容と概要
国，都道府県，市町村および行政組織・団体の福祉的役割，その裏付けとなる財政のあり方と計画の目的・意義を学ぶことから，マクロ的視点での社会サービス・
システムを理解する。

授業の方法
ポイントを記したレジュメ（プリント）を配布する。開始5～10分は，前回の復習を口頭試問形式で行う。その後は，配布済みレジュメに従い空き行間に重要事項を
メモする形の講義形式をとるが，理解度の確認のため随時問いかけをさせてもらう。質問には随時対応する。復習を兼ねて，授業中のメモを教科書などを参考にノ
ートにまとめることを推奨する。中間試験（論述）を採点後返す際、解答の仕方など個別に指導する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
これまでに修得した他の授業との関わりに注意する。
授業中の積極性は，授業終了時に名前を呼んでの出席確認を行うことで判定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャ
ルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

福祉行政の理解

福祉財政の理解

福祉計画の理解

国，都道府県，市町村の役
割と相互の関係を理解する
だけでなく，その課題に気
付き対応策を説明できる。

国，都道府県，市町村の役
割と相互の関係を理解する
だけでなく，その課題を説
明できる。

国，都道府県，市町村の役
割と相互の関係を説明でき
る。

国，都道府県，市町村の役
割を理解している。

福祉財政と所得再分配を関
連付けて説明することがで
きる。

福祉財政全体として，財源
と支出の課題を説明できる
。

国，都道府県，市町村の財
政状況を理解するとともに
，その財源と支出を説明で
きる。

国，都道府県，市町村の財
政状況を理解する。

国，都道府県，市町村の財
政状況を理解できない。

現実の地域福祉に福祉計画
がどの様な役割を担ってい
るかを説明できる。

地域福祉計画と他の福祉計
画に整合性が必要な理由を
説明できる。

国の方針，都道府県計画と
市町村計画の相互関連を説
明できる。

個々の福祉計画の主体と目
的を理解する。

個々の福祉計画の主体と目
的を理解できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 福祉行財政と福祉計画

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423087・SWS523098（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。
積極的な授業参加（発言する，回答する，メモを取る，など）を平常点とする。
論述の中間試験と定期試験、平常点の総計で単位認定を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

502－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む），制
度改正と行財政のイメージング

シラバスの読み込みと制度改革を調べてくる　（90
分）

2 福祉行政の実施体制（1）
統治機構，行政と法規

参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）3 福祉行政の実施体制（2）

国，都道府県，市町村の役割 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉行政の実施体制（3）
組織・団体と専門職の役割4

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉財政（1）
税と社会保険料および所得再分配5

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉財政（2）
国家財政（社会保障財政），地方公共団体の財政6

今回のノートをまとめるとともに中間試験のため見
直しを行う（90分）

参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉財政（3）
国民負担率，給付付き税額控除等7

自身の解答を振り返る　　（90分）中間試験の準備をする　　（90分）福祉行財政の振り返りと中間試験8

今回のノートをまとめるとともに自身の課題克服の
方法を考える（90分）

参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

中間試験結果からの個別課題とアドバイス
福祉計画の意義と目的9

10 福祉計画の主体と方法 参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉計画の実際（1）
高齢者保健福祉，介護保険11

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉計画の実際（2）
障害者福祉，保健医療12

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉計画の実際（3）
子ども家庭福祉，次世代育成，男女共同参画・DV13

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となるテキストを読み本授業のイメージを持て
るようにする（90分）

福祉計画の実際（4）
地域福祉計画，その他14

定期試験に向け自身のノートの最終チェックを行う
　（90分）

市町村総合計画と福祉計画の関係を確認する（90分
）まとめとして振り返りと新たな動き15

試験の振り返り（90分）定期試験の準備をする（90分）定期試験（60分の試験終了後、試験のポイントを解
説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

科目名称 福祉行財政と福祉計画

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS423087・SWS523098（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



503－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082068（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

504－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅦ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082068（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業後の感想文がほとんど
書かれていない。

505－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
１．精神保健についての基本知識について理解する。
２．ライフサイクルにおける精神保健について理解する。
３．精神保健における個別課題への取り組みと実際について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
自分を取り巻く環境と精神保健との関連について理解し，職業人としての精神保健活動における役割について考えることができる。

授業全体の内容と概要
精神保健の基礎知識を理解し，ライフサイクルにおける精神保健，学校，職場，地域にいたるまで幅広く精神保健を学習し対策について考える。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行うが、内容によってはグループで討論することもある。毎回、授業の最後に学んだことや質問
をまとめて提出する。質問は次の授業で回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
精神保健に関連する疾患などについて事例を交えて学習する。毎回、授業の最後に学んだことをまとめて提出する。これは出席と成績に反映される。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

メンタルヘルス上の問題の
理解

授業に主体的に取り組む態
度

精神保健学的な思考力・判
断力の程度

資料やDVDなどの授業内容
を十分理解し、自分の考え
を含めた感想文を毎回提出
している。

授業後の感想文に自分の考
えについてある程度述べて
いる。

授業後の感想文に自分が理
解したことを大枠でまとめ
ている。

内容は乏しいが授業後の感
想文に記入している。

精神疾患を抱えた方への支
援方法についてわかりやす
く説明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法についておおむね説
明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について一定程度説
明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について多少説明で
きる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について説明するこ
とができない。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を十分行うことができ
る。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察をおおむね行うことが
できる。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を一定程度行うことが
できる。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を多少行うことができ
る。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を行うことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日本ソーシャルワーク教育学校
連盟

中央法規出版 4805855959

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・精神保健福祉士養成講座２　精神保健の課
題と支援　第３版』

2018

2

3

4

5

科目名称 精神保健の課題と支援

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSS122039（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある精神保健福祉士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

506－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。ガイダンス。 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 精神保健の概要 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 精神保健の意義と課題 授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健①　胎児期および

乳幼児期における精神保健4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健②　学童期におけ

る精神保健5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健③　思春期におけ

る精神保健6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健④　青年期におけ

る精神保健7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健⑤　成人期におけ

る精神保健8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ライフサイクルにおける精神保健⑥　老年期におけ

る精神保健9

10 家庭における精神保健対策 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）思春期の精神保健対策11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）職場における精神保健対策12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域における精神保健対策13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）アルコール関連問題14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）薬物乱用防止対策15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 精神保健の課題と支援

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSS122039（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある精神保健福祉士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期



出席回数が決定的に不足し
ている学生でレジメの意義
を理解できなかった。

507－ －

ルーブリック

評価項目

1 岩田　靖夫 岩波書店

概要

履修目標
速読法の取得。テーマと論点を明記するレジメの作成能力の構築。正しい本の読み方が身につけば、知識はそれについてくることを実感する。社会思想が生まれて
きた背景を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．と４．に対応する。

到達目標
各時代における社会の成り立ち、その中で思想が育まれていったことを学ぶ。

授業全体の内容と概要
社会思想はそれぞれの政治システム、文化などを背景にして生まれてきたものだが、一部の思想は時代精神となり、全世界に波及にいたる思想的な潮流となる。キ
リスト教、イスラム教の伝播から、西洋の合理主義精神と近代主義が世界に広がっていった歴史的な経緯を考える。

授業の方法
講義の前半の６０分弱を通常の講義にあて、残りの３０分は各学生が講義内容について何が理解でき、何がわからなかったかを論述してもらいます。３週ないし４
週に一度、書き出したメモ書きの提出を求めます。毎回出席して、メモ書きさえ出せば、単位習得可能の講義とします。わからなかったことについて黒板に書き出
すことを求めます。それを前提として、事象について議論します。学生の数人に対して、次週の章について、テーマ、論点を整理したレジメの作成を求めることも
します。質問は随時受け付け、フィードバックします。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視します。１２回以上出席すれば、最低限の成績ではありますが、単位は取得可能と考えてください。（最低出席数は１０回とします。）講義の過程で、
自主的なレポートをする機会を設けます。その発表ひとつひとつが加点の機会だと考えてください。７回以上欠席した場合、特段の事由がない限り、不可とします
。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

速読法の理解

論点の把握

知識の習得

自主性

各章のレジメ作成を２時間
以内にすませられる。

各章のレジメ作成３時間以
内にすまられる。

レジメの作成の仕方が理解
できる。

レジメの意義を理解できる
。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマの把握、論点の整理
が一応できる。

テーマと論点がわかる。 テーマと論点が理解できな
かった。

適切な知識を身に着けてい
る。

適切な知識を身に着けてい
る。

最重要課題についての知識
を身に着ている。

必要最低限の知識はある。 必要最低限の知識の習得が
できなかった。

発表回数多数回以上を達成
した学生。

発表回数３回以上を達成し
た学生。

発表回数２回以上を達成し
た学生。

発表回数１回以上を達成し
た学生。

発表できなかった学生。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ヨーロッパ思想入門』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会思想史

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

SOC422058（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。授業開始後20分以降の出席は受講回数から除外する（公共交通機関などの遅延の場合は例外とする）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

508－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 ホメロスの描くギリシヤの英雄たち テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）3 ギリシヤ三大悲劇とアテナイの民主制 復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ソクラテス4

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ペリクレスとプラトン5

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）アリストテレスとアレキサンダー大王6

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）旧約聖書の世界7

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）キリスト教とローマ帝国8

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ゲルマン諸国家9

10 ルネッサンス テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）宗教改革11

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）市民革命12

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ルソーの社社会契約説13

復習（90 分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）アダム・スミスと資本主義の芽生え14

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ヘーゲル15

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）まとめ　(レポートの解説、フィードバック)16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

レジメの作り方の確認（９０分）

科目名称 社会思想史

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

SOC422058（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

509－ －

ルーブリック

評価項目

1 教育実習を考える会編 蒼丘書林 9784915442117

概要

履修目標
（１）生徒の発達や学校生活の実態と理解
（２）学校環境（教職員組織、学級編成、施設設備等）の把握と理解
（３）教育課程の理解及び研究
（４）学習指導方法の理解及び研究
（５）特別活動、生徒指導、教育相談の実践及び研究
（６）学校・学級事務、ＰＴＡ活動、地域社会活動の実践及び研究
（７）教師としての勤務や研究活動の理解及び実践
　以上の項目を身に付けることができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．に対応する。

到達目標
高等学校での教育実習を経験することにより、教師として必要な最低限度の基礎的知識や技術を修得することができる。

授業全体の内容と概要
教育実習の現場で、指導教諭のもとで学習指導・生徒指導・学級経営・特別活動の指導・教材研究などに接し、教師として必要な基礎的知識や技術を修得すること
になる。また、課題となる実習項目も発見することができる。

授業の方法
高等学校での実践的な教育実習を経験することにより、教師として必要な教育課程の理解及び研究・学習指導方法の理解及び研究・特別活動・生徒始動など基礎的
知識や技術を修得する。教育実習後に提出する教育実習日誌とレポートついては、評価とコメントによりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席状況、受講態度の点で適格性を欠いていると判断された学生は、以後受講できなくなる場合があるので、真剣な取り組みを要する。

資格指定科目
教職課程（全教科）選択科目（高校のみの場合必修）

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、しっかり
と実習日誌が完成されてい
る。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
が完成されている。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
がほぼ完成されている。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
が完成されていない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
がたいへん良い授業である
。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
が良い授業である。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
がやや良い授業である。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われれず、内
容が良い授業ではない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新編　教育実習の常識』 2000

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『高等学校学習指導要領解説　各教科編（最新版
）』

2 北海道私立大学教職課程研究連
絡協議会編

学術図書出版社 9784780607772『教育実習の手引（第７版）』 2019

3

4

5

科目名称 教育実習Ⅱ

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144178・EDU244109・EDU344105・
EDU444122・EDU544135（科目ナンバリング： ）

後期集中

全学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
高等学校２週間以上（全授業時間６０時間以上）の教育実習を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

510－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（90分）

2 実習校での教育実習（１）　授業参観（観察）① 授業参観の準備をしておくこと。（90分） 今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）

授業参観の準備をしておくこと。（90分）3 実習校での教育実習（２）　授業参観（観察）② 今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）

今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）授業参観の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（3）　授業参観（観察）③4

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）
実習校での教育実習（４）
学級経営の参加①（ショート・ロングホームルーム
）

5

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（５）学級経営の参加②（生徒
指導）6

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（６）放課後の指導①（特別活
動）7

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（７）放課後の指導②（特別活
動）8

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（８）　授業実習①9

10 実習校での教育実習（９）　授業実習② 教材研究の準備をしておくこと。（90分） 今回の授業をまとめておくこと。（90分）

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（10）　授業実習③11

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（11）　授業実習④12

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（12）　授業実習⑤13

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（13）　授業実習⑥14

究授業の反省や課題をまとめておくこと。（90分）研究授業の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（１４）　研究授業15

指導教官等の意見等を集約しておくこと（90分）研究授業の反省や課題をまとめておくこと。（90分
）実習校での教育実習（１５）　研究授業の振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）

科目名称 教育実習Ⅱ

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144178・EDU244109・EDU344105・
EDU444122・EDU544135（科目ナンバリング： ）

後期集中

全学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テキストの内容について、
理解できなかった。

511－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
教養力と語学力を幅広く身に付け、日本における実社会で活躍するための高度な日本語スキルを修得する。それぞれの場面に合った日本語の表現方法を学び、円滑
な会話やコミュニケーションに必要な能力を身に付ける。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
様々な文章を読み、ディスカッションや発表などの活動を通して、総合的な日本語運用能力を身に付ける。

授業全体の内容と概要
様々な文章を読み、内容および日本語の表現について理解を深めるとともに、ディスカッションや発表などの活動を行うために必要な表現・構成についても学習を
行う。日本語能力試験N1レベル相当以上の内容を取り扱う。

授業の方法
授業では主にプリントなどを用いながら、ディスカッションや発表などを学習活動に取り入れて講義を行う。指定された課題を作成してもらうほか、レポート作成
など、自主的に行い、提出したものがあれば評価の対象とする。また、受講者数に応じてグループワークおよびグループ発表を行う場合がある。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受講対象者は留学生とする。前期に開講される上級日本語Ⅲを受講していることを前提とする。受講者の発表や意見交換に向けて、資料の用意や課題作文など積極
的に取り組むこと。また、事前に配布される資料には必ず目を通しておくこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

文章理解

日本語表現

発表

テキストに関する一般的な
背景知識および具体的な関
連情報を使用しながら、筆
者の主張についてより複雑
な推論を行うことができた
。

筆者の主張について、一般
的な背景知識も考慮しなが
ら基礎的な推論を行うこと
ができた。

テキストの内容を理解し、
その構造や特徴、筆者の主
張についても理解できた。

テキストの内容を理解し、
別の言葉で説明したり、要
約することができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、発
表や課題作文内で実際に用
いることができた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、意味や使
用場面について理解し、適
切に使用することができた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解し、各
日本語表現の使用場面が理
解できた。

クラス内で用いられた日本
語表現について、それぞれ
の表現の意味を理解できた
。

クラス内で用いられた日本
語表現について、理解でき
なかった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。適切な引用により、
内容に具体性があり、説得
力があった。

聞き手に配慮された多様な
資料を用いた、主張内容が
明確な発表を行うことがで
きた。また、主張内容が資
料と一貫性のあるものだっ
た。

適切な資料を用いながら、
主張内容が明確な発表を行
うことができた。

主張内容について、関連性
のある資料を用いながら、
理解可能な発表を行うこと
ができた。

話し方や発表資料が適切で
なく、主張が理解できなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『学生の能力と興味に応じて教材を指定・作成す
る。』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『参考図書・文献類は授業中にプリント等を用い
随時紹介する。』

2

3

4

5

科目名称 上級日本語Ⅳ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN054038（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・４年（留学生対象）対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。出席状況、課題提出、発表能力、試験、授業への参加態度など総合的に判断する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

512－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説～プレースメント
テスト・実力確認を含む～）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 上級表現練習（１）トピック① １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 上級表現練習（２）トピック① ２回目 講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む

こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（３）トピック① ３回目4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（４）トピック① ４回目5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（５）トピック② １回目6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（６）トピック② ２回目7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（７）トピック② ３回目8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（８）トピック② ４回目9

10 上級表現練習（９）トピック③ １回目 教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１０）トピック③ ２回目11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１１）トピック③ ３回目12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１２）トピック③ ４回目13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１３）発表と質疑応答14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）上級表現練習（１４）まとめ15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと授業では主にプリントなどを用いながら、ディ
スカッションや発表などを学習活動に取り入れて講

科目名称 上級日本語Ⅳ

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

JLN054038（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・４年（留学生対象）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



９回以下授業に参加し、積
極的に学習を行った。

513－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規 978－4－8058－5431
ー0

概要

履修目標
福祉サービスでは組織論や経営論が必要になっている背景を理解する。将来、社会福祉領域で活躍する際にも必要な知識となるため、組織論、リーダーシップ、経
営論なども学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
リーダーシップ論、組織論、経営論など説明できる。
福祉組織の課題を具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
福祉サービスに係る種々の組織や団体について理解し，組織のマネジメントに関する基礎理論，多様な知識にもとづくマネジメント論の観点から経営戦略のあり方
，適切なサービス提供体制などを取り上げる。

授業の方法
授業では教科書と板書を活用しながら知識を獲得していきます（プレゼンテーション・グループワーク・ディスカッション含む）。また、確認テストを時間内に実
施し、フィードバックとして回収後、回答の解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、教科書や板
書、確認テストを受けてい
る。

確認テストの内容を理解し
、定期試験の成績が６０点
以上である。

教科書、資料の内容を理解
するため事前学習を行い、
授業内で質問や自分の意見
をプレゼンテーションする
。

１５回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１４回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１３回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１２～１０回以上授業に参
加し、積極的に学習を行っ
た。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

事前学習を行い、授業中に
５回以上質問や意見を述べ
た。

事前学習を行い、授業中に
４回質問や意見を述べた。

事前学習を行い、授業中に
３回質問や意見を述べた。

事前学習を行い、授業中に
２回質問や意見を述べた。

事前学習や質問、意見など
が行えていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『『福祉サービスの組織と経営』』 ２０１７年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 福祉ｻｰﾋﾞｽの組織と経

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112019（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

独立型社会福祉士事務所を経営している教員が準市場における、社会福祉士のビジネスモデ
ルを提示していきます。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上の出席が必要。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ０％ ３０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

514－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、福祉サービスにおけるマネジメン
ト 事前に教科書を確認（９０分）

2 福祉サービスに係る組織・団体(１) 法人とは 事前に教科書を確認（９０分） ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）

事前に教科書を確認（９０分）3 福祉サービスに係る組織・団体(２) 社会福祉法人 ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）福祉サービスに係る組織・団体(３) 医療法人4

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）福祉サービスに係る組織・団体(４) NPO法人その他5

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）組織のマネジメントに関連する基礎理論(１) マネ
ジメントの本質6

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）組織のマネジメントに関連する基礎理論(２) 組織
のあり方7

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）組織のマネジメントに関連する基礎理論(３) 意思
決定論8

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）組織のマネジメントに関連する基礎理論(４) リー
ダーシップ論9

10 経営戦略の構築(１) サービスマネジメント 事前に教科書を確認（９０分） ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）経営戦略の構築(２) リスクマネジメント11

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）経営戦略の構築(３) ヒューマンリソースマネジメ
ント【人材採用】12

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）経営戦略の構築(４） ヒューマンリソースマネジメ
ント【能力開発】13

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）経営戦略の構築(５) ヒューマンリソースマネジメ
ント【評価処遇】14

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）事前に教科書を確認（９０分）経営戦略の構築(６) 会計・財務マネジメント【会
計基準】15

テストの復習（９０分）確認テストの学習（９０分）テスト及び試験問題の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理し、質問事項を考える(９０分）

科目名称 福祉ｻｰﾋﾞｽの組織と経

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112019（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

独立型社会福祉士事務所を経営している教員が準市場における、社会福祉士のビジネスモデ
ルを提示していきます。

基本情報

開講時期



515－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅧ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082069（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

授業形態 必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

516－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅧ

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

IRE082069（科目ナンバリング： ）

後期集中

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 1 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業後の感想文がほとんど
書かれていない。

517－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
１．精神保健についての基本知識について理解する。
２．ライフサイクルにおける精神保健について理解する。
３．精神保健における個別課題への取り組みと実際について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞１．と２．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
自分を取り巻く環境と精神保健との関連について理解し，職業人としての精神保健活動における役割について考えることができる。

授業全体の内容と概要
精神保健の基礎知識を理解し，ライフサイクルにおける精神保健，学校，職場，地域にいたるまで幅広く精神保健を学習し対策について考える。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行うが、内容によってはグループで討論することもある。毎回、授業の最後に学んだことや質問
をまとめて提出する。質問は次の授業で回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
精神保健に関連する疾患などについて事例を交えて学習する。毎回、授業の最後に学んだことをまとめて提出する。これは出席と成績に反映される。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

メンタルヘルス上の問題の
理解

主体的に授業に取り組む態
度

精神保健学的な思考・判断
力の程度

資料やDVDなどの授業内容
を十分理解し、自分の考え
を含めた感想文を毎回提出
している。

授業後の感想文に自分の考
えについてある程度述べて
いる。

授業後の感想文に自分が理
解したことを大枠でまとめ
ている。

内容は乏しいが授業後の感
想文に記入している。

精神疾患を抱えた方への支
援方法についてわかりやす
く説明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法についておおむね説
明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について一定程度説
明できる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について多少説明で
きる。

精神疾患を抱えた方への支
援方法について説明するこ
とができない。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を十分行うことができ
る。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察をおおむね行うことが
できる。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を一定程度行うことが
できる。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を多少行うことができ
る。

精神保健学の基本を踏まえ
てメンタルヘルスに関する
考察を行うことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日本ソーシャルワーク教育学校
連盟

中央法規出版 4805855959

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・精神保健福祉士養成講座２　精神保健の課
題と支援　第３版』

2018

2

3

4

5

科目名称 精神保健の課題と支援

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSS122040（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある精神保健福祉士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

518－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。ガイダンス 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 精神保健の意義と課題 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 学校における精神保健 授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ターミナルケアと精神保健4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神障害者対策5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）老人性認知症疾患対策6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域精神保健施策の概要7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）地域保健施策の概要8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）関係法規9

10 関連施設 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）世界の精神保健①11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）世界の精神保健②12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉行政①13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉行政②14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健とリハビリテーション15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 精神保健の課題と支援

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSS122040（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある精神保健福祉士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期



労働環境の現状と課題につ
いて関係するキーワードを
理解しておらず、説明・記
述が不十分である。

519－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
働くことの意味を考えながら、就労することに対する支援が必要な人たちとはどのような生活課題のある人たちなのか、どのような制度や機関、専門職が関わるの
か、さらに、ソーシャルワークの専門職としての社会福祉士はどのように就労支援を展開しているのかを理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①労働環境の現状について、データを用いて説明し課題を指摘できる。
②就労支援にかかわる法体系について、その概要について理解する。
③障害者の就労支援にかかわる制度の体系とその概要について理解し、課題を指摘できる。
④低所得者等の就労支援にかかわる制度の体系とその概要について理解し、課題を指摘できる。
⑤高齢者の就労支援にかかわる制度の体系とその概要について理解し、課題を指摘できる。

授業全体の内容と概要
①労働環境の現状と関連する法制度について学ぶ。
②障害者の就労支援について学ぶ。
③低所得者等の就労支援について学ぶ。
④高齢者の就労支援について学ぶ。

授業の方法
①配布資料に基づく講義形式になるが（グループワーク含む）、新聞記事の活用や映像資料の視聴、演習も取り入れる。配布された資料には板書事項を記述するこ
と。
②また、毎回の授業終了時、授業内容に関する小テスト（５問出題）を実施する。
③毎回の感想・質問等を記入するリアクションペーパーを配布・講義終了時に回収し、次回授業開始時にフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①配布資料は紛失しないよう、ファイリングするなどして管理を徹底すること。
②ニュースなどで報道される福祉に関わる話題について興味を持つこと。
③新聞記事などを題材として社会福祉の現状や課題を検討するなど、常に問題意識を持ちながら積極的に授業に参加すること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

労働環境の現状について、
データを用いて説明し課題
を指摘できる。

就労支援にかかわる法体系
について、その概要につい
て理解する。

障害者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要に
ついて理解し、課題を指摘
できる。

低所得者等の就労支援にか
かわる制度の体系とその概
要について理解し、課題を
指摘できる。

高齢者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要に
ついて理解し、課題を指摘
できる。

関係するデータを用いて労
働環境の現状と課題につい
て具体的に説明・記述でき
る。

関係するデータを用いて労
働環境の現状と課題につい
ておおむね具体的に説明・
記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより労働環境の
現状と課題について具体的
に説明・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより労働環境の
現状と課題についておおむ
ね説明・記述できる。

就労支援にかかわる法体系
の概要について具体的に説
明・記述できる。

就労支援にかかわる法体系
の概要についておおむね具
体的に説明・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより就労支援に
かかわる法体系の概要につ
いて具体的に説明・記述で
きる。

関係するキーワードを提示
することにより就労支援に
かかわる法体系の概要につ
いておおむね説明・記述で
きる。

就労支援にかかわる法体系
の概要について関係するキ
ーワードを理解しておらず
、説明・記述が不十分であ
る。

障害者の就労支援にかかわ
る制度の体系と概要、課題
について具体的に説明・記
述できる。

障害者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要、
課題についておおむね具体
的に説明・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者の就
労支援にかかわる制度の体
系とその概要、課題につい
て具体的に説明で・記述で
きる。

関係するキーワードを提示
することにより障害者の就
労支援にかかわる制度の体
系とその概要、課題につい
ておおむね説明・記述でき
る。

障害者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要、
課題について関係するキー
ワードを理解しておらず、
説明・記述が不十分である
。

低所得者等の就労支援にか
かわる制度の体系と概要、
課題について具体的に説明
・記述できる。

低所得者等の就労支援にか
かわる制度の体系とその概
要、課題についておおむね
具体的に説明・記述できる
。

関係するキーワードを提示
することにより低所得者等
の就労支援にかかわる制度
の体系とその概要、課題に
ついて具体的に説明で・記
述できる。

関係するキーワードを提示
することにより低所得者等
の就労支援にかかわる制度
の体系とその概要、課題に
ついておおむね説明・記述
できる。

低所得者等の就労支援にか
かわる制度の体系とその概
要、課題について関係する
キーワードを理解しておら
ず、説明・記述が不十分で
ある。

高齢者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要、
課題について関係するキー
ワードを理解しておらず、
説明・記述が不十分である
。

高齢者の就労支援にかかわ
る制度の体系と概要、課題
について具体的に説明・記
述できる。

高齢者の就労支援にかかわ
る制度の体系とその概要、
課題についておおむね具体
的に説明・記述できる。

関係するキーワードを提示
することにより高齢者の就
労支援にかかわる制度の体
系とその概要、課題につい
て具体的に説明で・記述で
きる

関係するキーワードを提示
することにより高齢者の就
労支援にかかわる制度の体
系とその概要、課題につい
ておおむね説明・記述でき
る。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 就労支援ｻｰﾋﾞｽ

専門科目科目分類区分

畠山　明子（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS112020（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）畠山　明子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
出席回数は５回以上あることを評価の前提条件とし、毎回の小テストの結果（８回×５点）、第９回に実施する定期試験（６０点）の結果を総合して評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ４０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

520－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 本講義の進め方、シラバスの説明、人が働くことの
意味、労働の動向と法制度

本講義で学ぶ概要についてシラバスの内容を確認す
る。（９０分）

2 障害者の就労支援①
障害者の就労状況と就労支援制度

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）3 障害者の就労支援②

障害者の就労支援機関と専門職
授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）

低所得者等の就労支援①
低所得者等の就労状況と就労支援制度4

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）

低所得者等の就労支援②
低所得者等の就労支援機関と専門職5

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）

高齢者の就労支援①
高齢者の就労状況と就労支援制度6

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

前回授業で指示した用語やテーマについて調べる。
（９０分）

高齢者の就労支援②
高齢者の就労支援機関と専門職、授業のまとめ7

試験で間違えた箇所、理解があいまいだった箇所に
ついてプリント等を確認して見直し、復習を行う。
（９０分）

試験に向けて授業内容の振り返りを行う。（９０分
）

定期試験（６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説を行います）8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業回の配布資料を用いて、重要なキーワードの復
習や疑問点等を確認する。（９０分）

科目名称 就労支援ｻｰﾋﾞｽ

専門科目科目分類区分

畠山　明子（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS112020（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）畠山　明子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

521－ －

ルーブリック

評価項目

1 臼井嘉一他 学文社 9784762019579

概要

履修目標
中学校の社会科教諭及び高等学校の地理歴史科教諭として最低限、身につけなければならない事、すなわち「社会科」・「地理歴史科」という教科の本質的な意義
と目的を、詳細に理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。

到達目標
実際に「社会科」・「地理歴史科」の授業計画を作成することや教壇に立てるだけの最低限のスキルを身につけ、教材研究ができる。

授業全体の内容と概要
教育実習の準備として、基本的な教科の理解及び教科の授業計画、教材研究、模擬授業（後期）等をマスターするので、教員の立場として物事を考えることが望ま
れる。前期は、社会・地理歴史科の基礎的な内容を学修して教材研究の方法を学び、後期には実践的な模擬授業を実施する。

授業の方法
授業形態は講義形式（板書等）が中心であるが、模擬授業の見学や参加などグループ学習・ディスカッションも含まれる。また、指導案やレポート等は、コメント
によりフィードバックを行う。なお、野外調査活動の一環として、地域のフィールドワークを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。
教育実習の準備として、基本的な教科の理解及び教科の授業計画、模擬授業の方法等をマスターするので、教員の立場として物事を考えること。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現していた。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができた。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
た。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができた。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができなかった。

右の記述を高いレベルで実
現していた。

フィールドワークを通して
、調査の観点に基づいて、
詳細に観察し情報を集める
ことができた。

フィールドワークを通して
、調査の観点に基づいて、
観察し情報を集めることが
できた。

フィールドワークを通して
、調査の観点に基づいて、
観察し情報を少ないが集め
ることができた。

フィールドワークを通して
、調査の観点に基づいて、
観察し情報を集めることが
できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新版　社会・地歴・公民科教育法』 2014

2 文部科学省 東洋館出版社 9784491034713『中学校学習指導要領解説　社会編』 2018

3 文部科学省 東洋館出版社 9784491036410『高等学校学習指導要領解説　地理歴史編』 2019

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 社会科・地理歴史科教

自由科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143166（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

522－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、授業の内容・進め方・評価方法の
ガイダンス 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 社会科教育の歴史（１）戦後教育の歩みについて 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）3 社会科教育の歴史（２）学習指導要領改訂の経過に
ついて レポート課題等を作成すること。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）社会科・地理歴史科の目標分析（１）4

レポート課題等を作成すること。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）社会科・地理歴史科の目標分析（２）5

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）社会科・地理歴史科の構造（１）6

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）社会科・地理歴史科の構造（２）7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）ディスカッションの準備学習をしておくこと。
（９０分）

社会科・地理歴史科教育の方法（１）ディスカッシ
ョン8

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学習をしておくこと。
（９０分）

社会科・地理歴史科教育の方法（２）ディスカッシ
ョン9

10 中学校社会科地理分野の指導について 前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）中学校社会科歴史分野の指導について11

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）中学校社会科公民分野の指導について12

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）中学校社会科総合分野の指導について13

レポート課題等を作成すること。（９０分）フィールドワークの準備学習をしておくこと。
（９０分）フィールドワーク（１）郷土資料館14

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）フィールドワークの準備学習をしておくこと。
（９０分）フィールドワーク（２）土地利用・地形等の巡検15

まとめの振り返り（９０分）まとめの準備（９０分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

科目名称 社会科・地理歴史科教

自由科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143166（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



更生保護制度の意義と仕組
みを説明することができな
かった。

523－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 978-4-8058-5433-4

概要

履修目標
今日求められている社会福祉と更生保護の連携強化を視野に、ソーシャルワーカーに必要とされる更生保護制度に関する知識・役割について理解を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
・更生保護制度の意義と仕組みを説明できる。
・更生保護制度を通じてソーシャルワーカーが担うべき役割を考えることができる。
・わが国の更生保護制度の現状と課題について自らの意見を示すことができる。

授業全体の内容と概要
刑事司法における更生保護の仕組みを学ぶとともに、犯罪をした者や非行のある少年に対する社会のなかでの処遇に関するソーシャルワーカーの関わりを考える。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コンメント
を付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・配付資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

履修目標を越えて広く刑事
司法と福祉に関する知識を
理解できた。

社会福祉と更生保護の連携
の必要性を視野にソーシャ
ルワーカーに必要な更生保
護に関する知識を理解でき
た。

社会福祉と更生保護の連携
の必要性を知ることができ
た。

更生保護制度の意義と仕組
みを説明することができた
。

刑事司法と司法福祉のあり
方について考えることがで
きた。

保護観察官、社会復帰調整
官の具体的業務について考
えることができ
た。

更生保護におけるソーシャ
ルワーカーの役割を考える
ことができた。

更生保護におけるソーシャ
ルワーカーの役割�を考え
る姿勢を示した。

更生保護におけるソーシャ
ルワーカーの役割を考える
姿勢を示せなかった。

社会福祉と更生保護との連
携について課題を提示する
ことができた。

更生保護におけるソーシャ
ルワーカーの役割について
意見を示すこ
とができた。

更生保護制度の現状を踏ま
えその課題について考える
姿勢を示した。

更生保護制度の現状につい
て自分の意見を示すことが
できた。

更生保護制度の現状につい
て考える姿勢を示せなかっ
た。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座２０　更生保護制度[
第４版] 』

２０１７

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 更生保護制度

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112021（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は５回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

524－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
近年の犯罪の特徴と社会内処遇の重要性－高齢者、
軽度の知的障害や発達障害をもつ犯罪者の増加など

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 更生保護制度の概要（1）－仮釈放，保護観察，生
活環境の調整 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分

）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 更生保護制度の概要（2）－更生緊急保護，恩赦，
犯罪予防活動

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）更生保護制度の担い手 　－保護観察官、保護司、

更生保護施設など4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）更生保護制度における関係機関・団体との連携5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）医療観察制度の概要6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会福祉と更生保護－更生保護の動向と課題－7

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 更生保護制度

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS112021（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



精神保健医療福祉について
の基礎的な知識を理解する
ことが難しい。

525－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805839461

概要

履修目標
精神保健医療福祉の誕生,どのような理念を基に支援をしているのかなどについて理解する。
ソーシャルワークの基礎知識や基本技術を獲得し、それらを関連づけて体系的に理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
精神障害者が置かれてきた歴史,精神科リハビリテーションの意義,精神保健福祉士の役割を理解する。

授業全体の内容と概要
①精神医療の特性(精神医療の歴史・動向や精神科病院の特性の理解を含む)と,精神障害者に対する支援の基本的考え方について学ぶ。
②精神科リハビリテーションの概念と構成及びチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割について学ぶ。

授業の方法
①授業形態は講義形式で行うが、適宜グループ学習を取り入れる。
②テキスト及び配布資料を使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。
④確認テストを実施し、解答回収後解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②必要な資料等は適宜配布する。
③２０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

精神保健医療福祉について
の基礎的な知識を深く理解
できる。

精神保健医療福祉について
の基礎的な知識をおおむね
理解できる。

精神保健医療福祉について
の基礎的な知識を理解でき
る。

精神保健医療福祉について
の基礎的な知識を多少理解
できる。

精神保健医療福祉の基本を
踏まえ、精神保健医療及び
福祉の理論及び方法につい
て十分に考察できる。

精神保健医療福祉の基本を
踏まえ、精神保健医療及び
福祉の理論及び方法につい
ておおむね考察できる。

精神保健医療福祉の基本を
踏まえ、精神保健医療及び
福祉の理論及び方法につい
て考察できる。

精神保健医療福祉の基本を
踏まえ、精神保健医療及び
福祉の理論及び方法につい
て多少考察できる。

精神保健医療福祉の基本を
踏まえ、精神保健医療及び
福祉の理論及び方法につい
て考察することが難しい。

精神保健医療福祉について
理解したことを適切に説明
できる。

精神保健医療福祉について
理解したことをおおむね説
明できる。

精神保健医療福祉について
理解したことを説明できる
。

精神保健医療福祉について
理解したことを多少説明で
きる。

精神保健医療福祉について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』 2014

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS122042（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉歴史や動
向及び精神科リハビリテーション理解のための指導をする。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

526－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
精神保健福祉の理論と相談援助の展開の学びについ
てのガイダンス

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 精神保健医療福祉の歴史と動向について（概論） 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 精神保健医療福祉の日本の歴史と動向について ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健医療福祉の日本の歴史と動向について4

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健医療福祉の諸外国の歴史と動向について5

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の活動の歴史と動向について6

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の活動の歴史と動向について7

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神障害者に対する支援の理念、支援対象者につい
て8

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神障害者の人権について9

10 精神障害者の権利擁護と制度について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神科リハビリテーションの概念・理念について11

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神科リハビリテーションの概念・理念について12

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神科リハビリテーションの意義と基本原則につい
て13

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神科リハビリテーションの構成について14

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神科リハビリテーションの展開について15

試験の振り返りを行うこと（９０分）試験のための学習（９０分）試験（６０分）実施、終了後解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート・資料整理を行うこと（９０分）

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS122042（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉歴史や動
向及び精神科リハビリテーション理解のための指導をする。

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

527－ －

ルーブリック

評価項目

1 臼井嘉一他 学文社 9784762019579

概要

履修目標
中学校の社会科教諭及び高等学校の地理歴史科教諭として最低限、身につけなければならない事、すなわち「社会科」・「地理歴史科」という教科の本質的な意義
と目的を、詳細に理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。

到達目標
実際に「社会科」・「地理歴史科」の授業計画を作成することや教壇に立てるだけの最低限のスキルを身につけ、教材研究ができる。

授業全体の内容と概要
教育実習の準備として、基本的な教科の理解及び教科の授業計画、教材研究、模擬授業（後期）等をマスターするので、教員の立場として物事を考えることが望ま
れる。前期は、社会・地理歴史科の基礎的な内容を学修して教材研究の方法を学び、後期には実践的な模擬授業を実施する。

授業の方法
授業形態は講義形式（板書を含む）が中心であるが、模擬授業の見学や参加などグループ学習・ディスカッションも含まれる。また、指導案やレポート等は、コメ
ントによりフィードバックを行う。なお、後期では模擬授業の見学と実践的な模擬授業を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。
教育実習の準備として、基本的な教科の理解及び教科の授業計画、模擬授業の方法等をマスターするので、教員の立場として物事を考えること。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

実践的な模擬授業において
、より詳細な教材研究がな
され、授業として成立して
いる。

実践的な模擬授業において
、詳細な教材研究がなされ
、授業として成立し
ている。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされ、授業
として成立し
ている。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされず、授
業として成立し
ていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新版　社会・地歴・公民科教育法』 2014

2 文部科学省 東洋館出版社 9784491034713『中学校学習指導要領解説　社会編』 2018

3 文部科学省 東洋館出版社 9784491036410『高等学校学習指導要領解説　地理歴史編』 2019

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 社会科・地理歴史科教

自由科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143167（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

528－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 模擬授業見学（４年生）（１） 模擬授業見学の準備をしておくこと。（９０分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

模擬授業見学の準備をしておくこと。（９０分）3 模擬授業見学（４年生）（２） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）高等学校地理歴史科地理の指導について4

レポート課題等を作成すること。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）高等学校地理歴史科世界史の指導について5

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）高等学校地理歴史科日本史の指導について6

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学習をしておくこと。
（９０分）

社会科・地理歴史科教育の教材研究の方法（１）デ
ィスカッション7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）ディスカッションの準備学習をしておくこと。
（９０分）

社会科・地理歴史科教育の教材研究の方法（２）デ
ィスカッション8

レポート課題等を作成すること。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）中学社会科の授業指導について（地理分野）9

10 中学社会科の授業指導について（歴史分野） 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）中学社会科の授業指導について（公民分野）11

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）指導案の作成準備をしておくこと。（９０分）指導案の作成（１）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）指導案の作成準備をしておくこと。（９０分）指導案の作成（２）13

レポート課題等を作成すること。（９０分）模擬授業の資料を作成しておくこと。（９０分）模擬授業用の資料の作成14

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）模擬授業の練習をしておくこと。（９０分）模擬授業の実践15

まとめの振り返り（９０分）まとめの準備（９０分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

科目名称 社会科・地理歴史科教

自由科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143167（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



知識・技能に関する基礎的
内容の理解ができなかった
。

529－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
特別支援教育の趣旨や内容を理解するとともに、特別支援学校教諭一種免許状取得のために必要な教育実習の意義を理解する。模擬授業等の演習では、教育実習を
見据え、現場にたつ教師の役割を意識して学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．<履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
特別支援学校教育の概要や教育実習について理解し、障害のある子どもの教育活動や授業づくりに必要な基礎的な知識、技能、態度を身に付ける。

授業全体の内容と概要
特別支援学校教育の概要および授業の実際について理解できるとともに、学校の教育活動全般についても具体的な理解を図るようにする。

授業の方法
授業はパワーポイント及び配布物資料で実施するとともに、学生自らが考えた授業設計や指導案づくり、模擬授業等を実際の学校現場に近い内容で実施する。演習
後にはコメントにてフィードバックする。また、夏季休暇等を活用して学校現場の見学や公開授業研究会等に参加させ、レポート提出を行う。なお、指導案やレポ
ートにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

〇 模擬授業

ディスカッション

グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１　常に障害のある子どもの前に立って指導する姿を想定して授業に臨むこと。
２　４年生での特別支援学校の教育実習（事前･事後指導）の単位取得に必修科目であること。
３　普段から障害児のある子どもの生活や教育に関する新聞記事やテレビ情報を収集すること。
４　学習指導案作成にかかわる情報の収集に努め、教育実習に備えること。
５　通年授業なので、下記の授業以外に特別支援学校の参観や研究授業等に参加するようにすること。
６　模擬授業を行う際には、授業者以外は生徒役を実践して授業案の作成・授業展開等について学ぶこと。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

特別支援教育の基礎的な知
識・技能の理解

授業づくりに対しての思考
・判断・表現

授業や模擬授業への取り組
み姿勢

知識・技能に関する基礎的
内容について高い関心をも
って理解し、さらに深めて
ようとすることができた。

知識・技能に関する基礎的
内容について、関心をもっ
て理解し、学修することが
できた。

知識・技能に関する基礎的
内容を学修することができ
た。

知識・技能に関する基礎的
内容について一定程度理解
することができた。

自ら授業づくりを構想し、
創意工夫を凝らした指導案
作成と模擬授業に積極的に
取り組んだ。

自ら授業づくりを構想し、
指導案作成と模擬授業に積
極的に取り組んだ。

自ら授業づくりを構想し、
指導案作成と模擬授業に取
り組んだ。

指導案作成と模擬授業に取
り組んだ。

指導案作成と模擬授業への
取り組みに課題が多くみら
れた。

非常に積極的に取り組むこ
とができた。

積極的に取り組むことがで
きた。

関心をもって取り組むこと
ができた。

関心をもって取り組もうと
した。

取組態度に課題があった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　新訂版』 2015

2

3

4

5

1 文部科学省 海文堂出版 978-4-303-12424-3

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援学校学習指導要領』 2018

2 宮崎　猛　小泉博明 小学館 978-4-09-105015-1『教育実習完璧ガイド』 2015

3

4

5

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）、
堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）

授業担当者（所
属・職名）

SNE123125（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、教育実習について事前指導す
る。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要になる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ８０％ ０％ ０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

530－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション／シラバスの説明等　 教育実習に臨む心構えを発表する準備をしてくるこ
と。　（90分）

2 特別支援学校の教育実習の意義や目標 事前に意義や目標を調べておくこと。(90分) 授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)

前時に学んだことを振り返り、発表できるようにす
ること。 (90分）3 教育実習の実際　（挨拶、服務規律、注意点） 授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)先輩等から聴取して、必要な準備やスケジュールを
調べておくこと。 (90分)実習のスケジュールと心構え4

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)実習日誌について内容や書き方などを調べておくこ
と。　 (90分)実習日誌の書き方、文章の書き方5

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)特別支援学校児童生徒や教育課程等を調べておくこ
と。 (90分)特別支援学校教育の実際6

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)学習指導案について内容や必要な要素などを調べて
おくこと。 (90分)学習指導案の作成Ⅰ （学習指導案の構成と要素）7

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)児童生徒の実態を踏まえた児童生徒の実態を踏まえ
た目標設定などを調べておくこと。(90分)

学習指導案の作成Ⅱ （学習指導案の記入の方法
１）8

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)学習指導案の作成の方法などを調べておくこと。
(90分)

学学習指導案の作成Ⅲ （学習指導案の記入の方法
２）9

10 学習指導案の作成Ⅳ （学習指導案の記入の実際
１）

対象児童生徒を想定して学習指導案について考えて
おくこと。(90分) 授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)

授業内容の概要と課題等を整理すること。  (90分)必要な教材の準備、具体的な指導方法等を考えてく
ること。(90分)

学習指導案の作成Ⅴ （学習指導案の記入の実際
２）11

模擬授業の振り返りと課題等を整理すること
。(90分)

対象児童生徒を想定して模擬授業の準備をしてくる
こと。(90分)模擬授業の実際Ⅰ （各教科を合わせた指導）12

模擬授業の振り返りと課題等を整理すること
。(90分)

対象児童生徒を想定して模擬授業の準備をしてくる
こと。(90分)模擬授業の実際Ⅱ（各教科等を合わせた指導）13

模擬授業の振り返りと課題等を整理すること
。(90分)

対象児童生徒を想定して模擬授業の準備をしてくる
こと。(90分)模擬授業の実際Ⅲ（各教科等を合わせた指導）14

模擬授業の振り返りと課題等を整理すること
。(90分)

模擬授業の反省点等を明確にして発表できるよう準
備してくること。(90分)模擬授業のまとめと今後の課題15

解説内容を整理すること。(90分)講義等の内容を整理しておくこと。(90分)レポート（最終回において解説しフィードバックす
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの重要事項を整理すること。
(90分)

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）、
堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）

授業担当者（所
属・職名）

SNE123125（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、教育実習について事前指導す
る。

基本情報

開講時期



特別支援教育に係る基本的
な知識・技能を習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
実施できなかった。

531－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
特殊教育から特別支援教育に転換した趣旨を的確に把握し, 特別支援学校教育実習の意義を認識するとともに, 常に教育実習を見据えて, 特別支援学校における教
師の役割について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
特別支援学校の教育の概要について理解し, 障害のある子どもの教育指導の在り方について基礎的な知識・技能・態度を身に付けることができる。

授業全体の内容と概要
特別支援学校の教育の概要及び授業の実際について理解できるようにするとともに, 学校の教育活動全般についても具体的な理解をはかるようにする。また, テー
マに関する事項に関して思考・考察, 意見交換, 討論, 発表等の一連の活動を行う。

授業の方法
授業は, パワーポイント及び配布物資料で実施し, 資料にて説明した後，　グループワークにてグループ発表, レポート提出（15回）を行う。なお, レポートは評
価並びにコメントを記入し，　フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

〇 模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
特別支援教育実習（事後指導　４年）を併せた２単位の取得が必要である。
教職科目（特別支援教育）であることから, 遅刻や欠席をしないように努めること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

特別支援学校の教育の概要
及び障害のある子どもの教
育指導の在り方

授業テーマに関するレポー
トの記述

授業への参加態度・姿勢

特別支援教育に係る知識・
技能を積極的に習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
的確に実施できた。

特別支援教育に係る知識・
技能を習得し,ニーズに対
応した教育指導が実施でき
た。

特別支援教育に係る知識・
技能を習得し,ニーズに対
応した教育指導がほぼ実施
できた。

特別支援教育に係る基本的
な知識・技能を習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
ほぼ実施できた。

テーマに基づき, 的確な思
考力・判断力のもと, 論理
的な内容で, 時間内に記述
できた。

テーマに基づき, 思考力・
判断力を活かした内容で,
時間内に記述できた。

テーマに基づき,  資料を
参考にして,思考力・判断
力のもと,  時間内に記述
できた。

テーマに基づき,  資料を
参考にして,自分なりの考
えで,  ほぼ時間内に記述
できた。

テーマに基づき,  資料を
参考にして,自分なりの考
えで,  時間内に記述でき
なかった。

授業に主体的・積極的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業にほぼ関心を持って参
加することができた。

授業に関心を持って参加す
ることができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　改訂版』 2015

2

3

4

5

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE123125（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, 10 回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

532－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明, オリエンテーション 関連する資料の収集に努めること。（90分）

2 特別支援教育の動向 次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）3 教育実習の意義と諸手続 講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して

おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

特別支援学校教育の実際（１）～視覚障害・聴覚障
害4

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）特別支援学校教育の実際（２）～知的障害5

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）特別支援学校教育の実際（３）～肢体不自由・病弱6

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）指導案の作成（１）～教科別の指導7

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）指導案の作成（２）～領域・教科を合わせた指導8

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教育実習の意義と評価（１）～諸注意9

10 教育実習の意義と評価（２）～実習校との連携の仕
方

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

教育実習の意義と評価（３）～「特別支援教育実習
の記録」の作成11

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教育実習の意義と評価（４）～教育実習の評価12

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教育実習の反省13

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

教育実習記録を整理し, 実習報告の準備に努めるこ
と。（90分）特別支援教育実習報告会（実習直後に）14

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教師の服務の理解15

講義資料を見直す。（90分）講義資料等で講義内容を整理する。（90分）レポート（最終回において解説しフィードバックす
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE123125（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期



テキスト資料の要旨をまと
める作業が難しい。新しく
学ぶことについて、説明は
難しい。

533－ －

ルーブリック

評価項目

1 筒井 美紀/遠藤野ゆり 有斐閣 9784641174320

概要

履修目標
授業の目的は、以下の２つに具体化されます。
①中学校社会科の公民的分野、高等学校公民科の科目性格を学修します。
②授業実践のための教材作成を学修します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．と６．と７．に対応する。

到達目標
・社会福祉学の学科専攻領域をこえ、広く社会科学の専門性を理解し説明できる。
・専門知をふまえて高等学校、中学校レベルの学習内容を抽出できる。
・教科の性格を分析説明ができる、教科学習内容の概念的枠組みを説明できる、教材研究に主体的な取り組みができる。

授業全体の内容と概要
公民科の教科目標と内容を把握し、学習指導理論をふまえ、デジタルコンテンツ、大学図書館等の資料を利用するうえで学術資料の信頼性と妥当性を確保し、現代
社会における社会的事象等についての概念や理論を教材研究するため、公民科教科指導方法の基礎を学修します。

授業の方法
・前期1Ｑ科目では、教材研究を主におこないます。
・板書、視聴覚教材を利用しながら、講義形式で学修します。
・文献読解、教材の取捨選択作業をおこないます。（ＰＢＬ、問題基盤型学習、プレゼンテーション）
・教育機関HPを閲覧し実践資料を収集します。（ＡＬ；その他　情報機器利用）
・授業中の作業課題報告と文献読解レポートは評価対象です。
・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」文献献読解、ＰＢＬ、教材研究等の各課題フィードバックを次の授業にて模範回答例を紹介します。次回の
課題提出の改善材料として利用ください。
・「要望等への対応方法」：授業の課題の取り組み方など質問、要望、相談は、随時、対応しています。授業中、あるいは研究室に来室など、気軽に相談ください
。オフィスアワーを利用すると事前の時間予約ができます。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・教職課程科目（中学社会・高校公民）必修。教材研究は単に教えられたことを暗記しはきだすのでなく、「深い理解、深い学習、深い関与」（松下佳代：2015）
　を行います。
・新聞記事時事ニュースを自己収集します。「試験に出るところや楽して点を取る方法を伝える」ことではない「勉強の面白さを伝える」ための学修準備をしてく
ださい。
・｢社会科・公民科教育法Ⅰ｣、｢社会科・公民科教育法Ⅱ｣は、順序性のある段階的履修が基本になります。単独科目履修を希望する場合、履修登録前に教員相談が
必要です。
・教職課程の学生として、教員の立場に立って行動します。中学、高校時代に使用した公民教科書とノートを持参してください。
・授業関連情報コースパケットを大学ＨＰ教員個人ページにおいて発展学修、関連リンク情報を提示します。
　https://www.seisadohto.ac.jp/̃mmatsu/index.html

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

テキスト資料により学修し
た知識を使い、収集した情
報を分析し、理解すること
ができる、情報分析力とし
ての知識・技能

文献資料の信頼性を保ちな
がら、学術概念を使って考
察すること、客観的立場か
ら社会的事象について論理
的に分析表現をすることが
できる、思考力・判断力・
表現力

大学の学修環境を創造する
メンバー（教職課程の教生
）として自覚し、自分の意
見と異なる意見を統合させ
ながら、学修経験を高めて
いこうとする、関心・意欲
・態度

テキスト資料の要旨をてい
ねいにまとめており、これ
までの学修内容との関連を
適切にふまえている。新し
く学ぶことについて、複数
の例をあげながら、自分の
言葉でていねいに説明をし
ている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、これまでの学修
内容のいくつかを関連づけ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉で例を
あげて説明をしている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、新しく学ぶこと
について、自分の言葉で説
明をしている。

テキスト資料の要旨は、改
善の余地があるが、まとめ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉でいく
らか説明をしようとするが
、充分ではない。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を複数選び、
適切に引用している。新し
く学ぶことは、自らの知見
と既知の事項を整理して表
現することができる。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、適切
な手続きで引用している。
新しく学ぶことは、これま
でのものと関連づけながら
、論理的に表現をしている
。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、引用
している。新しく学ぶこと
は、これまでのものと関連
づけながら表現をしようと
している。

課題に関連して、改善の余
地があるが、文献資料を選
び引用している。新しく学
ぶことは、十分ではないが
、これまでのものを関連づ
けて表現をしようとしてい
る

課題に関連して、文献資料
を選び、引用することが難
しい。新しく学ぶことは、
表現することが難しい。

大学生（教職課程の教生）
としての役割と責任を自覚
し、積極的、協同的に行動
することができる。

大学生（教職課程の教生）
として役割は、おおむね理
解しており、行動すること
ができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、基本
的な行動をすることができ
る。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、改善
の余地はあるが、行動する
ことができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、自ら
理解して行動することが難
しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ベストをつくす教育実習-強みを活かし実力を
伸ばす』

2017

2 清水書院 35清水公民931（中
学教科書）

『中学公民　日本の社会と世界』 2020

3 清水書院 35清水政経315（高
校教科書）

『高等学校　現代政治・経済　新訂版』 2020

4 文部省 幻冬舎 幻冬舎新書409 9784344984103『民主主義　』 2018

5

1 藤井剛 山川出版社 9784634050242

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『詳説　政治・経済研究　第３版』 2016

2 松下佳代 勁草書房 9784326251018『ディープ・アクティブラーニング』 2015

3

4

5

科目名称 社会科・公民科教育法

自由科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143164（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。

・文献読解（読解；文献要旨報告、文部省（2018））、プレゼンテーション；口頭発表をします。学修のまとめとしてレポート作成提出します。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ６０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

534－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス；シラバスの説明、公民科の教育目標と
教科内容の基礎理解 シラバスをあらかじめ確認します。（９０分）

2 中学校社会科と公民的資質 テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）3 高等学校公民科と公民的資質 今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。

（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）問題解決学習と課題解決学習4

授業１-５回学習整理をします。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）概念的枠組み、事実的知識と汎用的理論5

教育課程企画特別部会資料を確認します。（学習の
浅さと深さ
）（2015/03/24/1355105_07.pdf）（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）資料作成の概念6

容（テキスト、資料）を復習します。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）時案作成の概念7

文科省ＨＰ現行学習指導要領（本文、解説、資料等
）を確認します。（９０分）

テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）教科書の理解、学習指導要領と教科書8

今回の学習内容を復習します。
図書情報館、専門辞典の確認（９０分）

テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）教科書の理解、本文、図表、重要用語9

10 教科書の理解、中学校公民的分野と高校公民の比較 テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）

学習課題（中学校、高校の教科書比較）作成提出し
てください。（９０分）

学習課題（高校同一教科の教科書比較）を作成提出
します。（９０分）

テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）

教科書の理解、高校公民同一教科各教科書の記述分
析11

今回の学習内容を復習します。
教職センター資料の確認（９０分）

テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）教科書の理解、教科書と副教材資料集12

授業６－１３回の学習整理をします。（９０分）　テキスト（検定教科書）、学習指導要領を予習しま
す。（９０分）教科書の理解、まとめ13

川嶋直KP法、YouTubeチャンネルKP法を学習します
。（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

教育実践支援ＩＣＴ、政府研究所ＨＰ、教育委員会
ＨＰ14

授業全体の学習整理をします。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）公民科の教育目標と学習内容の基礎理解、総括15

全授業を振り返り、学習内容の内省的レポートを期
日までに提出ください。（90分）全授業のまとめを準備します。（９０分）本科目のまとめ（授業総括と学修の教員講評）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

テキスト（筒井ほか２０１７：1章－1）を独習しま
す。

科目名称 社会科・公民科教育法

自由科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143164（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
することが難しい。

535－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805839478

概要

履修目標
対象グループの大きさによって異なる支援や家族の支援，地域への支援における展開方法について具体的事例を交え理解します。ソーシャルワークの基礎知識や基
本技術を獲得し、それらを関連づけて体系的に理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
精神保健福祉士の支援効果，地域支援の視点を養い，自分自身でその役割を発言及び記述できるようになる。

授業全体の内容と概要
①事例を交え,相談援助活動の展開(医療施設，社会復帰施設，地域社会を含む)について学びます。
②事例を交え,家族調整・支援の実際と事例分析について学びます。
③事例を交え,スーパービジョンとコンサルテーションについて学びます。
④事例を交え,地域移行の対象及び支援体制について学びます。
⑤事例を交え,地域を基盤にした相談援助の主体と対象(精神障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情
勢，医療，福祉の状況を含む)について学びます。
⑥事例を交え,地域を基盤にしたリハビリテーションの基本的考え方について学びます。

授業の方法
①授業形態は講義形式及びグループ学習形式で行う。
②テキスト及び配布資料を使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②必要な資料等は適宜配布する。
③２０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を深く
理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識をおお
むね理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を多少
理解できる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開について十分考
察できる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開についておおむ
ね考察できる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開について考察で
きる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開について多少考
察できる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開について考察す
ることが難しい。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
おおむね説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
多少説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福の理論と相談援助の展開Ⅱ』 2014

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS123044（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験や体験談を踏まえ、講義を行います
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
①単位認定に必要な最低出席回数は10回以上。
②グループワーク学習において、発言等を3回以上は行い参加姿勢を見せる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ２０％ ０％ １０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

536－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅲの学びにつ
いてのガイダンス

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 事例を通して学ぶ「個別支援の実際」 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 事例を通して学ぶ「集団を活用した支援の実際」 ノート整理を行うこと（９０分）

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「精神保健福祉と家族関係」4

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「家族支援の方法」5

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「家族調整と支援」6

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「家族調整と支援」7

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「他職種との連携」8

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域移行に関わる組織と機関」9

10 事例を通して学ぶ「地域移行推進」 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０分）

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ精神障害者を取り巻く社会的状況
「」11

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域相談援助の主体」12

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域相談援助の対象」13

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域相談援助の体制」14

ノート整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域を基盤とした相談援助活動
」15

試験の振り返りを行うこと（９０分）試験のための学習（９０分）試験（６０分）実施、終了後解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理を行うこと（９０分）

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS123044（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験や体験談を踏まえ、講義を行います
。

基本情報

開講時期



特別支援教育に係る基本的
な知識・技能を習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
的ほぼ実施できなかった。

537－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
特殊教育から特別支援教育に転換した趣旨を的確に把握し, 特別支援学校教育実習の意義を認識するとともに, 常に教育実習を見据えて, 特別支援学校における教
師の役割について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
特別支援学校の教育の概要について理解し, 障害のある子どもの教育指導の在り方について基礎的な知識・技能・態度を身に付けることができる。

授業全体の内容と概要
特別支援学校の教育の概要及び授業の実際について理解できるようにするとともに, 学校の教育活動全般についても具体的な理解をはかるようにする。また, テー
マに関する事項に関して思考・考察, 意見交換, 討論, 発表等の一連の活動を行う。

授業の方法
授業は, パワーポイント及び配布物資料で実施し, 資料にて説明した後，　グループワークにてグループ発表, レポート提出（15回）を行う。なお, レポートは評
価並びにコメントを記入し，　フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

〇 模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
特別支援教育実習（事前指導　４年）を併せた２単位の取得が必要である。
教職科目（特別支援教育）であることから, 遅刻や欠席をしないように努めること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

特別支援学校の教育の概要
及び障害のある子どもの教
育指導の在り方

授業テーマに関するレポー
トの記述

授業への参加態度・姿勢

特別支援教育に係る知識・
技能を積極的に習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
的確に実施できた。

特別支援教育に係る知識・
技能を習得し,ニーズに対
応した教育指導が実施でき
た。

特別支援教育に係る知識・
技能を積習得し,ニーズに
対応した教育指導がほぼ実
施できた。

特別支援教育に係る基本的
な知識・技能を習得し,ニ
ーズに対応した教育指導が
的ほぼ実施できた。

テーマに基づき, 的確な思
考力・判断力のもと, 論理
的な内容で, 時間内に記述
できた。

テーマに基づき, 思考力・
判断力を活かした内容で,
時間内に記述できた。

テーマに基づき,資料を参
考にして, 思考力・判断力
のもと,  時間内に記述で
きた。

テーマに基づき,資料を参
考にして, 自分なりの考え
で,  ほぼ時間内に記述で
きた。

テーマに基づき,資料を参
考にして, 自分なりの考え
で,  時間内に記述できな
かった。

授業に主体的・積極的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業にほぼ関心を持って参
加することができた。

授業に関心を持って参加す
ることができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　改訂版』 2015

2

3

4

5

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE123126（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は,10 回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

538－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明, オリエンテーション 関連する資料の収集に努めること。（90分）

2 児童生徒の障害の状態・特性の理解 次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）3 教室・寄宿舎等における生活の理解 講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して

おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）学校環境（組織, 学級編制等）の理解4

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教育課程の研究5

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）学習指導方法の研究（１）6

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）自作教材の工夫に関する研究7

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）学習指導方法の研究（２）8

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）特別活動の研究9

10 学校行事の研究 次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）週時程表の研究11

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）生徒指導の研究・教育相談の研究12

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

教育実習記録を整理し実習報告の準備に努めること
。（90分）特別支援教育実習報告会（実習直後に）13

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教職の適性・進路希望14

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教師の服務の理解15

講義資料を見直す。（90分）講義資料等で講義内容を整理する。（90分）レポート（最終回において解説し, フィードバック
する。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

科目名称 特別支援教育実習（事

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE123126（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 1 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期



テキスト資料の要旨をまと
める作業が難しい。新しく
学ぶことについて、説明は
難しい。

539－ －

ルーブリック

評価項目

1 筒井 美紀/遠藤野ゆり 有斐閣 9784641174320

概要

履修目標
授業の目的は、以下の２つに具体化されます。
①中学校社会科の公民的分野、高等学校公民科の科目性格を学修します。
②公民科の模擬授業実践を学修します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と４．と５．と６．と７．に対応する。

到達目標
・社会福祉学の学科専攻領域をこえ、広く社会科学の専門性を理解し説明できる。

・専門知をふまえて高等学校、中学校レベルの学習内容を抽出できる。

・教科の性格を分析説明ができる、教科学習内容の概念的枠組みを説明できる、教材研究に主体的な取り組みができる。

授業全体の内容と概要
公民科の教科目標と内容を把握し、現代社会の社会的事象等をとらえる概念、理論について、学習指導理論をふまえ、学習指導時案を作成、模擬授業をおこない、
授業設計と改善の方法を学修します。

授業の方法
・後期3Ｑは、学習指導要領にもとづくシナリオ型学習指導案の作成、模擬授業の観察評価をおこないます。

・板書を利用しながら、公民科の学習指導要領の内容について講義形式で学修します。

・模擬授業、ＰＢＬ（Project Based Learning）による主体的実践が評価対象になります。

・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」：教材研究、指導案、ＰＢＬ等の各課題フィードバックは、回収の次の授業にて模範回答例を紹介します。
次回の課題提出の改善材料として利用ください。

・「要望等への対応方法」：授業の課題の取り組み方など質問、要望、相談は、随時、対応しています。授業中、あるいは研究室に来室など、気軽に相談くださ

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

〇 模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・｢社会科・公民科教育法Ⅰ｣、｢社会科・公民科教育法Ⅱ｣は、順序性のある段階的履修が基本になります。単独科目履修を希望する場合、履修登録前に教員相談が
必要です。

・授業関連情報コースパケットを大学ＨＰ教員個人ページにおいて発展学修、関連リンク情報を提示します。
　https://www.seisadohto.ac.jp/̃mmatsu/index.html
　過去の授業情報の閲覧は、要PWになりますので、履修学生は授業にてリクエストしてください。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

テキスト資料により学修し
た知識を使い、収集した情
報を分析し、理解すること
ができる、情報分析力とし
ての知識・技能

文献資料の信頼性を保ちな
がら、学術概念を使って考
察すること、客観的立場か
ら社会的事象について論理
的に分析表現をすることが
できる、思考力・判断力・
表現力

大学の学修環境を創造する
メンバー（教職課程の教生
）として自覚し、自分の意
見と異なる意見を統合させ
ながら、学修経験を高めて
いこうとする、関心・意欲
・態度

テキスト資料の要旨をてい
ねいにまとめており、これ
までの学修内容との関連を
適切にふまえている。新し
く学ぶことについて、複数
の例をあげながら、自分の
言葉でていねいに説明をし
ている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、これまでの学修
内容のいくつかを関連づけ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉で例を
あげて説明をしている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、新しく学ぶこと
について、自分の言葉で説
明をしている。

テキスト資料の要旨は、改
善の余地があるが、まとめ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉でいく
らか説明をしようとするが
、充分ではない。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を複数選び、
適切に引用している。新し
く学ぶこと

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、適切
な手続きで引用している。
新しく学ぶことは、これま
でのものと関連づけながら
、論理的に表現をしている
。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、引用
している。新しく学ぶこと
は、これまでのものと関連
づけながら表現をしようと
している。

課題に関連して、改善の余
地があるが、文献資料を選
び引用している。新しく学
ぶことは、十分ではないが
、これまでのものを関連づ
けて表現をしようとしてい
る

課題に関連して、文献資料
を選び、引用することが難
しい。新しく学ぶことは、
表現することが難しい。

大学生（教職課程の教生）
としての役割と責任を自覚
し、積極的、協同的に行動
することができる。

大学生（教職課程の教生）
として役割は、おおむね理
解しており、行動すること
ができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、基本
的な行動をすることができ
る。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、改善
の余地はあるが、行動する
ことができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、自ら
理解して行動することが難
しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ベストをつくす教育実習-強みを活かし実力を
伸ばす』

2017

2 清水書院 35清水公民931（中
学教科書）

『中学公民　日本の社会と世界』 2020

3 清水書院 35清水政経315（高
校教科書）

『高等学校　現代政治・経済　新訂版』 2020

4 文部省 幻冬舎 幻冬舎新書409 9784344984103『民主主義　』 2018

5

1 藤井剛 山川出版社 9784634050242

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『詳説　政治・経済研究　第３版』 2016

2

3

4

5

科目名称 社会科・公民科教育法

自由科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143165（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。

・文献読解（分担報告；教材研究、指導案作成を報告する。教材研究における新しい知見、資料を説明記述する）、プレゼンテーション（分担発表）をします。学
修のまとめとしてレポート作成提出します。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ６０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

540－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス；シラバスの説明、中学校公民的分野、
高等学校公民科の指導方法と授業設計の基礎理解 シラバスをあらかじめ確認します。（９０分）

2 模擬授業実践、中学社会科公民的分野、学習指導要
領の解説

テキスト(筒井ほか：２０１７　第４章－７章)を予
習します。（９０分） 今回の学習内容を復習します。（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）3 模擬授業実践、高校公民科、現代社会、学習指導要

領の解説 今回の学習内容を復習します。（９０分）

今回の学習内容を復習、指導教諭（南英世氏ＨＰ）
資料を確認します。（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

模擬授業実践、高校公民科、政治経済、倫理、学習
指導要領の解説4

授業1-5回学習整理をします。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）模擬授業実践、視聴覚教材5

今回の学習内容を復習、ＮＩＥＲ評価基準、規準を
確認します。（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

模擬授業実践、中学社会科公民的分野、シナリオ型
学習指導時案の作成6

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

模擬授業実践、高校公民科現代社会、シナリオ型学
習指導時案の作成7

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

模擬授業実践、高校公民科政治経済、シナリオ型学
習指導時案の作成8

授業6-9回学習整理をします。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

模擬授業実践、高校公民科倫理、シナリオ型学習指
導時案の作成9

10 模擬授業評価、学生観察シートの作成 テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

学習内容を復習します。音声記録文字化と振り返り
（９０分）

学習内容を復習します。音声記録文字化と振り返り
（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）模擬授業評価、学生自己評価の作成11

学習内容を復習します。音声記録文字化と振り返り
（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）模擬授業評価、授業サポーターの分析12

授業１０－１４回学習整理、音声記録文字化と振り
返り（９０分）

テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）模擬授業評価、授業サポーターの分析13

授業全体学習整理をします（９０分）。テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）模擬授業実践、学生評価のまとめ14

授業全体の学習整理をします。（９０分）テキスト(筒井ほか：２０１７)を予習します。
（９０分）

課題提出（観察シート、音声記録と作業シート提出
）指導方法と評価（振り返り、総括）15

全授業を振り返り、学習内容の内省的レポートを期
日までに提出ください。（９０分）全授業のまとめを準備します。（９０分）本科目のまとめ（授業総括と学修の教員講評）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

テキスト（筒井ほか２０１７：1章－２）を独習し
ます。

科目名称 社会科・公民科教育法

自由科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143165（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
することが難しい。

541－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805839478

概要

履修目標
地域でのリハビリテーション，ケアマネジメント，ネットワーキングの方法について具体的な事例を交え理解する。
ソーシャルワークの基礎知識や基本技術を獲得し、それらを関連づけて体系的に理解することができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
精神保健福祉士の地域支援おける効果，チームでの支援など，自分自身でその役割を発言及び記述できるようになる。

授業全体の内容と概要
①精神障害者のケアマネジメントについて学びます。
②地域を基盤にした支援とネットワーキングについて学びます。
③地域生活を支援する包括的な支援(地域精神保健福祉活動)の意義と展開について学びます。

授業の方法
①授業形態は講義形式及びグループ学習形式で行う。
②テキスト及び配布資料を使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②必要な資料等は適宜配布する。
③２０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を深く
理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識をおお
むね理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を多少
理解できる。

精神保健福祉相談の基本を
踏まえ、精神保健福祉相談
援助の展開について十分考
察できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識をおお
むね理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を多少
理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
することが難しい。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
おおむね説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
多少説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』 2014

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS123045（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験や体験談を踏まえ、講義を行います
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
①単位認定に必要な最低出席回数は10回以上。
②グループワーク学習において、発言等を3回以上は行い参加姿勢を見せる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ２０％ ０％ １０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

542－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び精神保健福祉の理論と相談援助
の展開Ⅳの学びについてのガイダンス 教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 地域を基盤としたリハビリテーションとは、ケアマ
ネジメントとは、ネットワーキングとは何か 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 事例を通して学ぶ「地域ネットワーク」 ノート整理を行うこと（９０）

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「アウトリーチ、訪問援助」4

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「セルフヘルプグループ、ボラン
ティア活動」5

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「ケアマネジメントの原則、意義
」6

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「ケアマネジメントの展開過程」7

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「チームケアとチームワーク」8

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「精神障害者のケアマネジメント
」9

10 事例を通して学ぶ「地域を基盤とした支援とネット
ワーキング概論」 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート整理を行うこと（９０）

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域アセスメント」11

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域を基盤とした支援」12

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域生活を支援する包括的支援
の意義概論」13

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「包括的な視点（地域精神保健福
祉活動）」14

ノート整理を行うこと（９０）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「地域生活を支援する包括的な取
り組み」15

試験（６０分）実施、終了後解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理を行うこと（９０）

科目名称 精神保健福祉の理論と

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

SWS123045（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験や体験談を踏まえ、講義を行います
。

基本情報

開講時期



教育実習校の組織・教育活
動等に係る知識・技能を習
得した実習が実施できなか
った。

543－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
特別支援学校教諭を希望する学生が, 講義等をとおして得た教育内容・方法の理論や技術を教育現場で体験的に理解するとともに, 教職に対する新たな課題の発見
をとおして自己認識を高める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞と２．に対応する。

到達目標
教育実習をとおして, 教育実習校の組織・教員間の協働意識・児童生徒の安全指導・保護者との連携等を理解することができる。

授業全体の内容と概要
①教育実習校の教育活動・教育課程・学級経営・生徒指導・進路指導・教育相談の理解　②教育実習校における授業参観, 参観をとおした生徒理解と実習授業の実
践　③学習指導案の作成と研究授業における指導　④教職にたいする使命感・責任感と自己の理解

授業の方法
特別支援学校において教育実習を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

〇 模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教育実習生としての心得を守るとともに, 教育実習校の指示に従うこと。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教育実習校の教育活動の理
解

教育実習校での実習授業

教職に対する自己認識

教育実習校の組織・教育活
動等に係る知識・技能を積
極的に習得し,主体的な実
習が実施できた。

教育実習校の組織・教育活
動等に係る知識・技能を積
極的に習得し,
実習が実施できた。

教育実習校の組織・教育活
動等に係る知識・技能を習
得し,実習が実施できた。

教育実習校の組織・教育活
動等に係る知識・技能をほ
ぼ習得し,実習が実施でき
た。

授業参観等をとおして児童
生徒理解を積極的図り,
的確な思考力・判断力のも
と学習指導案に基づいた授
業が展開できた。

授業参観等をとおして児童
生徒理解を図り,  思考力
・判断力のもと学習指導案
に基づいた授業が展開でき
た。

授業参観等をとおして児童
生徒理解を図るようこころ
がけ, 思考力・判断力を大
切に学習指導案に基づいた
授業が展開できた。

授業参観等をとおしての児
童生徒理解は十分ではなか
ったが, 学習指導案に基づ
いた授業が展開できた。

授業参観等をとおして児童
生徒理解を図ることができ
ず, 学習指導案に基づいた
授業が展開できなかった。

教職に対する使命感・責任
感を持って 新たな課題を
発見するなど, 自己認識を
高めることができた。

教職に対する使命感・責任
感を持って 課題発見に取
り組むなど, 自己認識を高
めることができた。

教職に対する使命感・責任
感を持って取り組むなど,
自己認識を高めよう努める
ことができた。

教職に対する責任感を持っ
て取り組むなどの姿勢がで
てきた。

教職に対する責任感を持っ
て取り組むことができなか
った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　改訂版』 2015

2

3

4

5

科目名称 特別支援教育実習

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE124124（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は,  20 回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

544－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
1～32回
・講話受講（校長・教頭・教務主任・生徒指導主事
・寮務主任等）

教育実習に係る諸事項についての計画的, 継続的な
準備（各45分）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

教育実習に係る諸事項についての計画的, 継続的な
整理（各45分）

科目名称 特別支援教育実習

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、坂上　俊樹（社会福祉学科・特任

授業担当者（所
属・職名）

SNE124124（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 特別支援教育に係る実践的・
今日的課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期



テキスト資料の要旨をまと
める作業が難しい。新しく
学ぶ学術用語について、説
明することは難しい。

545－ －

ルーブリック

評価項目

1 森岡清志 放送大学教育振興
会

9784595316319

概要

履修目標
授業では、以下の２つを学修します。①社会学の基礎、②現代社会の理解、生活の理解、人と社会の関係、社会問題の理解（社会福祉士国家試験出題基準、社会理
論と社会システム、大項目）について、社会学の学術概念等を使い、社会的事象の課題を説明記述する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．と４．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①社会学の基本になる学術用語の説明ができる、②社会学応用領域における社会問題について、社会学の学術概念、理論と社会統計を用いて、課題を把握し考察が
できる。

授業全体の内容と概要
社会学の扱う対象は広いのですが、本授業では現代社会論、家族、地域社会の領域に関する基礎的学修とします。社会学の学術用語、基礎的理論を確認し、社会的
事象の理解を深めます。

授業の方法
・授業の方法は、講義法、ＰＢＬ、ワークシート作成、学術論文読解により実施します。
・授業計画の各学習内容は、シラバス準拠法によります。教科書の目次各章を順にすすめる教科書準拠法とは異なります。
・知識の外化作業（授業6回、11回、13回、15回）があります。
・ＰＢＬ（問題基盤型学習）は、社会福祉士の国試過去問題の解題作業です。
・映像像料視聴では、学術概念を使い説明記述をおこなう、ワークシート作成をおこないます。
・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」：各課題フィードバックは、回収の次の授業にて模範回答例を紹介します。次回の課題提出の改善材料とし
て利用ください。
「要望等への対応方法」：授業の課題の取り組み方など質問、要望、相談は、随時、対応しています。授業中、あるいは研究室に来室など、気軽に相談ください。
オフィスアワーを利用すると事前の時間予約ができます。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

〇 ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・授業と授業外学修をあわせた学修時間量を増やすことが大切です。
・配布資料はファイリングして欠落することのないように留意します。授業では教材準備のない場合、出席の対象評価にはされません
・ノートは、授業の再現ができるよう、取材メモとして作成します。
・授業は学生同士、皆さんと教員がともに作り出すものです。
・欠席、遅刻の際の対応、教室内の授業マナーは、社会人モードで対応してください。大学生の受講マナーは、高校までのものとは異なるものと理解します。
・大学生に望まれる「能動的学修」としての板書、ノートづくり、授業の受け方、　飯間浩明氏（国語辞書編集者）作成資料
　https://twitter.com/IIMA_Hiroaki/status/586525324088774657　（2020.02.20確認）
・授業関連情報コースパケットを大学ＨＰ教員個人ページを参考にしてください。

資格指定科目
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格課程科目
，教職課程（社会・公民）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

テキスト資料により学修し
た知識を使い、収集した情
報を分析し、理解すること
ができる、情報分析力とし
ての知識・技能

文献資料の信頼性を保ちな
がら、学術概念を使って考
察すること、客観的立場か
ら社会的事象について論理
的に分析表現をすることが
できる、思考力・判断力・
表現力

大学の学修環境を創造する
メンバーとして自覚し、自
分の意見と異なる意見を統
合させながら、学修経験を
高めていこうとする、関心
・意欲・態度

テキスト資料の要旨をてい
ねいにまとめており、これ
までの学修内容との関連を
適切にふまえている。新し
く学ぶ学術用語について、
複数の例をあげながら、自
分の言葉でていねいに説明
をしている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、これまでの学修
内容のいくつかを関連づけ
ている。新しく学ぶ学術用
語について、自分の言葉で
例をあげて説明をしている
。

テキスト資料の要旨をまと
めており、新しく学ぶ学術
用語について、自分の言葉
で説明をしている。

テキスト資料の要旨は、改
善の余地があるが、まとめ
ている。新しく学ぶ学術用
語について、自分の言葉で
いくらか説明をしようとす
るが、充分ではない。

信頼性のある文献資料を複
数選び、適切に引用してい
る。新しく学ぶ学術概念を
、これまでのものと対比し
て、類似点や相違点をあげ
ながら、社会的事象の分析
表現している。

信頼性のある文献資料を選
び、適切な手続きで引用し
ている。新しく学ぶ学術概
念を、これまでのものと関
連づけながら、論理的に社
会的事象の分析表現してい
る。

信頼性のある文献資料を選
び、引用している。新しく
学ぶ学術概念を使い、これ
までのものと関連づけなが
ら社会的事象の分析表現し
ようとしている。

文献資料を選び、引用して
いるが、信頼性に改善の余
地がある。新しく学ぶ学術
概念を使い、社会的事象の
分析表現をしようとするが
、充分ではない。

文献資料を選び、引用する
信頼性の確保することが難
しい。新しく学ぶ学術概念
を使い、社会的事象の分析
表現をすることは難しい。

大学生としての役割と責任
を自覚し、積極的、協同的
に行動することができる。

大学生として役割は、おお
むね理解しており、行動す
ることができる。

大学生として自分の役割は
、基本的な行動をすること
ができる。

大学生として自分の役割は
、改善の余地はあるが、行
動することができる。

大学生として自分の役割は
、自ら理解して行動するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『改訂版　社会学入門』 ２０１６

2

3

4

5

1 日本社会学会 丸善 9784621082546

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『社会学事典』 ２０１０

2 田中正人編、香月孝史 プレジデント社 9784833423113『社会学用語図鑑』 ２０１９

3 公益財団法人社会福
祉振興・試験セン

『国家試験出題基準・合格基準、過去の試験問題
』

4 第〇回社会福祉士国
家試験の施行につい

『厚生労働省　報道資料　国家試験　実施日、出
題委員等　』

5

科目名称 社会理論と社会ｼｽﾃﾑ

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC111007（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。
各授業の作業課題を提出することは基本要件です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ７０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

546－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバス、ルーブリックの説
明）をおこないます。授業と授業外の学修、ノート
づくり、テキスト、そのほかの教材（プリント、図

シラバスをあらかじめ確認します。（９０分）

2 社会学の考え方－１(社会化、社会的地位、役割) テキスト1章を予習します。（９０分） 今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

テキスト1章「学習のヒント」を予習します。
（９０分）3 社会学の考え方－２(重要な他者、属性主義、業績

主義）
今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）

今回の学習内容（テキスト、資料）を復習します。
（９０分）テキスト２章を予習します。（９０分）家族社会－１（家族類型、家族機能）4

テキスト第３章「学習のヒント」発展学修します。
（９０分）テキスト３章を予習します。（９０分）家族社会－２（家族形態、親族関係）5

今回の学習内容（ＰＢＬ資料）を復習します。
(９０分)

授業1-5回の学習ふりかえり整理を行います。
（９０分）社会学の基本的概念、家族社会のまとめ（PBL）6

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキスト４章を予習します。（９０分）現代社会の捉え方（ライフコース、ジェンダー、性
別役割規範、社会文化的性差）7

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキスト８章を予習します。（９０分）地域社会－１（都市化、都市的生活様式、過疎化）8

テキスト第１０章「学習のヒント」を発展学修しま
す。（９０分）テキスト１０章を予習します。（９０分）地域社会－２(第一次的関係、パーソナル・ネット

ワーク、地域社会の人口変動)9

10 少子化と高齢化（人口転換、出生力、死亡力） テキスト１１章を予習します。（９０分） 今回の学習内容を復習します。（９０分）

今回の学習内容（ＰＢＬ資料）を復習します。
(９０分)

授業７－１０回学習のふりかえり整理をします。
（９０分）

ライフコース、ジェンダー、地域社会、少子化と高
齢化のまとめ（ＰＢＬ）11

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキスト７章を予習します。（９０分）社会階層と格差（平等、公平、衡平、公正、社会的
弱者）12

今回の学習内容を復習します。（９０分）三色線引き読み資料を予習します。（９０分）学術論文読解（三色線引き読み、福祉社会学）13

今回の学習内容を復習します。（９０分）テキス１２章を予習します。（９０分）人口問題と社会学（人口構成、人口ボーナス、人口
オーナス、人口転換）14

今回の学習内容を復習します。（９０分）三色線引き読み資料を予習します。（９０分）学術論文読解（三色線引き読み、福祉社会学）15

全体のふりかえりを行ってください。（９０分）全授業のまとめを準備します。（９０分）本科目のまとめ（授業総括と課題シートの教員講評
）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の学習内容を復習します。（９０分）

科目名称 社会理論と社会ｼｽﾃﾑ

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC111007（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



９回以下授業に参加し、積
極的に学習を行った。

547－ －

ルーブリック

評価項目

1 一般社団法人日本ソーシャルワ
ーク教育学校連盟

中央法規 978ー4ー8058ー5596
ー6

概要

履修目標
精神保健福祉に関する制度とサービスについて理解する。精神障害者の特徴、生活状況、精神保健福祉法、障害者総合支援法、年金･医療・生活保護など各種制度を
理解し、マネジメントを把握する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉領域の基礎知識をもとに，自分なりの考えを述べることができること。

授業全体の内容と概要
教科書は必ず持参すること。小テスト，レポートの内容や提出方法は，授業内にて指示する。
精神疾患や障害のある人の社会生活にとって，制度やサービスがもつ意義を絶えず問い直しながら，学習を進めてほしい。

授業の方法
精神障害者を取り巻く課題を学び、グループワークやディスカッションを行います。板書やプリントの確認問題を行いながら学習を進めていきます。確認問題は解
説を行います。また、事例検討に関しては、事後の状況を説明し制度と生活支援がイメージできるようにフィードバックを行います。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、教科書や板
書、確認テストを受けてい
る。

確認テストの内容を理解し
、定期試験の成績が６０点
以上である。

教科書、資料の内容を理解
するため事前学習を行い、
授業内で質問や自分の意見
をプレゼンテーションする
。

１５回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１４回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１３回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１２～１０回授業に参加し
、積極的に学習を行った。

確認テストで平均
１００～９０点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

事前学習を行い、授業中に
５回以上質問や意見を

事前学習を行い、授業中に
４回以上質問や意見を

事前学習を行い、授業中に
３回以上質問や意見を

事前学習を行い、授業中に
２回以上質問や意見を

事前学習や質問、意見など
が行えていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉に関する制度とサービス』 ２０１２年０２

月

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉に関する

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122046（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていたが、実際に活用する制度やサービスを実践面に
即して授業を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業態度、単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ３０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

548－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 事前に教科書を確認（９０分）

2 精神障害者の相談援助活動と精神保健福祉に関する
制度とサービスの理解 事前に教科書を確認（９０分） ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）

事前に教科書を確認（９０分）3 精神保健福祉法の成立までの経緯と意義，その後の
変化① ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉法の成立までの経緯と意義，その後の
変化②4

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉法の概要①5

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉法の概要②6

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等の福祉制度の概要と福祉サービス（障
害者基本法，障害者総合支援法）7

事前に教科書を確認（90分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等を対象とした福祉施策・事業①（医療
保険制度）8

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等を対象とした福祉施策・事業②（経済
的支援に関する制度）9

10 精神保健福祉領域の近年の動向①（障害者権利条約
と当事者による活動，権利擁護） 事前に教科書を確認（９０分） ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向②（障害年金制度と
所得保障）11

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向③（アルコール健康
障害対策基本法の制定と関連施策）12

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向④（更生保護制度）13

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向⑤（医療観察法）14

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）事前に教科書を確認（９０分）まとめ15

テストの振り返り（９０分）テストの事前学習（９０分）確認テスト及びテストの解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートを整理し、質問事項を考える。（９０分）

科目名称 精神保健福祉に関する

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122046（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていたが、実際に活用する制度やサービスを実践面に
即して授業を行う。

基本情報

開講時期



社会保障が生まれた背景や
歴史を理解できなかった。

549－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 978-4-8058-5806-6

概要

履修目標
社会保障の生成と展開過程を踏まえ社会保障の理念と意義を理解し，少子高齢社会において社会保障題が直面している課題について対応策を考える。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
・社会保障が生まれた背景と発展過程について理解できる。
・社会保障の理念の変化について説明することができる。
・わが国の社会保障が直面している制度的，財政的課題について関心を持つことができる。

授業全体の内容と概要
社会保障の理念，機能，歴史的展開，財政問題などを検討しながら，社会保障とは何かについて基礎的理解を深める。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コンメント
を付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・配付資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

履修目標を越えて少子高齢
社会の課題について理解で
きた。

社会保障がかかえている問
題と課題について�理解で
きた。

今日における社会保障の意
義を理解できた。

社会保障が生まれた背景や
歴史を理解できた。

経済社会の変化を踏まえた
今後の社会保障の見直しの
是非について考えることが
できた。

少子高齢社会における社会
保障の課題について対応策
を考えることが
できた。

社会保障の理念の変化と社
会保障の保障水準の関係に
ついて考えることができた
。

社会保障の理念の変化につ
いて説明することが
できた。

社会保障の理念の変化につ
いて説明することが
できなかった。

社会保障が直面する諸課題
について諸外国との比較で
対応策を考える意欲を示し
た。

社会保障が直面する諸課題
について対応策を考えるこ
とができた。

社会保障が直面する諸課題
の解決に関心を寄せること
ができた。

わが国の社会保障が直面し
ている諸課題に関心を示す
ことができた。

わが国の社会保障が直面し
ている諸課題に関心を示す
ことができなか

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座１２　社会保障[第６
版]』

２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会保障論Ⅰ

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS111005（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

550－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
現代社会と社会保障（1）－少子高齢社会と社会保
障

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 現代社会と社会保障（2）－社会保障の必要性 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 現代社会と社会保障（3）－社会保障の概念と範囲 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）現代社会と社会保障（4） －ライフステージと社会

保障4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の理念と目的（1）－①貧困からの救済5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の理念と目的（2）－②貧困の防止6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の理念と目的（3）－③健やかで安心でき

る生活7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の機能（1）－社会的統合機能8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の機能（2）－経済的機能①9

10 社会保障の機能（3）－経済的機能② 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の構造（1）－社会保険の構造11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の構造（2）－社会扶助の構造12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の財源と費用（1）－財源調達方法の種類13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の財源と費用（2）－社会保障の費用14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の財源と費用（3）－社会保障財源として

の保険料と租税15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 社会保障論Ⅰ

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS111005（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



９回以下授業に参加し、積
極的に学習を行った。

551－ －

ルーブリック

評価項目

1 一般社団法人日本ソーシャルワ
ーク教育学校連盟

中央法規 978ー4ー8058ー5596
ー6

概要

履修目標
精神保健福祉に関する制度とサービスⅠを学び、制度の説明や具体的な活用をイメージし、他者に伝えることができる力を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
基礎知識をもとにして，最新の精神保健福祉の動向を自ら調べて学べるようになること。また、クライエントなどに説明できること。

授業全体の内容と概要
昨年度の「精神保健福祉に関する制度とサービスⅠ」の復習を踏まえた上で，最新の精神保健福祉に関わる動向について説明する。

授業の方法
授業態度、単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。教科書を活用し、板書やプリントによる確認を行います。障害者総合支援法の内容や社会保障制度
などの制度を説明し、プレゼンテーションの資料などを作成してもらう。質問に対して解説を行い、対応を行います。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

〇 模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
グループワークやプレゼンテーションがあるので、積極的に授業に参加してもらいたいです。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、教科書や板
書、確認テストを受けてい
る。

確認テストの内容を理解し
、定期試験の成績が６０点
以上である。

「精神保健福祉に関する制
度とサービスⅠ」で学んだ
制度やサービスを説明でき
る。

１５回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１４回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１３回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１２～１０回以上授業に参
加し、積極的に学習を行っ
た。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

制度とサービスについて適
切に説明を行い、必要な資
料（パワーポイントやレジ
ュメ）を作成することがで
きる。

制度とサービスについて説
明を行い、必要な資料（パ
ワーポイントやレジュメ）
を作成することができる。

必要な資料（パワーポイン
トやレジュメ）を作成する
ことができる。

制度とサービスについて説
明を行うことができる。

説明を行うことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉に関する制度とサービス』 ２０１２年０２

月

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉に関する

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122047（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていたが、実際に活用する制度やサービスを実践面に
即して授業を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業態度、単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ３０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

552－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 事前に教科書を確認（９０分）

2 精神障害者の相談援助活動と精神保健福祉に関する
制度とサービスの理解 グループ発表の練習（９０分） グループ発表の反省（９０分）

グループ発表の練習（９０分）3 精神保健福祉法の成立までの経緯と意義，その後の
変化① グループ発表の反省（９０分）

グループ発表の反省（９０分）グループ発表の練習（９０分）精神保健福祉法の成立までの経緯と意義，その後の
変化②4

グループ発表の反省（９０分）グループ発表の練習（９０分）精神保健福祉法の概要①5

グループ発表の反省（９０分）グループ発表の練習（９０分）精神保健福祉法の概要②6

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等の福祉制度の概要と福祉サービス（障
害者基本法，障害者総合支援法）7

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等を対象とした福祉施策・事業①（医療
保険制度）8

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者等を対象とした福祉施策・事業②（経済
的支援に関する制度）9

10 精神保健福祉領域の近年の動向①（障害者権利条約
と当事者による活動，権利擁護） 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向②（障害年金制度と
所得保障）11

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向③（アルコール健康
障害対策基本法の制定と関連施策）12

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向④（更生保護制度）13

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉領域の近年の動向⑤（医療観察法）14

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）まとめ15

テストの復習（９０分）事前課題の学習（９０分)確認テスト、テストの解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

グループ発表の準備（９０分）

科目名称 精神保健福祉に関する

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122047（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていたが、実際に活用する制度やサービスを実践面に
即して授業を行う。

基本情報

開講時期



教職の意義並びに教師の責
務に係る知識・技能の習得
や, 内容説明ができなかっ
た。

553－ －

ルーブリック

評価項目

1 佐藤晴雄 学陽書房 978-4313611429

概要

履修目標
教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。）について理解する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．に対応する。　
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．に対応する。　

到達目標
教師の役割や責務について, 歴史・関係法規・保護者等の視点から考察し,教師の使命と責任並びに求められる教師像を理解し説明するとともに, テーマに即して,
限られた時間内でレポートを記述できる。

授業全体の内容と概要
毎回設定するテーマに関して, 理論的・体系的に講義するとともに, そのテーマに関する「思考・執筆・発表」の過程をとおして, 主体的に学ぶ活動を実施する。

授業の方法
授業は, パワーポイント及び配布物資料で実施し, 資料にて説明した後, グループワークにてグループ発表, レポート提出（15回）を行う。なお, レポートは評価
及びコメントを記入し, フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職科目であることから, 遅刻や欠席をしないように努めること。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教職の意義・関連法規と求
められる教師像

授業テーマに関するレポー
トの説明

授業への参加態度・姿勢

教職の意義並びに教師の責
務に係る知識・技能を積極
的に習得し, その内容を的
確に説明できた。

教職の意義並びに教師の責
務に係る知識・技能を習得
し, その内容を説明できた
。

教職の意義並びに教師の責
務に係る基礎的な知識・技
能を習得し, その内容を説
明できた。

教職の意義並びに教師の責
務に係る基礎的な知識・技
能を習得し, その内容をほ
ぼ説明できた。

テーマに基づき, 的確な思
考力・判断力のもと, 論理
的な内容で, 時間内に記述
できた。

テーマに基づき, 思考力・
判断力を活かした内容で,
時間内に記述できた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 思考力・判断力
のもと,  時間内に記述で
きた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で, ほぼ 時間内に記述で
きた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で, 時間内に記述できなか
った。

授業に主体的・積極的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業にほぼ関心を持って参
加することができた。

授業に関心を持って参加す
ることができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教職概論』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 教職論

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU141160・EDU241087・EDU341086・
EDU441102・EDU541113（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 学校教育における今日的な課
題への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, 10 回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

554－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明, なぜ教師を目指すのか 授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努めるこ
と。（90分）

2 教職の意義 次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）3 教職観と理想の教師像 講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して

おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教師と教員養成の歴史4

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教員の任用と服務（１）5

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教員の任用と服務（２）6

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教師の役割と仕事（１）7

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教師の役割と仕事（２）8

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）管理職・主任の役割9

10 教師の職場環境 次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教師の資質向上と研修11

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教育実習の意義と心得12

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）教職への進路選択と教員採用選考13

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）面接・模擬授業にどう臨むか14

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）親と教師の人間関係, まとめ15

試験の結果を見直す。（90分）講義資料等で講義内容を整理する。（90分 )定期試験（60分の試験終了後,残りの３０分で解説
を行う。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義資料, 授業レポートをファイル化し,復習して
おくこと。（90分）

科目名称 教職論

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU141160・EDU241087・EDU341086・
EDU441102・EDU541113（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 学校教育における今日的な課
題への対応を指導する。

基本情報

開講時期



社会変化と福祉制度変遷を
関係付けられない。

555－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 9784805839317

概要

履修目標
福祉を学ぶための基盤となる考え方や基礎知識を学ぶ。福祉サービスをソーシャル・サービス、福祉政策をソーシャル・ポリシー（社会政策）と福祉を幅広く捉え
るようになった背景（要因・理由）とその内容（考え方・概念）を理解する。　　

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
社会変化と福祉制度の変遷（変わること）の関連を説明できる。
ソーシャル・ポリシーによる現代の福祉制度の目的を説明できる。
「公平な社会」を「共生社会」と関連づけることができる。

授業全体の内容と概要
市場の失敗，所得再分配，公平と平等，福祉の考え方，社会変化と福祉制度の関連，福祉制度と福祉政策の関係を学ぶことから、福祉政策が広範なソーシャル・ポ
リシーへと移行した背景と目的を理解する。

授業の方法
授業のポイントを記したレジュメ（プリント）を配布する。
開始5～10分は，前回の復習を口頭試問形式で行う。その後は，配布済みレジュメに従い空き行間に重要事項をメモする形の講義形式をとるが，理解度の確認のため
随時問いかけをさせてもらう。質問には随時対応する。
復習を兼ねて，授業中のメモを教科書などを参考にノートにまとめることを推奨する。
中間試験（論述）を採点後返す際、解答の仕方など個別に指導する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
社会保障論や相談援助の基盤と専門職など，他の授業との関わりに注意する。
授業中の積極性は，授業終了時に名前を呼んでの出席確認を行うことで判定する。
遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャ
ルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

社会変化と福祉制度変遷

ソーシャル・ポリシーを広
範な福祉政策と理解する背
景・意義

ソーシャル・ポリシーと公
平な社会

社会変化と福祉制度変遷の
背景を知識として身に付け
、今後の福祉制度の在り方
を自己の考えとして表現す
ることができる。

社会変化と福祉制度変遷の
背景を基礎知識として（質
問への回答，試験の論述，
など）に使用することがで
きる。

社会変化と福祉制度変遷の
背景を関連付けて説明でき
る。

社会変化と福祉制度変遷の
関係を説明できる。

個々の福祉政策を関連付け
，自らの福祉観を持てるよ
うになる。

福祉政策を広範に捉えるよ
うになった背景と意義を説
明できる。

ソーシャル・ポリシーに含
まれる個々の政策の目的を
説明できる。

ソーシャル・ポリシーの目
的を説明できる。

ソーシャル・ポリシーを理
解していない。

ソーシャル・ポリシーの目
的と公平な社会の実現の関
連を説明できる。

福祉制度の公平性を個々の
ソーシャル・ポリシーと関
連付けて説明することがで
きる。

福祉制度の公平性を個々の
ソーシャル・ポリシーと関
連付けて理解している。

福祉制度の公平性をソーシ
ャル・ポリシーとの関連で
理解している。

福祉制度の公平性をソーシ
ャル・ポリシーとの関連で
理解できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座　第４版  ４　現代社
会と福祉』

2014

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 現代社会と福祉Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS521088（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。
積極的な授業参加（発言する，回答する，メモを取る，など）を平常点とする。
論述の中間試験と定期試験、平常点の総計で単位認定を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む）と市
場の論理（所得分配および公平）

シラバスの読み込みと市場原理を調べてくる（90分
）

2 市場の失敗（所得再分配および公平と平等） 教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）3 社会の変化と福祉 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）福祉と福祉政策4

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）福祉の思想と哲学5

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・ポリシーと福祉政策（1）－社会政策
のなかの福祉政策6

今回のノートをまとめるとともに中間試験のため見
直しを行う（90分）

教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・ポリシーと福祉政策（2）－福祉政策
の体系7

自身の解答を振り返る　　（90分）中間試験の準備をする　　（90分）中間まとめとして，ソーシャル・ポリシーの理解確
認および中間試験8

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）福祉政策の発展過程（1）－第2次世界大戦前―9

10 福祉政策の発展過程（2）－第2次世界大戦後― 教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）少子高齢社会の福祉政策11

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・サービスにおけるニーズ（個人ニーズ
と集団ニーズなど）12

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・サービスにおける社会資源（その特徴
，特に希少性）13

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・ポリシーの理念（福祉国家から福祉社
会・共生社会へ）14

定期試験に向け自身のノートの最終チェックを行う
　（90分）　　　

これまでの授業を振り返り，福祉において公平がな
ぜ重要かを考えてくる　（90分）

振り返りとして，公平性を中心にソーシャル・ポリ
シーの全体像15

現代社会と福祉Ⅱの授業に向けて、試験の振り返り
（90分）

定期試験の準備をする
（90分）

定期試験（60分の試験終了後、試験のポイントを解
説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

科目名称 現代社会と福祉Ⅰ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS521088（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



9回以下授業に参加し、積
極的に学習を行った。

557－ －

ルーブリック

評価項目

1 一般社団法人日本ソーシャルワ
ーク教育学校連盟

中央法規 978ー4ー8058ー5596
ー6

概要

履修目標
精神障害自体の理解や精神障害者を取り巻く環境や生活支援のあり方について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
障害者福祉の基本的理解を基に，精神障害者をとりまく現状や課題，制度や社会資源の実際について，生活支援の視点から論述できるようになること。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉領域において，権利擁護を含む地域での総合的・継続的なシステムづくりが重要になっている。そのための相談支援体制やサービスの供給体制，ネッ
トワークづくりについて授業を展開する。

授業の方法
授業態度、単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。視覚教材と教科書、板書、プリントを活用して授業を行います。精神障害者の生活課題をグループ
で話し合い、個別支援計画を作成してもらいます。質問については、そのつど対応します。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、教科書や板
書、確認テストを受けてい
る。

確認テストの内容を理解し
、定期試験の成績が60点以
上である。

視覚教材を活用し、精神障
害者の生活課題を整理し、
地域移行支援のプランニン
グが行える。

１５回以上授業に参加し、
積極的に学習を行った。

１４回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１３回授業に参加し、積極
的に学習を行った。

１２～１０回授業に参加し
、積極的に学習を行った。

確認テストで平均
１００～９０点である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

確認テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

視覚教材の問題背景や歴史
的な課題を整理し、精神障
害者の特性から地域移行の
プランを適切に作成できる
。

視覚教材の問題背景や歴史
的な課題を整理し、精神障
害者の特性から地域移行の
プランを作成できる。

精神障害者の特性から地域
移行のプランを作成できる
。

視覚教材の問題背景や歴史
的な課題を整理することが
できる。

課題の整理やプランの作成
が行えない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神障害者の生活支援システム』 2012年02月

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神障害者の生活支援

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122048（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が精神障害者の実際の生活を意識した授業
を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業態度、単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ３０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

558－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 事前に教科書を確認（９０分）

2 精神障害者の概念 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

事前に教科書を確認（９０分）3 精神障害者の生活の実際① 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の生活の実際②4

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の生活と人権　グループワーク5

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の地域生活支援システム①　アセスメン
ト6

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の地域生活支援システム②プラン作成7

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の居住支援①8

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の居住支援②9

10 精神障害者の雇用・就業支援① 事前に教科書を確認（９０分） 板書・教科書の復習（９０分）

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の雇用・就業支援②11

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神障害者の雇用・就業支援③12

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）行政における相談援助13

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）精神保健福祉の動向14

板書・教科書の復習（９０分）事前に教科書を確認（９０分）まとめ15

確認テストの振り返り（９０分）テスト問題の事前学習（９０分）確認テスト及び確認テストの解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

板書・教科書の復習（９０分）

科目名称 精神障害者の生活支援

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122048（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が精神障害者の実際の生活を意識した授業
を行います。

基本情報

開講時期



知識・技能の基礎的内容に
ついて理解ができなかった
。

559－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校において、特別支援教育を推進するために必要な基本的知識と障害の状況等に応じた指導のあり方等の実践的な知識を習
得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．に対応する。

到達目標
特別支援教育制度の概要と特別支援学校の教育課程並びに個別の教育支援計画の作成の意義や学習指導要領、特別支援教育コーディネーターの設置義務とその役割
等、特別支援教育の推進について理解することができる。併せて、各障害の特性に即した自立活動の在り方について理解することができる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、特別支援教育の意義や目的、実践等について、主体的・対話的で深い学びを通して、理解を深められるよう
、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換、発表等の一連の活動を行う。また、具体的な事例をとおして理解を深められるよう、パソコンや映像等の視聴覚
教材を活用し総合的に構成する。

授業の方法
授業は、パワーポイント及び教科書、配布物(レジメ)を活用して実施し、資料にて説明した後、グループワーク等で思考・考察、意見交換、討論、発表等一連の活
動を行う。グループワークにてグループ発表を行うとともに、レポート提出（1回）を行う。なお、グループ発表やレポートにはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職課程登録者を対象にした科目であり、全学科同一クラスで授業を行う。
２０分以上の遅刻は欠席、遅刻３回で欠席１回とみなす。
教職を目指す学生としてふさわしい受講態度で履修すること。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

特別支援教育の基礎的な知
識・技能の習得

特別支援教育に関する思考
・判断・表現

授業への参加態度・姿勢

知識・技能の基礎的内容に
ついて高い関心をもって理
解し、さらに深めることが
できた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて、関心をもって理解
し、学修できた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて理解し、学修するこ
とができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて一定程度理解するこ
とができた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現しようとした。

テーマの受け止めが不十分
で思考・判断・表現に課題
がみられた。

授業にとても積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業に一定程度関心をもっ
て参加できた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　新訂版　独立行政
法人国立特別支援教育総合研究所』

2015

2 文部科学省 開隆堂 978-4-304-04229-4『特別支援学校学習指導要領解説　総則等編（幼
稚部・小学部・中学部）』

2018

3 文部科学省 開隆堂 978-4-304-04231-7『特別支援学校学習指導要領解説　自立活動編（
幼稚部・小学部・中学部）』

2018

4

5

1 文部科学省 海文堂出版 978-4-303-12424-3

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援学校学習指導要領　小学部・中学部（
平成29年4月告示）』

2018

2 文部科学省 海文堂出版 978-430312427『特別支援学校学習指導要領　高等部（平成31年
2月告示）』

2019

3 上野一彦・緒方明子・柘植正義 明治図書 978-4181085『特別支援教育基本用語１００』 2014

4

5

科目名称 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
　  藤根　収（社会福祉学科・特任教授

授業担当者（所
属・職名）

SNE142172・SNE243103・SNE342100・
SNE442116・SNE542129（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（特
別な教育的ニーズの理解と支援）についてオムニバスで指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ １０％ ０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

560－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、共生社会の形成に向けたインクル
ーシブ教育システムの構築について

教科書から「インクルーシブ教育システム」につい
ての課題を整理する（９０分）

2 インクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進について

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）3 特別支援教育の理念と基本的な考え方及び特別支援

教育の対象について 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）個別の教育支援計画の意義と活用について4

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

学習指導要領と教育課程の編成及び配慮事項につい
て5

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

特別支援学校の教育の概要と教育課程の編成並びに
指導について6

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）自立活動の目標と内容について7

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

特別支援教育コーディネーターの役割と求められる
資質について8

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）特別支援学校のセンター的な役割について9

10 小学校、中学校等における特別支援教育について 教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

各障害に応じた教育１
－視覚障害、聴覚障害について－11

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

各障害に応じた教育２
－知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱について
－

12

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

各障害に応じた教育３
－重複障害、言語障害、情緒障害について－13

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

各障害に応じた教育４
－発達障害について－14

重要な語句や内容の整理とレポートの作成（９０分
）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）障害のある子どもへのアセスメント15

試験の結果を見直す（９０分）教科書等で講義内容を整理する（９０分）定期試験（６０分の試験後、残りの３０分で解説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
（９０分）

科目名称 特別な教育的ﾆｰｽﾞの理

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
　  藤根　収（社会福祉学科・特任教授

授業担当者（所
属・職名）

SNE142172・SNE243103・SNE342100・
SNE442116・SNE542129（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（特
別な教育的ニーズの理解と支援）についてオムニバスで指導する。

基本情報

開講時期



授業で扱った内容をノート
にまとめられなかった。

561－ －

ルーブリック

評価項目

1 鹿取廣人、杉本敏夫、鳥居修晃 東京大学出版会 978-4130121095

概要

履修目標
人間への深い理解に基づくソーシャルワーク実践において，心理学の知識は特に重要な位置を占めている。そのため、人間の成長や生涯発達の視点を身につけ，臨
床に役立つ心理的援助の理論や技法，そして関連職種との連携や精神保健領域での実践例を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．と７＜履修すべき科目＞の２．に対応する。

到達目標
成長し発達する多面的な人間として，幅広い視点を援助場面で展開できるように，心理学の基礎を修得することができる。

授業全体の内容と概要
心理学の定義や臨床心理学への関心の高まり，基礎心理学の概念，生涯発達の人間観，ライフサイクル上の乳幼児期・児童期・青年期・成人期・老年期の発達と臨
床，心理学的評価，援助理論と技法，心理臨床職との連携，心理学知識の重要な役割について理解を深める。また，並行して具体的な事例を通して，より実践的な
心理学についての理解を深める。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行う。質問は随時受け付ける。質疑応答の際は、その都度回答する。試験の内容は後でフィード
バックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業ではノートに書き留める事項が多数出てくるので、ノートをとりまとめること。

資格指定科目
認定心理士資格，子育て支援ソーシャルワーカー資格，社会福祉士国家試験資格課程，精神保健福祉士国家試験資格課程，教職課程（全教科）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

心理学の授業を理解してい
る

心理学的な思考力・判断力
（心理学的な思考・判断を
どの程度使えるか）の程度

授業に主体的に取り組む態
度（こころの在り方につい
ての理解と説明）

教科書、資料を理解し、授
業で扱った内容以外も自分
で調べて答えることができ
る。

授業で扱った内容をノート
に取り、まとめている。授
業で扱った内容はノートを
見ずに答えることができる
。

授業で扱った内容をノート
に取り、まとめている。授
業で扱った内容はノートを
見ながらでも答えることが
できる。

授業で扱った内容をノート
を見ながらでも答えること
ができなかったが、ノート
にまとめることはできた。

心理学の基本を踏まえて、
人の思考や行動に関する考
察が十分に身についている
。

心理学の基本を踏まえて、
人の思考や行動に関する考
察がおおむね身についてい
る。

心理学の基本を踏まえて、
人の思考や行動に関する考
察が身についている。

心理学の基本を踏まえて、
人の思考や行動に関する考
察が多少身についている。

心理学の基本を踏まえて、
人の思考や行動に関する考
察が身についていない。

こころの在り方について理
解したことを心理学的にわ
かりやすく説明できる。

こころの在り方について理
解したことを心理学的にお
おむね説明できる。

こころの在り方について理
解したことを心理学的に説
明できる。

こころの在り方について理
解したことを心理学的に多
少説明できる。

こころの在り方について理
解したことを心理学的に説
明することができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『心理学　第５版』 2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 心理学

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG111008（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務、スクールカウンセラー経験のある臨床心理士が経験も交えながら指導す
る。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

562－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。
心と脳について 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 情動・情緒について 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 欲求・動機づけと行動について 授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）感覚・知覚・認知について4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）学習・記憶・思考について5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）知能・創造性について6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）人格・性格について7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）集団について8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）適応について9

10 人と環境について 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）発達の概念について11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ストレスとストレッサー12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）心理検査の概要について13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）カウンセリングの概念と範囲14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）心理療法の概要と実際15

試験の振り返りを行うこと（９０分）。今までの授業内容を復習しておくこと。（９０分）定期試験。６０分の試験終了後，残りの３０分で解
説を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 心理学

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG111008（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務、スクールカウンセラー経験のある臨床心理士が経験も交えながら指導す
る。

基本情報

開講時期



相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を理解するこ
とが難しい。

563－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805853139

概要

履修目標
①相談援助に係る基礎的な知識や技術を基に、精神保健福祉相談援助の展開を体系的に理解する。
②個人及び集団的な実技指導を通して、総合的かつ包括的な相談援助を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉士に必要な専門知識・技術・実践能力が身につく。
②精神保健福祉士としての援助技術を概念化し、理論化し、体系立てて理解する。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉士としての援助としての知識と技術について学びます。
②精神保健相談援助のコミュニケーション技術などについて学びます。

授業の方法
①授業形態はグループ学習形式及び演習形式で行う。
②テキスト及び配布資料を使用し、ポイントとなるべき箇所は説明、板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。
④ロールプレイ等に関しては、フィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②やむを得ず遅刻または欠席する場合は、原則として事前に連絡をすること。
③相談援助演習Ⅰ・Ⅱの履修及び単位取得済みでなければ本科目の履修はできません。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を深く理解で
きる。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術をおおむね理
解できる。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を理解できる
。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を多少理解で
きる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、相談援助の展開につい
て十分に考察できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、相談援助の展開につい
ておおむねに考察できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、相談援助の展開につい
て考察できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、相談援助の展開につい
て多少考察できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、相談援助の展開につい
て考察することが難しい。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とをおおむね説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを多少説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを説明することが難しい
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉援助演習（基礎・専門）』 2016

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助演習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122049（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が現場で求められる役割や基礎的な知識、
技術、倫理など演習を通じて展開していきます。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
①単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上。
②グループワークにおいて、発言などを３回以上は行い、参加姿勢を見せる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ５０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

564－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び精神保健福祉援助演習Ⅰの学び
についてのガイダンス 教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 自己理解と他者理解 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 精神保健福祉相談援助の価値と倫理 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）利用者の理解4

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）援助関係の理解5

コミュニケーション技術の振り返り（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニケーション技術6

コミュニケーション技術の振り返り（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）コミュニケーション技術7

面接技術の振り返り（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）面接技術8

面接技術の振り返り（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）面接技術9

10 スーパービジョンとコンサルテーション 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）記録の技術11

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）観察法12

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）マッピング技法13

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）チームアプローチの理解14

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）チームアプローチの理解15

総合的な振り返り（９０分）各１５回分の振り返り（９０分）精神保健福祉援助演習Ⅰのまとめ、ロールプレイ等
のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

教科書及び板書の復習（９０分）

科目名称 精神保健福祉援助演習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122049（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が現場で求められる役割や基礎的な知識、
技術、倫理など演習を通じて展開していきます。

基本情報

開講時期



わが国の社会保障制度の発
展過程について説明できな
かった。

565－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 978-4-8058-5806-6

概要

履修目標
わが国の社会保障制度の沿革を踏まえ、今日の国民皆保険・皆年金体制を骨格とする社会保障の仕組みを理解するとともに、安定的な社会保障制度の構築について
考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
・わが国の社会保障制度の発展過程について説明できる。
・社会保険制度の具体的な仕組みについて理解できる。
・今後の社会保障制度のあり方について自らの考えを示すことができる。

授業全体の内容と概要
わが国の社会保障制度の中核をなしている年金保険，医療保険，介護保険等の社会保険のほか，児童扶養手当などの社会手当制度などについても制度の仕組みを理
解するとともに，社会保険と民間保険の関係等についても理解を深める。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コメントを
付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回，必ず教科書・配付資料を携行すること。私語等は慎み，授業に集中してノートを取ること。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

少子高齢社会における安定
的な社会保障体制構築の方
向性について認識できた。

少子高齢社会における社会
保障制度の見直しの必要性
について説明できた。

わが国の国民皆保険・皆年
金体制確立の経緯を理解で
きた。

わが国の社会保障制度の発
展過程について説明できた
。

全世代型社会保障体制の構
築について思考することが
できた。

安定的な社会保障体制構築
の必要性について思考する
ことができた。

国民皆保険・皆年金体制の
維持に向けて制度見直しの
必要性を考えることができ
た。

社会保険の意義について考
えることができた。

社会保険の意義について考
えることができなかった。

国際化が求められる日本社
会と社会保障のあり方につ
いて関心を示した。

安定的な社会保障体制の構
築に向けて自らの考えを示
すことができた。

社会保障制度のあり方につ
いて自らの考えを示す意欲
を持った。

今後の社会保障の方向性に
ついて関心を寄せることが
できた。

今後の社会保障の方向性に
ついて関心を寄せることが
できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座１２ 　社会保障[第６
版]』

２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会保障論Ⅱ

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS111006（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

566－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
社会保障の歴史的展開（1）－欧米の社会保障の展
開

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 社会保障の歴史的展開（2）－わが国の社会保障(生
成期) 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分

）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 社会保障の歴史的展開（3）－わが国の社会保障(発
展期)

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）社会保障の歴史的展開（4）－わが国の社会保障(改

革期)4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）年金保険の制度と内容（1）－国民年金①5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）年金保険の制度と内容（2）－国民年金②6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）年金保険の制度と内容（3）－厚生年金7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）医療保険の制度と内容（1）－健康保険・共済組合8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）医療保険の制度と内容（2）－国民健康保険9

10 医療保険の制度と内容（3）－後期高齢者医療制度 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）介護保険の制度と内容11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）労働保険の制度と内容－労災保険・雇用保険12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）その他の社会保障制度－公的扶助・社会手当・社会

福祉13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）会保険と民間保険－公的施策と民間保険の関係14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）諸外国における社会保障制度の概要15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 社会保障論Ⅱ

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS111006（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を理解するこ
とが難しい。

567－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805853139

概要

履修目標
①相談援助にかかる基礎的な技術を基に、精神保健福祉相談援助の展開を体系的に理解する。
②個人及び集団的な実技指導等を通して、総合的かつ包括的な相談援助を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉士に必要な専門知識・技術・実践能力が身につく。
②精神保健福祉士としての援助技術を概念化し、理論化し、体系立てて理解する。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉士としての援助としての知識と技術について学びます。
②精神保健福祉援助のコミュニケーション技術などについて学びます。

授業の方法
①授業形態はグループ学習形式及び演習形式で行う。
②テキスト及び配布資料を活用し、ポイントとなるべき箇所は説明、板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。
④ロールプレイ等に関しては、フィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②やむを得ず遅刻または欠席する場合は、原則として事前に連絡をすること。
③相談援助演習Ⅰ・Ⅱの履修及び単位取得済みでなければ本科目の履修はできません。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を深く理解で
きる。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術をおおむね理
解できる。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を理解できる
。

相談援助にかかる基礎的な
知識及び技術を多少理解で
きる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について十分に考察
できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開についておおむね考
察できる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察できる
。

相談援助技術の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について多少考察で
きる。

相談援助技術の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察するこ
とが難しい。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とをおおむね説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを多少説明できる。

精神保健福祉相談援助技術
の展開について理解したこ
とを説明することが難しい
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉援助演習（基礎・専門）』 2016

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助演習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122050（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が現場で求められる役割や基礎的な知識、
技術、倫理など演習を通じて展開していきます。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
①単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上。
②グループワークにおいて、発言などを３回以上は行い、参加姿勢を見せる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ５０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

568－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバス説明及び精神保健福祉援助演習Ⅱの学びに
ついてのガイダンス 教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 インテーク 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 アセスメント 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）グループにおける相談援助の理解4

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ニーズ把握－社会調査5

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）社会資源の活用6

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ネットワーキング7

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）アウトリーチ8

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）ケアマネジメント9

10 事例を通して学ぶ「社会復帰－地域移行支援」 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） 教科書及び板書の復習（９０分）

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「社会復帰－医療観察法」11

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「当事者支援－ピアサポート」12

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「家族支援－精神障害者家族」13

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「発達障害のある子ども・若者の
支援」14

教科書及び板書の復習（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）事例を通して学ぶ「うつ病性障害（うつ病）の成人
の支援」15

総合的な振り返り（９０分）各１５回の振り返り（９０分）精神保健福祉援助演習Ⅱのまとめ、ロールプレイ等
のフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

教科書及び板書の復習（９０分）

科目名称 精神保健福祉援助演習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122050（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が現場で求められる役割や基礎的な知識、
技術、倫理など演習を通じて展開していきます。

基本情報

開講時期



直接福祉を目的としない個
々のソーシャル・ポリシー
の意義と目的を理解できな
い。

569－ －

ルーブリック

評価項目

1 社会福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 9784805839317

概要

履修目標
ソーシャル・サービス（広範な福祉サービスを含む概念）提供における「市場化」「効率性」の意義を理解する。
ソーシャル・サービス提供において，なぜ「公平と効率」を考慮しなければならないのかを理解する。
ソーシャル・サービスを提供するための政策をソーシャル・ポリシーと位置づけ，自分なりの福祉観「福祉とは？に対する自分なりの考え方」を持てるようになる
。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
ソーシャル・ポリシー（社会政策）が元来の福祉政策のみならず，直接福祉を目的としない政策（所得政策，雇用政策，住宅政策，教育政策など）を含む意義と目
的を理解する。
福祉の市場化の意義と目的を理解する。
主要国の福祉制度の外観を理解し、今後の我が国のソーシャル・ポリシーの方向を考えることができるようになる。

授業全体の内容と概要
「現代社会と福祉Ⅰ」を踏まえて，ソーシャル・サービスの構成要素，供給主体，福祉の市場化、福祉を直接の目的としない個々のソーシャル・ポリシーおよび相
談援助活動との関連を学ぶことから，福祉における「公平と効率」の意義を理解する。

授業の方法
授業のポイントを記したレジュメ（プリント）を配布する。
開始5～10分は，前回の復習を口頭試問形式で行う。その後は，配布済みレジュメに従い空き行間に重要事項をメモする形の講義形式をとるが，理解度の確認のため
随時問いかけをさせてもらう。質問には随時対応する。
復習を兼ねて，授業中のメモを教科書などを参考にノートにまとめることを推奨する。
中間試験（論述）を採点後返す際、解答の仕方など個別に指導する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「現代社会と福祉Ⅰ」を踏まえ、社会保障論や相談援助の基盤と専門職など，他の授業との関わりに注意する。
授業中の積極性は，授業終了時に名前を呼んでの出席確認を行うことで判定する。
遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程，精神保健福祉士国家試験受験資格課程，保育士養成課程，スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程，子育て支援ソーシャ
ルワーカー資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

直接福祉を目的としないソ
ーシャル・ポリシー

福祉の市場化

今後のソーシャル・ポリシ
ーの方向性

ソーシャル・ポリシーの概
念がソーシャル・サービス
の概念との範囲の違いに気
付くことができる。

ソーシャル・ポリシーとソ
ーシャル・サービスの関連
を理解する。

ソーシャル・ポリシーが直
接福祉を目的としない政策
を含む背景を理解する。

直接福祉を目的としない個
々のソーシャル・ポリシー
の意義と目的を理解する。

福祉における公平と効率の
関係を説明できる。

福祉における効率化の必要
性を説明できる。

福祉の市場化の背景と目的
を理解する。

福祉の市場化の内容を理解
する。

福祉の市場化の内容を理解
できない。

公平と効率を念頭に自らの
福祉観を表現できる。

自らの福祉観を持つことが
できる。

社会変化の方向性とソーシ
ャル・ポリシーの方向性を
整合的に説明できる。

論理的に今後のソーシャル
・ポリシーの方向性を説明
できる。

今後のソーシャル・ポリシ
ーの方向性を説明できない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・社会福祉士養成講座　第４版  ４　現代社
会と福祉』

2014

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 現代社会と福祉Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS521089（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。
積極的な授業参加（発言する，回答する，メモを取る，など）を平常点とする。
論述の中間試験と定期試験、平常点の総計で単位認定を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

570－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む）と「
自助」「公助」「共助」「互助」の主体と関係 シラバスの読み込みと市場原理を調べてくる（90分

2 社会福祉制度の体系（1）－社会福祉の基礎構造－ 教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）3 社会福祉制度の体系（2）－措置制度から契約方式

へ― 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）ソーシャル・サービスの供給システム（基礎）4

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）ソーシャル・サービスの供給システム（市場化）5

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・サービスの利用主体と援助方法（基礎
）6

今回のノートをまとめるとともに中間試験のため見
直しを行う（90分）

教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・サービスの利用主体と援助方法（対人
と地域）7

自身の解答を振り返る　　（90分）中間試験の準備をする　　（90分）中間まとめとして，ソーシャル・サービスの効率化
の理解確認および中間試験8

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

直接福祉を目的としない政策（保健医療政策および
防災・災害時避難政策）9

10 直接福祉を目的としない政策（権利擁護政策） 教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）直接福祉を目的としない政策（所得政策）11

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）直接福祉を目的としない政策（雇用政策）12

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

直接福祉を目的としない政策（住宅政策および教育
政策）13

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）教科書を読み本授業のイメージを持てるようにする
（90分）

ソーシャル・サービス及びソーシャル・ポリシーの
国際比較と時事および今後の課題14

定期試験に向け自身のノートの最終チェックを行う
　（90分）　　　

これまでの授業を振り返り，福祉において公平がな
ぜ重要かを考えてくる　（90分）

振り返りとして，ソーシャル・サービスの公平と効
率およびソーシャル・ポリシーの全体像15

現代社会と福祉Ⅱの授業に向けて、試験の振り返り
（90分）

定期試験の準備をする
（90分）

定期試験（60分の試験終了後，試験のポイントを解
説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

科目名称 現代社会と福祉Ⅱ

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS521089（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



11回以下授業に参加してい
る。

571－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978‐4‐8058‐5120
‐3

概要

履修目標
精神保健福祉士として必要な知識・技術についての基礎を培う。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉分野における現状や課題を認識すること。
②精神保健福祉援助実習の目的が明確になること。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉援助実習の意義や精神障害者への支援の実際を具体的に学ぶ。「精神保健福祉援助実習要項」や「精神保健福祉援助実習報告集」等から，実習教育や
精神保健福祉士について理解を深める。

授業の方法
知識の獲得や考える力、伝える方法などを具体的に授業中にしてもらい、スキルを高めます。教科書を活用し、板書やプリントなどで知識を整理していきます。事
前学習をしてもらい、自ら学習する機会と疑問をもつことを意識してもらいます。質問に関してはそのつど対応します。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①出席を重視します。やむを得ず遅刻や欠席をするときには，原則として事前に連絡をすること。
②精神保健福祉士の専門性や活動範囲について考察しながら質疑等を行うこと。
③履修にあたっては相談援助演習Ⅰ・Ⅱの単位を修得していること及び相談援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが単位取得済みであり，Ⅳを履修することが要件になります。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、事前学習を
進めて、レポートを提出し
ている。

中間テストの成績が６０点
以上である。

オスキーで挨拶～アセスメ
ントまでが行える。

15回以上授業に参加し、事
前学習の資料が整理され積
極的に学習を行った。レポ
ートも提出している。

14回授業に参加し、事前学
習の資料が整理され積極的
に学習を行った。レポート
も提出している。

１３回授業に参加し、事前
学習の資料が整理され積極
的に学習を行った。レポー
トも提出している。

１２回授業に参加し、事前
学習の資料が整理され積極
的に学習を行った。レポー
トも提出している。

中間テストを受けて、定期
試験の成績が１００～９０
点である。

中間テストを受けて、定期
試験の成績が８９～８０点
以上である。

中間テストを受けて、定期
試験の成績が７９～７０点
以上である。

中間テストを受けて、定期
試験の成績が６９～６０点
以上である。

確認テストをある程度受け
、定期試験の成績が５９点
以下である。

挨拶～アセスメントまで実
習で問題ないレベルまで、
できる。

挨拶～アセスメントまで、
できる。

挨拶～インテークまででき
る。

挨拶までできる。 オスキーが困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 ２０１２年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122051（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１２回以上。実習報告会の参加、運営などがあります。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ０％ ３０％ ２０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

572－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
精神保健福祉援助実習について　オリエンテーショ
ン　「精神保健福祉援助実習要項」説明、シラバス
の説明

事前学習の資料作成（９０分）

2 精神保健福祉援助実習の目的・意義 事前学習の資料作成（９０分） 事前学習の資料の修正（９０分）

事前学習の資料作成（９０分）3 精神保健福祉士の支援活動の実際 事前学習の資料の修正（９０分）

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）精神科医療機関における精神保健福祉士の役割4

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）精神科医療機関における精神保健福祉士の業務につ
いて5

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）就労移行支援・就労継続支援事業所等における精神
保健福祉士の役割6

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）就労移行支援・就労継続支援事業所等における精神
保健福祉士の業務について7

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）地域活動支援センターにおける精神保健福祉士の役
割8

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）地域活動支援センターにおける精神保健福祉士の業
務について9

10 精神科病院の実習報告について 事前学習の資料作成（９０分） 事前学習の資料の修正（９０分）

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）地域の障害サービス事業所等の実習について11

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）実習報告を聞いて12

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）精神科病院の実習について13

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）地域の障害サービス事業所等の実習について14

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）まとめ、事前学習の報告、オスキー15

事前学習の資料の修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）事前学習の提出、オスキーの評価を説明。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

事前学習の資料の修正（９０分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS122051（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期



１１回以下授業に参加して
いる。

573－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978‐4－8058－5120
－3

概要

履修目標
精神保健福祉士として必要な知識・技術についての基礎を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
精神保健福祉分野における現状や課題を認識する。精神保健福祉援助実習の目的が明確になること。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉援助実習の事前指導を行う。

授業の方法
教科書を使い、板書で内容の整理を行います。実習に向けての事前学習を行い、実習の目的を深めてもらう。また、接遇などを身につけられるように実際の場面を
想定し、ロールプレイを行います。ロールプレイの内容に関しては細かく評価し、個別にフィードバックを行います。質問に関してはその場で対応します。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①出席を重視します。やむを得ず遅刻や欠席をするときには，原則として事前に連絡をすること。
②精神保健福祉士国家試験の受験資格取得のための必須科目です。知りたい，聞きたい，理解しようという積極的な姿勢が必要であると同時に，精神保健福祉に関
する事柄に対し自ら問題意識を持って履修すること。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、事前学習を
進めている。

実習目標、実習計画が明確
になり、実習計画書、自己
PRが作成できる。

実習として必要な接遇が行
え、適切な相談援助技術を
使用できる。

１５回以上授業に参加し、
事前学習の資料が整理され
積極的に学習を行った。

１４回授業に参加し、事前
学習の資料が整理され積極
的に学習を行った。

１３回授業に参加し、事前
学習の資料が整理され積極
的に学習を行った。

１２回授業に参加し、事前
学習の資料が整理され積極
的に学習を行った。

自己分析が行え、実習計画
、自己PRが整理され、記載
できている。

実習計画、自己PRが整理さ
れ、記載できている。

実習計画か自己PRが整理さ
れ、記載できている。

実習計画か自己PRが記載で
きている。

実習計画、自己PRを記載で
きていない。

挨拶～アセスメントまで実
習で問題ないレベルまでで
きる。

挨拶～アセスメントまでで
きる。

挨拶～インテークまででき
る。

挨拶までできる。 挨拶やソーシャルワークが
困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 ２０１２年０２

月

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123052（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１２回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

574－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション：精神保健福祉援助実習に向け
て、シラバスの説明 事前学習の資料作成（９０分）

2 精神保健福祉士として必要な知識について 事前学習の資料作成（９０分） 事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）

事前学習の資料作成（９０分）3 精神保健福祉士として必要な技術について 事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）

事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）精神科病院の見学4

精神科デイケアなどの振り返り（９０分）精神科デイケアなどの学習（９０分）精神科デイケアなどの見学5

実習日誌の指摘事項の確認及び修正（９０分）実習日誌の作成（９０分）精神科病院・デイケア見学の振り返り6

事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）地域活動支援センターの業務理解7

事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）就労移行・継続支援事業所の業務理解8

エントリーシートの指導内容の確認及び修正（９０
分）エントリーシート作成（９０分）精神科医療機関の業務理解9

10 実習計画書作成の仕方 実習計画書の作成（９０分） 実習計画書の指導内容の確認及び修正（９０分）

実習計画書の指導内容の確認及び修正（９０分）実習計画書の作成（９０分）実習計画書作成11

実習計画書の指導内容の確認及び修正（９０分）実習計画書の作成（９０分）実習計画書発表12

実習計画書の指導内容の確認及び修正（９０分）事前学習の資料作成（９０分）実習日誌の書き方13

実習計画書の指導内容の確認及び修正（９０分）実習計画書の修正（９０分）事前訪問とマナー14

電話がけの練習（９０分）実習計画書の修正（９０分）実習に向けて15

プレゼンテーションの振り返り（９０分）プレゼンテーションの練習（９０分）実習に向けたプレゼンテーション。また、プレゼン
テーションの評価を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

事前学習の指摘事項の確認、修正（９０分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123052（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期



11回以下授業に参加してい
る。

575－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978‐4－8058－5120
－3

概要

履修目標
精神保健福祉士として必要な知識・技術についての基礎を培う。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
精神保健福祉分野における現状や課題を認識する。精神保健福祉援助実習の目的が明確になること。

授業全体の内容と概要
精神保健福祉援助実習の事前指導を行う。

授業の方法
事前学習を行い、実習の目的を深めてもらう。また、接遇などを身につけられるように練習してもらう。教科書、板書、グループワークや具体的な場面を想定した
ロールプレイを行う。質問に対してはその場で対応します。また、疑問点に関しては解説を行い、知識のフィードバックを行います。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①出席を重視します。やむを得ず遅刻や欠席をするときには，原則として事前に連絡をすること。
②精神保健福祉士国家試験の受験資格取得のための必須科目です。知りたい，聞きたい，理解しようという積極的な姿勢が必要であると同時に，精神保健福祉に関
する事柄に対し自ら問題意識を持って履修すること。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に参加し、事前学習を
進めている。

実習目標、実習計画が明確
になり、実習計画書、自己
PRが作成できる。

実習として必要な接遇が行
え、適切な相談援助技術を
使用できる。

15回以上授業に参加し、事
前学習の資料が整理され積
極的に学習を行った。

14回以上授業に参加し、事
前学習の資料が整理され積
極的に学習を行った。

１３回以上授業に参加し、
事前学習の資料が整理され
積極的に学習を行った。

１２回以上授業に参加し、
事前学習の資料が整理され
積極的に学習を行った。

自己分析が行え、実習計画
、自己PRが整理され、記載
できている。

実習計画、自己PRが整理さ
れ、記載できている。

実習計画か自己PRが整理さ
れ、記載できている。

実習計画か自己PRが記載で
きている。

実習計画、自己PRを記載で
きていない。

挨拶～アセスメントまで実
習で問題ないレベルまでで
きる。

挨拶～アセスメントまでで
きる。

挨拶～インテークまででき
る。

挨拶までできる。 挨拶やソーシャルワークが
困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 2012年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123053（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１２回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

576－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション：精神保健福祉援助実習に向け
て、シラバスの説明 事前学習の資料作成（90分）

2 精神保健福祉士として必要な知識について 事前学習の資料作成（90分） 事前学習の資料作成（90分）

事前学習の資料作成（90分）3 精神保健福祉士として必要な技術について 事前学習の資料作成（90分）

精神科病院の見学の振り返す（90分）事前学習の資料作成（90分）精神科病院の見学4

精神科デイケアなどの振り返り（90分）精神科デイケアなどの学習（90分）精神科デイケアなどの見学5

実習日誌の修正（90分）実習日誌の作成（90分）精神科病院・デイケア見学の振り返り6

事前学習の資料作成（90分）事前学習の資料作成（90分）地域活動支援センターの業務理解7

事前学習の資料作成（90分）事前学習の資料作成（90分）就労移行・継続支援事業所の業務理解8

エントリーシート作成（90分）エントリーシート作成（90分）精神科医療機関の業務理解9

10 実習計画書作成の仕方 実習計画書の作成（90分） 実習計画書の作成（90分）

実習計画書の作成（90分）実習計画書の作成（90分）実習計画書作成11

実習計画書の作成（90分）実習計画書の作成（90分）実習計画書発表12

実習計画書の修正（90分）事前学習の資料作成（90分）実習日誌の書き方13

実習計画書の修正（90分）実習計画書の修正（90分）事前訪問とマナー14

電話がけの練習（90分）実習計画書の修正（90分）実習に向けて15

プレゼンテーションの振り返り（90分）プレゼンテーションの練習（90分）実習に向けたプレゼンテーション16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

事前学習の資料作成（90分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123053（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期



実習期間の規定をクリアで
きなかった。

577－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978－４－8058‐512
0－3

概要

履修目標
地域の障害福祉サービス事業所等での実習で精神障がい者の生活のしづらさを理解し，精神保健福祉士の専門的技術を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
地域の障害福祉サービス事業所の精神保健福祉士のスキルが身につく。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉援助実習を通して，精神保健福祉援助並びに障害者等の相談援助に係る専門的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。
②精神保健福祉援助実習を通して，精神障害者のおかれている現状を理解し，その生活実態や生活上の課題について把握する。
③精神保健福祉士として求められる資質，技能，倫理，自己に求められる課題把握等，総合的に対応できる能力を習得する。
④総合的かつ包括的な地域生活支援と関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

授業の方法
地域の障害福祉サービス事業所等での実習60時間以上を修了していること。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
相談援助実習終了者（予定含む）は免除する。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

実習に参加し、積極的に取
り組んだ。

実習目標に合わせた実習が
行えた。

実習先で適切な態度やクラ
イエントと関わることがで
きた。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も積極的であ
った。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も適切であっ
た。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も問題は無か
った。

実習期間の規定をクリアし
、実習態度も問題は無かっ
た、

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて解決された。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて学べた。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて感じることができた
。

問題意識が実習を通じて気
づくことができた。

実習を通じて問題意識を持
つことができなかった。

適切な接遇が行え、積極的
にクライエントと関わり、
自己のコミュニケーション
を高めることができた。

接遇を意識し、積極的にク
ライエントと関わり、自己
のコミュニケーションを高
めることができた。

クライエントと関わり、自
己のコミュニケーションを
高めることができた。

自己のコミュニケーション
を高めることができた。

関わりを持つことが困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 2012年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123054（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１２回以上。実習報告会の参加、運営などがあります。福祉機関で実習を行い、ソーシャルワーカーとしての相談援助の基
本を身に着けることができる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ５０％ ５０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

578－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 精神科医療，精神障害者の長期入院の弊害，社会的
な偏見や差別の現状を知る。 実習内容の事前学習（90分）

2
精神障害者の生活課題（ニーズ）を環境面（地域的
・社会的・経済的等）や家族関係等から全体的に理
解する。

実習内容の事前学習（90分） 実習日誌の作成（90分）

実習内容の事前学習（90分）3 展開される援助過程を理解し，ソーシャルワークの
原則を理解する。 実習日誌の作成（90分）

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）ケアプラン，ケアマネジメントの実際から援助関係
のあり方を学ぶ。4

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）地域の社会資源に関する情報収集や開発，活用につ
いて理解する。5

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）精神保健ボランティアや地域のサポートシステムに
ついて学ぶ。6

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）実践の記録化を通じて，事例研究の意義について理
解する。7

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）自己への気づきを深め，対人援助業務においてある
べき姿勢について理解する。8

実習の振り返り（90分）実習日誌の作成（90分）実習日誌の提出9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

実習日誌の作成（90分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123054（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助をしていた教員が、実習に向けた学習・体験などを通じて精
神保健福祉援助実習が効果的になるように授業を行います。

基本情報

開講時期



実習期間の規定をクリアで
きなかった。

579－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978－４－8058‐512
0－3

概要

履修目標
地域の障害福祉サービス事業所等での実習で精神障がい者の生活のしづらさを理解し，精神保健福祉士の専門的技術を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉士に必要な専門的知識・技術・実践能力を身につける。
②記録や報告書等の作成能力を高め，実践現場で通用する社会性・主体性を身につける。
③福祉実践者として自己覚知を深め，対象者理解と地域での生活支援について理解できるようになる。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉援助実習を通して，精神保健福祉援助並びに障害者等の相談援助に係る専門的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。
②精神保健福祉援助実習を通して，精神障害者のおかれている現状を理解し，その生活実態や生活上の課題について把握する。
③精神保健福祉士として求められる資質，技能，倫理，自己に求められる課題把握等，総合的に対応できる能力を習得する。
④総合的かつ包括的な地域生活支援と関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

授業の方法
実習を行い、実践場面でのソーシャルワークを学ぶ。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①出席を重視します。やむを得ず遅刻や欠席をするときには，原則として事前に連絡をすること。
②精神保健福祉士国家試験の受験資格取得のための必須科目です。知りたい，聞きたい，理解しようという積極的な姿勢が必要であると同時に，精神保健福祉に関
する事柄に対し自ら問題意識を持って履修すること。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

実習に参加し、積極的に取
り組んだ。

実習目標に合わせた実習が
行えた。

実習先で適切な態度やクラ
イエントと関わることがで
きた。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も積極的であ
った。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も適切であっ
た。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も問題は無か
った。

実習期間の規定をクリアし
、実習態度も問題は無かっ
た、

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて解決された。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて学べた。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて感じることができた
。

問題意識が実習を通じて気
づくことができた。

実習を通じて問題意識を持
つことができなかった。

適切な接遇が行え、積極的
にクライエントと関わり、
自己のコミュニケーション
を高めることができた。

接遇を意識し、積極的にク
ライエントと関わり、自己
のコミュニケーションを高
めることができた。

クライエントと関わり、自
己のコミュニケーションを
高めることができた。

自己のコミュニケーション
を高めることができた。

関わりを持つことが困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 2012年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123055（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が実習指導を行い、事前学習、体験、医療
・地域機関での実習を通じて、自己の課題と向き合い専門職としての在り方を意識できる。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
地域の障害福祉サービス事業所等での実習60時間以上を修了していること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

580－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 精神科医療，精神障害者の長期入院の弊害，社会的
な偏見や差別の現状を知る。 実習内容の事前学習（90分）

2 精神科医療，精神障害者の長期入院の弊害，社会的
な偏見や差別の現状を知る。 実習内容の事前学習（90分） 実習日誌の作成（90分）

実習内容の事前学習（90分）3 展開される援助過程を理解し，ソーシャルワークの
原則を理解する。 実習日誌の作成（90分）

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）ケアプラン，ケアマネジメントの実際から援助関係
のあり方を学ぶ。4

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）地域の社会資源に関する情報収集や開発，活用につ
いて理解する。5

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）精神保健ボランティアや地域のサポートシステムに
ついて学ぶ。6

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）実践の記録化を通じて，事例研究の意義について理
解する。7

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）自己への気づきを深め，対人援助業務においてある
べき姿勢について理解する。8

実習の振り返り（90分）実習日誌の作成（90分）実習日誌の提出9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

実習日誌の作成（90分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS123055（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が実習指導を行い、事前学習、体験、医療
・地域機関での実習を通じて、自己の課題と向き合い専門職としての在り方を意識できる。

基本情報

開講時期



実習期間の規定をクリアで
きなかった。

581－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規 978－４－8058‐512
0－3

概要

履修目標
地域の障害福祉サービス事業所等での実習で精神障がい者の生活のしづらさを理解し，精神保健福祉士の専門的技術を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の２．と３．に対応する。

到達目標
①精神保健福祉士に必要な専門的知識・技術・実践能力を身につける。
②記録や報告書等の作成能力を高め，実践現場で通用する社会性・主体性を身につける。
③福祉実践者として自己覚知を深め，対象者理解と地域での生活支援について理解できるようになる。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉援助実習を通して，精神保健福祉援助並びに障害者等の相談援助に係る専門的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。
②精神保健福祉援助実習を通して，精神障害者のおかれている現状を理解し，その生活実態や生活上の課題について把握する。
③精神保健福祉士として求められる資質，技能，倫理，自己に求められる課題把握等，総合的に対応できる能力を習得する。
④総合的かつ包括的な地域生活支援と関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

授業の方法
実習を行い、実践場面でのソーシャルワークを学ぶ。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

〇 フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①出席を重視します。やむを得ず遅刻や欠席をするときには，原則として事前に連絡をすること。
②精神保健福祉士国家試験の受験資格取得のための必須科目です。知りたい，聞きたい，理解しようという積極的な姿勢が必要であると同時に，精神保健福祉に関
する事柄に対し自ら問題意識を持って履修すること。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

実習に参加し、積極的に取
り組んだ。

実習目標に合わせた実習が
行えた。

実習先で適切な態度やクラ
イエントと関わることがで
きた。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も積極的であ
った。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も適切であっ
た。

実習期間、遅刻や欠席もな
く、実習態度も問題は無か
った。

実習期間の規定をクリアし
、実習態度も問題は無かっ
た、

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて解決された。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて学べた。

事前学習と実習計画の連動
がされ、問題意識が実習を
通じて感じることができた
。

問題意識が実習を通じて気
づくことができた。

実習を通じて問題意識を持
つことができなかった。

適切な接遇が行え、積極的
にクライエントと関わり、
自己のコミュニケーション
を高めることができた。

接遇を意識し、積極的にク
ライエントと関わり、自己
のコミュニケーションを高
めることができた。

クライエントと関わり、自
己のコミュニケーションを
高めることができた。

自己のコミュニケーション
を高めることができた。

関わりを持つことが困難。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「精神保健福祉援助実習指導・実習」』 2012年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS124056（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 3 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が実習を通じた学びを整理し、アウトプッ
トできるように支援していきます。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
精神科医療機関での実習90時間以上を修了していること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ １００％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

582－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 精神科医療，精神障害者の長期入院の弊害，社会的
な偏見や差別の現状を知る。 実習内容の事前学習（90分）

2 精神科医療，精神障害者の長期入院の弊害，社会的
な偏見や差別の現状を知る。 実習内容の事前学習（90分） 実習日誌の作成（90分）

実習内容の事前学習（90分）3 展開される援助過程を理解し，ソーシャルワークの
原則を理解する。 実習日誌の作成（90分）

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）ケアプラン，ケアマネジメントの実際から援助関係
のあり方を学ぶ。4

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）地域の社会資源に関する情報収集や開発，活用につ
いて理解する。5

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）精神保健ボランティアや地域のサポートシステムに
ついて学ぶ。6

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）実践の記録化を通じて，事例研究の意義について理
解する。7

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）自己への気づきを深め，対人援助業務においてある
べき姿勢について理解する。8

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）入院時または急性期の患者及びその家族への相談援
助9

10 退院または地域移行・地域支援に向けた，患者及び
その家族への相談援助 実習内容の事前学習（90分） 実習日誌の作成（90分）

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）多職種や病院外の関係機関との連携を通じた援助11

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）治療中の患者及びその家族への相談援助12

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）日常生活や社会生活上の問題に関する，患者及びそ
の家族への相談援助13

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）医療機関での精神保健福祉士のスキルと役割14

実習日誌の作成（90分）実習内容の事前学習（90分）まとめ15

報告書の作成（９０分）報告書の作成（９０分）実習の振り返りを行い、自己の課題を見つける16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

実習日誌の作成（90分）

科目名称 精神保健福祉援助実習

専門科目科目分類区分

大島　康雄（社会福祉学科・准教授）、
西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

SWS124056（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 3 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神保健福祉士として相談援助を行っていた教員が実習を通じた学びを整理し、アウトプッ
トできるように支援していきます。

基本情報

開講時期



定期テストの得点が６割を
下回った。

583－ －

ルーブリック

評価項目

1 広岡義之ほか ミネルヴァ書房 9784623087723

概要

履修目標
教職に必要な知識や技能のうち、教育の歴史や様々な教育思想に関する基礎的知識をはじめ、それらと多様な教育の理念とのかかわりや過去から現在に至る教育や
学校の歴史的変遷についての知識を身に付けることができる。教職に必要な思考力・判断力・表現力等の能力及び主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を
身に付けることができる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．に対応する。

到達目標
授業のテーマについて考え、根拠を示しながら自分の意見をまとめ、他者と意見交換をしたり発表したりすることができる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して思考・考察、意見交換、発表等
の一連の活動を行う。教育に関する内容は複数のテーマにかかわることが多いため、シラバスに示した学修内容を再構成し１５回の授業全体を通して学修を完結す
る形とする場合がある。このため、各授業の冒頭において、当該の授業内容とシラバス上の授業テーマとの関連を明示する。

授業の方法
各回のテーマに関してプレゼンテーションソフトウェア及びプリント等を使用して説明を行う。各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対
話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して、グループワークを中心として思考・考察、意見交換、発表等の一連の活動を行う。課題について
は、観点別の評価とコメントによりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○思考・考察、討論・発表等の活動を行うので、積極的に参加すること。
〇講義の前後に行う学修課題を課しますので真剣に取り組むこと。
○プリント類は、ファイル等に綴って適切に管理し、学修に役立てること。
○欠席した場合は、クラウド上に格納したフォルダからプリント等を入手すること。
○講義中の私語・居眠り等は厳に慎むこと。
○講義中はスマートフォンをカバン等の中に格納すること。
※注意にもかかわらず、改善されない場合には、履修を認定しないことがあります。
○講義では演習を行うため、座席を指定します。
○講義開始のチャイム以降の入室は、すべて「遅刻」の扱いとします。
○講義開始時間までに用便を済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考の深さ

判断の的確性

表現の適切性

他の成員との協働性

定期テストで９割以上の得
点を上げた。

定期テストで８割以上の得
点を上げた。

定期テストで７割以上の得
点を上げた。

定期テストで６割以上の得
点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

与えられた思考テーマにつ
いて、既に学修した知識や
自らの経験等と関連させな
がら深く多面的に考え、根
拠を明らかにしながら、論
理的に自分の意見をまとめ
ている。

。与えられた思考テーマに
ついて多面的に考え、根拠
を示しながら論理的に自分
の意見をまとめている。

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめているが、根拠の記述
や論理性に課題がある

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめてはいるが、根拠の記
述や論理性が著しく欠けて
いる。

右の記述を高いレベルで実
現している。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味を的確にとらえ、期
待されるすべての論点に言
及している。各論点につい
て論理を明確にしながら自
分の意見をまとめている。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味をとらえているが、
期待されるすべての論点に
は言及していない。言及し
た論点について論理を明確
にしながら自分の意見をま
とめている。

与えられた思考テーマにつ
いて自分の意見をまとめて
はいるが、思考テーマの意
味のとらえに課題があり、
期待される論点に十分には
言及していない。

与えられた思考テーマにつ
いて記述しているが、思考
テーマの意味のとらえが不
十分であり、期待される論
点にほとんど言及していな
い。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員の意見の趣旨を的
確にとらえ、簡潔にまとめ
て記述している。誤字脱字
がなく、丁寧に書いている
。各欄の記述の分量が期待
される分量の９割を超えて
いる。

他の成員の意見の趣旨を簡
潔にまとめて記述している
。誤字脱字が少ない。各欄
の記述の分量が期待される
分量の７割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、その趣旨を十分
にまとめ切れていない。誤
字脱字が散見される。各欄
の記述の分量が期待される
分量の５割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、内容が極めて不
十分である。誤字脱字が多
くみられる。各欄の記述の
分量が期待される分量の３
割程度である。

他の成員との意見交換に渋
々参加している。他の成員
の意見の理解が極めて不十
分である。自分の感想等を
記述しているが、論点がず
れている。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員と積極的に意見交
換を行っている。他の成員
の意見を十分に理解し、自
分の感想等を記述している
。自分の意見と異なる他の
成員の意見に対して疑問点
や反論等を記述している。

他の成員と意見交換してい
るが特段積極性は見られな
い。他の成員の意見を理解
し、自分の感想等を記述し
ている。自分の意見と異な
る他の成員の意見に対して
の記述は見られない。

他の成員と意見交換してい
るが、消極的である。他の
成員の意見の理解に不十分
な面がある。自分の感想等
を記述してはいるが、表面
的なものにとどまっている
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『はじめて学ぶ教育の制度と歴史』 2019

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 教育史

自由科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU141161・EDU241089・EDU341088・
EDU441104・EDU541115（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育史に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１２回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

584－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明含む）
日本の古代・中世の教育制度と教育の歴史について 教職を目指す心構えを確認すること。（90分）

2 日本の近世の教育制度と教育の歴史について 前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）3 明治維新と教育について 本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）日本における近代国家の確立と教育について4

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）大正デモクラシーと教育について5

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）日本の戦時体制下の教育について6

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）日本の戦後の教育政策について7

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）日本の現代の教育改革について8

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）

古代のギリシア・ローマの教育制度と教育の歴史に
ついて9

10 中世・ルネサンス・宗教改革の教育制度と教育の歴
史について

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分） 本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）

１７・１８世紀及び革命期の教育制度と教育の歴史
について11

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）近代公教育制度の成立について12

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）１９世紀の教育制度と教育の歴史について13

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）

２０世紀の教育制度と「新教育運動」の歴史につい
て14

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）世界の教育制度と改革の動向について15

本時の学修内容をまとめること。（90分）前１５回の講義内容を復習すること。（90分）70分の試験終了後，残りの20分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）

科目名称 教育史

自由科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

EDU141161・EDU241089・EDU341088・
EDU441104・EDU541115（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育史に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期



専門知識についての理解が
不十分である。

585－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が，教育心理学領域で扱われる理論や専門用語を理解し，それらの知識的枠組みが日常で行われている教育活動の中でどのようにいかされているのかを理解す
る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①教育心理学領域で扱われる理論や専門用語の内容を説明する。
②教育心理学領域で扱われる理論や専門用語が，日常の教育活動の中でどのように活かされているのかを指摘する。
③学んだ知識的枠組みを手掛かりとして，現在の教育問題の原因や解決方法を考える。

授業全体の内容と概要
教育心理学で扱われるテーマのうち，学習，評価，発達（発達障害を含む），パーソナリティ，臨床心理について講義を行う。それぞれのテーマについて，代表的
な理論や専門用語を解説し，それらが日常生活でどのように活用されるのかを考察する。授業では，スライド，板書，配布資料を活用しながら講義を進める。

授業の方法
各回の最後に次回のキーワードを示す。各自、予習としてキーワードの内容を調べたうえで授業に臨むこと。授業中は、キーワードに関する説明は最小限に止め、
各学生の理解度を確認する演習を中心に進行する。授業では，スライド，板書，配布資料を活用しながら解説をする。質問には随時対応し，演習には随時フィード
バックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総合
評価から大幅に減点することがある。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目　認定心理士資格課程科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

専門知識の理解

専門知識の活用

専門知識の応用

専門知識について，９割以
上理解している。

専門知識について，８割程
度理解している。

専門知識について，７割以
上理解している。

専門知識について，６割以
上理解している。

提示された専門知識が活か
されるような教育活動を３
つ以上挙げ，その理由につ
いても説明できる。

提示された専門知識が活か
されるような教育活動を２
つ以上挙げ，その理由につ
いても説明できる。

提示された専門知識が活か
されるような教育活動を１
つ以上挙げ，その理由につ
いても説明できる。

提示された専門知識が活か
されるような教育活動を１
つ以上挙げられる。

提示された専門知識が活か
されるような教育活動を挙
げられない。

提示された教育問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，教育心理学
の知識の枠組みを元に，自
ら教育問題の原因や解決策
を２つ提示することができ
る。

提示された教育問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，教育心理学
の知識の枠組みを元に，自
ら教育問題の原因や解決策
を１つ提示することができ
る。

提示された教育問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。

提示された教育問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができる。

提示された教育問題の原因
や解決策を挙げることがで
きない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 西村純一・井森澄江 ナカニシヤ出版 ９７８－４－７７９
５－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教育心理学エッセンシャルズ[第２版]』 ２０１０

2 工藤俊郎・高井直美・上田恵津
子・菅原康二

八千代出版 ９７８－４－８４２
９－

『基礎から学ぶ教育心理学』 ２００４

3 田爪宏二 ミネルヴァ書房 ９７８－４－６２３
－

『よくわかる！教職エクササイズ②　教育心理学
』

２０１８

4

5

科目名称 教育心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP242090・EDP342089・EDP442105・
EDP542116（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択（教職課

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等教育機関での学生相談等の教育支援業務の経験を参考として，心理的・教育的支援につ
いても解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上、総合評価で６０点以上の評価を得ることが必要。再試験は実施しない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ４０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

586－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明，授業の進め
方，教育心理学とは） 教育心理学で扱う領域について調べる（９０分）

2 学習の理論１（レスポンデント条件づけ，オペラン
ト条件づけ，試行錯誤）

提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分） 今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）

提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）3 学習の理論２（サイン・ゲシュタルト，洞察学習，

モデリング） 今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

学習の諸現象（動機づけ　等）と評価（絶対評価，
相対評価，形成的評価　等）4

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

学習の過程（発見学習，バズ学習，問題解決学習　
等）5

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

集団と評価の歪み（リーダーシップ，ピグマリオン
効果，ハロー効果　等）6

これまでの学習内容について振り返る（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）記憶（短期記憶，長期記憶，忘却曲線　等）7

授業内ワークで理解できなかった箇所を復習する
（９０分）これまでの学習内容について振り返る（９０分）これまでのまとめ①（学習，記憶の理論を振り返る

）8

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

発達の基礎（遺伝説，環境説，相互作用説，認知的
発達理論　等）9

10 発達の諸理論（エリクソンのライフサイクル論） 提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分） 今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）精神分析と防衛機制11

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

パーソナリティ理論（類型論と特性論）と代表的な
パーソナリティ検査12

今回の内容をまとめ，疑問点を整理する（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）配慮を要する子どもの理解と支援13

これまでの学習内容について振り返る（９０分）提示されたキーワードについて，内容を調べ，まと
める（９０分）

心理的支援の基礎（来談者中心療法，認知行動療法
　等）14

提示されたキーワードについて，説明できるように
復習する（９０分）これまでの学習内容について振り返る（９０分）これまでのまとめ②（発達，パーソナリティ，心理

的支援を振り返る）15

試験でできなかった問題を振り返る（９０分）提示されたキーワードについて，説明できるように
準備する（９０分）６０分の試験終了後，残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

教育心理学で扱う内容を振り返る（９０分）

科目名称 教育心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP242090・EDP342089・EDP442105・
EDP542116（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等教育機関での学生相談等の教育支援業務の経験を参考として，心理的・教育的支援につ
いても解説する。

基本情報

開講時期



授業内容をノートにまとめ
ることができていない。

587－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
１．保育実践にかかわる心理学の知識を習得する。
２．子どもの発達にかかわる心理学の基礎を習得し，子どもへの理解を深める。
３．子どもが人との相互的かかわりを通して発達していくことを具体的に理解する。
４．生涯発達の観点から発達のプロセスや初期経験の重要性について理解し，保育との関連を考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
胎児期、乳幼児期から児童青年期までの発達理解，相互的かかわりの重要性，生涯発達の概観を理解することができる。

授業全体の内容と概要
保育と心理学，子どもの発達理解，人との相互的かかわりと子どもの発達，生涯発達と初期経験の重要性について学修する。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行う。質問は随時受け付ける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業ではノートに書き留める事項が多数出てくるので、ノートをとりまとめること。日々にノート作りがテストの結果に直接関わります。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

発達心理学の授業内容の理
解

発達心理学的な思考力・判
断力の程度

授業に主体的に取り組む態
度（思考、記憶、身体、愛
着形成等の過程）

授業で扱った内容や資料等
を理解し、問われた時には
何も見ずに答えることがで
きる。

授業内容をノートにまとめ
ている。問われたらノート
を見ずに、答えることがで
きる。

授業内容をノートにまとめ
ている。問われたらノート
を見ながらでも答えること
ができる。

授業内容を問われた時に、
ノートを見ても答えること
ができないがノートにまと
めることはできている。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を十分行う
ことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察をおおむね
行うことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を行うこと
ができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を多少行う
ことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を行うこと
ができない。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
にわかりやすく説明できる
。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
におおむね説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
に一定程度説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
に多少説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学に
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 無藤　隆、子安増生 東京大学出版会 978-4130121002

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『発達心理学Ⅰ』 2011

2

3

4

5

科目名称 発達心理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP122062（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

病院臨床、スクールカウンセラー経験のある臨床心理士が子どもや大人の発達について臨床
の話を交えながら指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

588－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。ガイダンス 指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

2 保育と心理学（１）
子どもの発達を理解することの意義

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）3 保育と心理学（２）

保育実践の評価と心理学
授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

保育と心理学（３）
発達観，子ども観と保育観4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

子どもの発達理解（１）
子どもの発達と環境・感情の発達と自我5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

子どもの発達理解（２）
身体的機能と運動機能の発達6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

子どもの発達理解（３）
知覚と認知の発達・言葉の発達と社会性7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

人との相互的かかわりと子どもの発達（１）
基本的信頼感の獲得8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

人との相互的かかわりと子どもの発達（２）
他者とのかかわり9

10 人との相互的かかわりと子どもの発達（３）
社会的相互作用

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

生涯発達と初期経験の重要性（１）
生涯発達と発達援助11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

生涯発達と初期経験の重要性（２）
胎児期及び新生児期の発達12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

生涯発達と初期経験の重要性（３）
乳幼児期の発達13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

生涯発達と初期経験の重要性（４）
学童期から青年期の発達14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

生涯発達と初期経験の重要性（５）
成人期，老年期の発達　　まとめ15

試験の振り返りを行うこと（９０分）。今までの授業内容を復習しておくこと。（９０分）定期試験。６０分の試験終了後，残りの３０分で解
説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 発達心理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP122062（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

病院臨床、スクールカウンセラー経験のある臨床心理士が子どもや大人の発達について臨床
の話を交えながら指導する。

基本情報

開講時期



教育行政の組織・権限並び
に教育制度に係る基礎的な
知識・技能の習得や, 内容
説明ができなかった。

589－ －

ルーブリック

評価項目

1 平原春好 東京大学出版会 9784130090674

概要

履修目標
教育の理想や思想は, 「教育制度」とならなければ実際に力をもつものとはならないとの観点から教育を把握するとともに, ２１世紀の教育行政に対応できる教育
行政学について理解する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．に対応する。　
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と ３．に対応する。　

到達目標
教育行政の組織や権限等の法制的な理解にとどまらず, 学習するものの立場に立った教育条件整備の在り方について考察し, 説明するとともに, テーマに即して,
限られた時間内でレポートを記述できる。

授業全体の内容と概要
教育行政というものが何であり, どうあるべきかを理論的・体系的にとらえるとともに, 教育内容から教育環境の問題までを現実に即して具体的に考えていく。ま
た, 毎回設定する「授業テーマ」をもとに, 思考・考察, 意見交換, 討論, 発表等の一連の活動を行う。

授業の方法
授業は, パワーポイント及び配布物資料で実施し, 資料にて説明した後, グループワークにてグループ発表, レポート提出（15回）を行う。なお, レポートは評価
及びコメントを記入し, フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職科目であることから, 遅刻や欠席をしないように努めること。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教育行政の法的理解と教育
制度の習得

授業テーマに関するレポー
トの作成

授業への参加態度・姿勢

教育行政の組織・権限並び
に教育制度に係る知識・技
能を積極的に習得し, その
内容を的確に説明できた。

教育行政の組織・権限並び
に教育制度に係る知識・技
能を習得し, その内容を説
明できた。

教育行政の組織・権限並び
に教育制度に係る基礎的な
知識・技能を習得し, その
内容を説明できた。

教育行政の組織・権限並び
に教育制度に係る基礎的な
知識・技能を習得し, その
内容をほぼ説明できた。

テーマに基づき, 的確な思
考力・判断力のもと, 論理
的な内容で, 時間内に記述
できた。

テーマに基づき, 思考力・
判断力を活かした内容で,
時間内に記述できた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 思考力・判断力
のもと,  時間内に記述で
きた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で, ほぼ 時間内に記述で
きた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で,  時間内に記述できな
かった。

授業に主体的・積極的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業にほぼ関心を持って参
加することができた。

授業に関心を持って参加す
ることができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教育行政学』 2012

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

科目名称 教育行政学

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE142162・SOE242091・SOE342090・
SOE442106・SOE542117（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 教育行政に係る今日的課題へ
の対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, 10 回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ３０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

590－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明, 教育行政の身近な課題について 授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努めるこ
と。（90分）

2 教育行政・学校管理・学校経営について 次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）3 教育行政と教育行政学について 講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して

おくこと。（90分

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教育行政の基本原理について4

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教育行政組織の概要について5

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

教育行政組織の歴史的特徴（１）～明治・大正・昭
和期について6

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

教育行政組織の歴史的特徴（２）～新憲法下につい
て7

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）就学について8

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教育課程について9

10 教科書・教材について 次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教師の研修について11

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）学校環境・学校安全について12

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）社会教育・学校と地域の連携について13

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教育行政の現代的課題について（１）14

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）教育行政の現代的課題について（２）15

試験の結果を見直す。（90分 )講義資料等で講義内容を整理する。（90分）定期試験（60分の試験終了後, 残りの３０分で解説
を行う。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義資料, 授業レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

科目名称 教育行政学

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SOE142162・SOE242091・SOE342090・
SOE442106・SOE542117（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 教育行政に係る今日的課題へ
の対応を指導する。

基本情報

開講時期



授業内容をノートにまとめ
ることができなかった。

591－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
ヒトは周囲の人々やモノとのコミュニケーションを通して，地域，社会，あるいは文化という環境の中で生きる。その過程において人間は，生物学的な制約を受け
ながらも，環境に適応した発達を遂げていく。社会心理学的知見にも触れながら，生から死までの発達し続ける人間の生涯発達過程について理解を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
人間の生涯発達過程及び発達課題上の危機について理解を深める。その上で、実際の支援時に発達心理学の知識を活用するための視点を修得することができる。

授業全体の内容と概要
発達心理学Ⅰの学習を踏まえて、人間の生涯発達過程についての基本を学ぶ。特に児童青年期から青年期、中年期、老年期までの発達課題や危機について学ぶ。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行う。質問は随時受け付ける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業ではノートに書き留める事項が多数出てくるので、ノートをとりまとめること。日々にノート作りがテストの結果に直接関わります。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業内容の理解

発達心理学的な思考力・判
断力の程度

授業に主体的に取り組む態
度

資料や授業内容をよく理解
し、授業で学んだことを問
われたときは、何も見ずに
答えることができる。

授業内容をノートにまとめ
てあり、授業内容に関して
問われたときに、ノートを
見ずに、答えることができ
る。

授業内容をノートにまとめ
てあり、授業内容に関して
問われたときに、ノートを
見ながらでも答えることが
できる。

問われたときにノートを見
ながらでも答えることがで
きないが、ノートにまとめ
ることはできる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を十分行う
ことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察をおおむね
行うことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を一定程度
行うことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を多少行う
ことができる。

発達心理学の基本を踏まえ
て、思考や記憶、愛着形成
等に関する考察を行うこと
が難しい。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
にわかりやすく説明できる
。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
におおむね説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
に一定程度説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
に多少説明できる。

思考、記憶、身体、愛着形
成等の過程を発達心理学的
に説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 無藤　隆、子安増生 東京大学出版会 978-4130121002

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『発達心理学Ⅰ』 2011

2

3

4

5

科目名称 発達心理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP122063（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

小中学校のスクールカウンセリング、放課後等デイサービス、精神科病院勤務経験のある公
認心理師が指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

592－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。講義を始めるにあたって（オリエ
ンテーション）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

2 アダルトアタッチメントについて 指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）3 社会生活のはじまり 授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０

分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）児童期の発達課題4

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）親になること5

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）家族と子どもの発達6

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）青年期の発達課題7

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）青年期のアイデンティティ8

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）成人期の発達課題9

10 成人期のアイデンティティ 指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）中年期の発達課題11

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）中年期のアイデンティティ12

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）老年期の発達課題13

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）老年期のアイデンティティ14

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

指定した参考文献を事前に読んでおくこと（９０分
）家族、地域、支援15

試験の振り返りを行うこと（９０分）。今までの授業内容を復習しておくこと。（９０分）定期試験。６０分の試験終了後，残りの３０分で解
説をする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること（９０
分）

科目名称 発達心理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP122063（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

小中学校のスクールカウンセリング、放課後等デイサービス、精神科病院勤務経験のある公
認心理師が指導する。

基本情報

開講時期



定期テストの得点が６割を
下回った。

593－ －

ルーブリック

評価項目

1 古川治ほか 北大路書房 9784762829055

概要

履修目標
教職に必要な知識や技能のうち、教育課程の役割・機能・意義をはじめ教育課程編成の基本原理と方法、カリキュラム・マネジメントの意義・重要性・推進方法に
関する知識を身に付けることができる。教職に必要な思考力・判断力・表現力等の能力及び主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を身に付けることができ
る。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の３．に対応する。

到達目標
授業のテーマについて考え、根拠を示しながら自分の意見をまとめ、他者と意見交換をしたり発表したりすることができる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して思考・考察、意見交換、発表等
の一連の活動を行う。教育に関する内容は複数のテーマにかかわることが多いため、シラバスに示した学修内容を再構成し１５回の授業全体を通して学修を完結す
る形とする場合がある。このため、各授業の冒頭において、当該の授業内容とシラバス上の授業テーマとの関連を明示する。

授業の方法
各回のテーマに関してプレゼンテーションソフトウェア及びプリント等を使用して説明を行う。各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対
話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して、グループワークを中心として思考・考察、意見交換、発表等の一連の活動を行う。課題について
は、観点別の評価とコメントによりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○思考・考察、討論・発表等の活動を行うので、積極的に参加すること。
〇講義の前後に行う学修課題を課しますので真剣に取り組むこと。
○プリント類は、ファイル等に綴って適切に管理し、学修に役立てること。
○欠席した場合は、クラウド上に格納したフォルダからプリント等を入手すること。
○講義中の私語・居眠り等は厳に慎むこと。
○講義中はスマートフォンをカバン等の中に格納すること。
※注意にもかかわらず、改善されない場合には、履修を認定しないことがあります。
○講義では演習を行うため、座席を指定します。
○講義開始のチャイム以降の入室は、すべて「遅刻」の扱いとします。
○講義開始時間までに用便を済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考の深さ

判断の適格性

表現の適切性

他の成員との協働性

定期テストで９割以上の得
点を上げた。

定期テストで８割以上の得
点を上げた。

定期テストで７割以上の得
点を上げた。

定期テストで６割以上の得
点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

与えられた思考テーマにつ
いて、既に学修した知識や
自らの経験等と関連させな
がら深く多面的に考え、根
拠を明らかにしながら、論
理的に自分の意見をまとめ
ている。

。与えられた思考テーマに
ついて多面的に考え、根拠
を示しながら論理的に自分
の意見をまとめている。

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめているが、根拠の記述
や論理性に課題がある

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめてはいるが、根拠の記
述や論理性が著しく欠けて
いる。

右の記述を高いレベルで実
現している。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味を的確にとらえ、期
待されるすべての論点に言
及している。各論点につい
て論理を明確にしながら自
分の意見をまとめている。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味をとらえているが、
期待されるすべての論点に
は言及していない。言及し
た論点について論理を明確
にしながら自分の意見をま
とめている。

与えられた思考テーマにつ
いて自分の意見をまとめて
はいるが、思考テーマの意
味のとらえに課題があり、
期待される論点に十分には
言及していない。

与えられた思考テーマにつ
いて記述しているが、思考
テーマの意味のとらえが不
十分であり、期待される論
点にほとんど言及していな
い。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員の意見の趣旨を的
確にとらえ、簡潔にまとめ
て記述している。誤字脱字
がなく、丁寧に書いている
。各欄の記述の分量が期待
される分量の９割を超えて
いる。

他の成員の意見の趣旨を簡
潔にまとめて記述している
。誤字脱字が少ない。各欄
の記述の分量が期待される
分量の７割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、その趣旨を十分
にまとめ切れていない。誤
字脱字が散見される。各欄
の記述の分量が期待される
分量の５割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、内容が極めて不
十分である。誤字脱字が多
くみられる。各欄の記述の
分量が期待される分量の３
割程度である。

他の成員との意見交換に渋
々参加している。他の成員
の意見の理解が極めて不十
分である。自分の感想等を
記述しているが、論点がず
れている。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員と積極的に意見交
換を行っている。他の成員
の意見を十分に理解し、自
分の感想等を記述している
。自分の意見と異なる他の
成員の意見に対して疑問点
や反論等を記述している。

他の成員と意見交換してい
るが特段積極性は見られな
い。他の成員の意見を理解
し、自分の感想等を記述し
ている。自分の意見と異な
る他の成員の意見に対して
の記述は見られない。

他の成員と意見交換してい
るが、消極的である。他の
成員の意見の理解に不十分
な面がある。自分の感想等
を記述してはいるが、表面
的なものにとどまっている
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教職を目指す人のための教育課程論』 2015

2

3

4

5

1 文部科学省 東山書房 9784827815580

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領』 2018

2 文部科学省 東山書房 9784827815672『高等学校学習指導要領』 2019

3 文部科学省 東山書房 9784827815597『中学校学習指導要領解説　総則編』 2018

4 文部科学省 東洋館出版社 9784491036397『高等学校学習指導要領解説　総則編』 2019

5

科目名称 教育課程論

自由科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS142163・ESS242092・ESS342091・
ESS442107・ESS542118（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育原理に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１２回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

594－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
教育課程の意義について 教職を目指す心構えを確認すること。（90分）

2 教育課程編成の思想と構造について 前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）3 近代・現代日本の教育課程の歩みについて 本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）

教育課程の編成と諸要因及びカリキュラム・マネジ
メントの意義について4

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）小学校学習指導要領と教育課程編成の実際について5

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）中学校学習指導要領と教育課程編成の実際について6

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）

高等学校学習指導要領と教育課程編成の実際につい
て7

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出する。
（90分）

特別支援学校の学習指導要領と教育課程編成の実際
について8

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）学校経営とカリキュラム・マネジメントについて9

10 各教科、特別の教科「道徳」、特別活動、総合的な
学習の時間の関連について

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分） 本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）教育課程と評価について11

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出する。
（90分）カリキュラム開発と学力向上策について12

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）学習指導要領の改訂の経過と特徴について13

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）国際学力調査と教育課程改革について14

本時の学修内容をまとめて提出すること。（90分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（90分）諸外国における教育課程改革について15

本時の学修内容をまとめること。（90分）前１５回の講義内容を復習すること。（90分）70分の試験終了後，残りの20分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学修内容をまとめて提出する。（90分）

科目名称 教育課程論

自由科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS142163・ESS242092・ESS342091・
ESS442107・ESS542118（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育原理に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期



各研究法について，全く理
解していない。自分の言葉
で説明することができない
。

595－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が，心理学の研究の技法の修得だけでなく，心理学における研究の方法論（理論）について理解を深める。さらに，その心理学研究における方法論の理解を背
景として，学生が自ら研究計画を立てられるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①心理学研究における方法の意義と問題点を説明する。
②リサーチ・クエスチョンや仮説を立て，研究計画を立てる。
③与えられた課題を自律的に取り組む。

授業全体の内容と概要
心（あるいは行動）という科学的に扱いにくい対象に対して心理学が行う研究法（統計も含む）の意義や問題について理解する。さらに，心理学においてヒトや他
の動物を対象に研究を行う際に関わる倫理的問題を理解する。そのうえで，心理学研究の手順（リサーチ・クエスチョン→仮説→研究計画→仮説検証→結果のまと
めと考察）を熟知し，レポートを執筆する。

授業の方法
板書とパワーポイント，配布印刷物を活用しながら，演習形式で行う。適宜，授業外でのデータ収集を求める。質問には随時対応し，提出されたレポートにはコメ
ントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総
合評価から大幅に減点することがある。
・授業中は，板書だけでなく，口頭の説明，疑問点などをノートに書き加えながら，集中して聴くこと。
・試験および課題は，「引用元を示さないで他人の文章やインターネット・文献から書き写したもの」は剽窃（ひょうせつ）とみなし，採点の対象とはせず０点と
する。丁寧に書かれず，読み取れない文章も採点対象とはしない。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

①心理学研究法に対する理
解

②ＲＱ,仮説，研究計画

③自律的態度

各研究法のうち，４つにつ
いて，自分の言葉で説明す
ることができる。

各研究法のうち，３つにつ
いて，自分の言葉で説明す
ることができる。

各研究法のうち，２つにつ
いて，自分の言葉で説明す
ることができる。

各研究法のうち，１つにつ
いて，自分の言葉で説明す
ることができる。

ＲＱ,仮説，研究計画をい
ずれも立てることができる
。さらに，適した検定方法
についても言及することが
できる。

ＲＱ,仮説，研究計画をい
ずれも立てることができる
。

ＲＱを仮説を立てることは
できるが，研究計画を立て
ることができない。

ＲＱを立てることはできる
が，仮説や研究計画を立て
ることができない。

身近な疑問を考えることは
できるが，ＲＱを立てるこ
とはできない。

レポート，課題を締め切り
までに全て提出する。

レポート，課題を全て提出
する。

レポート，課題を８割提出
する。

レポート，課題を６割提出
する。

レポート，課題を提出しな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 西村純一・井上俊哉 ナカニシヤ出版 ９７８－４－７７９
５－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『これから心理学を学ぶ人のための研究法を統計
法』

２０１６

2 森敏明・吉田寿夫 北大路書房 ９７８－４－７６２
８－

『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』 １９９０

3 海保博之・大野木裕明・岡市広
成

放送大学教育振興
会

９７８－４－５９５
３－

『新訂　心理学研究法』 ２００８

4

5

科目名称 心理学研究法

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG123067（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員が，その経験を活かして心理学研究に関する講
義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上。遅刻は出席に振り替えない。総合評価で６０点以上の評価を得ることが必要。再試験は実施しない。また，剽窃のあ
る課題や答案は採点しない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ３０％ １０％ ０％ ０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明，心理学の成
り立ちと科学的研究について）

心理学の研究方法について概要を調べる。（９０分
）

2 リサーチクエスチョンと仮説１（リサーチクエスチ
ョン；ＲＱを立てる）

日常で感じている心理学的疑問をまとめる（９０分
） ＲＱを立てる（９０分）

立案したRQに沿って文献を検索し，まとめる（９０
分）3 リサーチクエスチョンと仮説２（研究仮説，帰無仮

説，対立仮説）
検索した文献をまとめ，３つの仮説を立ててみる
（９０分）

RQを検証するための研究デザインを考える（９０分
）心理学が扱うデータの種類を調べる（９０分）心理学における研究計画（研究デザイン，質的研究

，量的研究）4

尺度の種類を統計処理について振り返る（９０分）心理学が扱うデータの種類を調べる（９０分）データと統計処理（データとは何か，尺度の種類と
統計処理）5

専門用語について整理し，疑問をまとめる（９０分
）関連文献を熟読する（９０分）実験法１（実験法の要件，基本的プロセス，独立変

数，従属変数，剰余変数，実験群と統制群）6

被験者内計画と被験者間計画の違いを説明する
（９０分）前回抱いた疑問について調べ，まとめる（９０分）実験法２（実験計画，被験者内計画，被験者間計画

，心理学統計の意味）7

日常観察と心理学研究における観察との違いをまと
める（９０分）

日常で他者をどのように観察しているか考え，気づ
いたことをまとめる（９０分）観察法１（観察法の概要，観察手法の種類）8

結果を元にレポートを作成する（９０分）観察を用いた研究の検索と文献の要約（９０分）観察法２（観察データの収集と分析；集計表，カイ
二乗検定）9

10 質問紙１（質問紙法の概要，質問文の作成と回答形
式の種類）

調べたいテーマに関する文献を読み，その概要をま
とめる（９０分）

質問紙を作成して調査を実施し，データを入力する
（９０分）

調査データを分析して結果をまとめる（９０分）実施した調査テーマに関する文献を読み，概要をま
とめる（９０分）質問紙２（質問紙の分析；ｔ検定）11

調査データを分析してレポートを作成する（９０分
）

調査データを分析してレポートを作成する（９０分
）質問紙３（結果のまとめ方，考察の方法など）12

面接法の基本的なプロセスを振り返る（９０分）面接法の種類をまとめる（９０分）面接法１（面接法の概要，基本的プロセス）13

調査的面接を実施し，その結果をまとめ，報告書を
作成する（９０分）

構造化面接，半構造化面接，非構造化面接の違いを
調べる（９０分）面接法２（インタビューの実施と分析）14

これまでの授業内容を概観し，わかったことや疑問
点をまとめる（９０分）

これまでの授業内容を概観し，わかったことや疑問
点をまとめる（９０分）まとめ15

試験で分からなかったことを資料で再確認する
（９０分）

資料を見ながら，各研究法について十分に理解する
（９０分）６０分の試験終了後，残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

心理学の科学としての特徴を要約（９０分）

科目名称 心理学研究法

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

PSG123067（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員が，その経験を活かして心理学研究に関する講
義を行う。

基本情報

開講時期



独立変数と従属変数のどち
らについても説明できない
。
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評価項目

1

概要

履修目標
学生が，心理学研究法や心理学基礎実験の学習内容を基礎として，科学的心理学の方法論としての実験法を学ぶ。学生が，独立変数や従属変数の設定や実験計画の
立て方，実験法のメリットとデメリットを理解し，実験による研究計画の問題点を読み解くことができるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①心理学における独立変数と従属変数の関係について説明する。
②実験計画法とその理論的背景について説明する。
③実験計画の立案やデータの分析における統計手法を理解し，レポートを執筆する。

授業全体の内容と概要
心理学に関する方法論と技法について，実験を中心として演習方式で学ぶ。
主要研究分野から代表的な研究例を教材として，問題，仮説，検証実験の計画立案に関する基礎的理解と実践的知識を深める。

授業の方法
板書とパワーポイント，配布印刷物を活用しながら，講義形式で行う。質問には随時対応し，提出されたレポートにはコメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総
合評価から大幅に減点することがある。
・授業中は，板書だけでなく，口頭の説明，疑問点などをノートに書き加えながら，集中して聴くこと。
・試験および課題は，「引用元を示さないで他人の文章やインターネット・文献から書き写したもの」は剽窃（ひょうせつ）とみなし，採点の対象とはせず０点と
する。丁寧に書かれず，読み取れない文章も採点対象とはしない。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

①独立変数と従属変数

②実験計画法とその理論的
背景

③レポート執筆

独立変数と従属変数の両方
について，説明することが
できる。具体的な実験例を
自ら考え，それぞれを特定
することができる。

独立変数と従属変数の両方
について，説明することが
できる。具体的な実験例か
らそれぞれを特定すること
ができる。

独立変数と従属変数の両方
について説明できる。

独立変数と従属変数のうち
，一方について説明できる
。

基本的な用語について，ほ
とんど説明できる。さらに
，それらを組み合わせて研
究計画や分析計画を立てる
ことができる。

基本的な用語について，ほ
とんど説明できる。さらに
，それらを組み合わせて研
究計画を立てることができ
る。

基本的な用語について，ほ
とんど説明できる。

基本的な用語について，６
割程度説明できる。

基本的な用語（仮説，実験
群，統制群，要因，被験者
内計画，被験者間計画，単
一参加者計画等）について
理解できていない。

ＲＱ，仮説，研究計画をい
ずれも立てることができる
。さらに，適した検定方法
についても言及することが
できる。

ＲＱ，仮説，研究計画をい
ずれも立てることができる
。

ＲＱを仮説を立てることは
できるが，研究計画を立て
ることができない。

ＲＱを立てることはできる
が，仮説や研究計画を立て
ることができない。

ＲＱ，仮説，研究計画のい
ずれも立てることができな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 村上香奈・山崎浩一 ミネルヴァ書房 ９７８－４－６２３
－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる心理学実験実習』 ２０１８

2

3

4

5

科目名称 心理学実験法

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123068（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員が，その経験を活かして心理学実験法に関する
講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上。遅刻は出席には振り替えない。総合評価で６０点以上の評価を得ることが必要。再試験は実施しない。また，剽窃の
ある課題や答案は採点しない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ３０％ １０％ ０％ ０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明）および 心
理学研究法の復習①

心理学研究法で説明された研究法の概要をまとめる
（９０分）

2 心理学研究法の復習② 前回資料を見直す（９０分） 実験法の特徴をまとめる（９０分）

実験法の意義として考えられる点をまとめる（９０
分）3 心理学における実験法の意義（なぜ実験が必要なの

かを考えよう）
実験法でなければ調べられないことと実験法では調
べられないことを列記する（９０分）

独立変数と従属変数，操作的定義など概念について
まとめる（９０分）仮説の種類と特徴をまとめる（９０分）心理学実験の進め方①　仮説検証への道筋：研究仮

説の設定，独立変数と従属変数，操作的定義等4

剰余変数の統制方法を考える（９０分）左の用語が説明できるように，以前の資料等を見直
す（９０分）

心理学実験の進め方②　剰余変数の統制，実験群と
統制群，実験と分散分析の前提5

分散分析の種類について振り返る（９０分）分散分析の種類をまとめる（９０分）実験計画と心理統計①　要因・水準の意味，実験参
加者内および参加者間の違い：実験参加者の統制6

参加者間１要因実験の心理学研究を文献検索し，概
要をまとめる（９０分）

分散分析表の読み方，検定効果量について復習して
おく（９０分）実験計画と心理統計②　実験参加者間1要因計画7

参加者内１要因実験の心理学研究を文献検索し，概
要をまとめる（９０分）

参加者内1要因実験の実験計画を立案し，概要をま
とめる（９０分）実験計画と心理統計③　実験参加者内1要因計画8

参加者間２要因実験の心理学研究を文献検索し，概
要をまとめる（９０分）

参加者間2要因実験の実験計画を立案し，概要をま
とめる（９０分）実験計画と心理統計④　実験参加者間2要因計画9

10 実験計画と心理統計⑤　実験参加者混合2要因計画 混合要因計画実験を立案，概要をまとめる（９０分
）

混合実験計画の心理学研究を文献検索し，概要をま
とめる（９０分）

ＲＱ，仮説，実験計画を立案し，レポートを作成す
る（９０分）

キーワードを絞り込み，各内容についてまとめる
（９０分）課題レポートの説明（実験計画を立ててみよう）11

レポートを作成する（９０分）単一参加者計画の研究を検索し，概要をまとめる
（９０分）実験計画と心理統計⑥　単一参加者計画12

授業で読んだ実験論文の実験計画を要約する（９０
分）

レポート作成で読んだ文献の研究計画を要約する
（９０分）

実験論文を読み解こう（独立変数，従属変数，剰余
変数，仮説，手続き等の検証）13

返却されたレポートを読み直し，修正する（９０分
）

授業で読んだ実験論文の実験計画を要約する（９０
分）添削後の課題レポートの返却と講評14

実験法について理解したこと，疑問点をまとめる
（９０分）これまでの資料を読み返す（９０分）総まとめ（実験計画と分散分析の復習と実験倫理に

ついて再考）15

試験でわからなかったことを再確認する（９０分）資料を確認し，自分の言葉で実験法の意義と限界を
説明できるように準備する（９０分）６０分の試験終了後，残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

研究法の理解したこと，疑問点をまとめる（９０分
）

科目名称 心理学実験法

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123068（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員が，その経験を活かして心理学実験法に関する
講義を行う。

基本情報

開講時期



授業後の感想文で授業で学
んだ内容をまとめることが
できない。
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評価項目

1 下山晴彦 ミネルヴァ書房 4623054357

概要

履修目標
臨床心理学とは，社会福祉学，精神医学，社会病理学，社会学などの隣接諸科学とも協働しつつ，社会的な諸問題に取り組もうとする応用・実践的な学問であり，
それは現在，発展しつつある学際的な心理学の一分野である。この臨床心理学の実践領域として，①教育領域，②司法・矯正領域，③福祉領域，④産業領域，⑤ 医
療・保健領域，⑥開業領域が掲げられている。本講義では，これらの内容を深く理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
臨床心理学やそれに隣接する社会学・精神医学・精神病理学等の知見や技法が実社会でさまざまに応用されている諸相を概観するとともに，心理臨床的援助の基礎
知識を学ぶことができる。

授業全体の内容と概要
内容は大きく，①臨床心理学の実践・応用に関する基礎的な事項と，②臨床心理学等を援用した社会的な諸問題への取り組みや心理臨床的実践の諸相とに分かれる
。①については他の心理系科目とも若干の重複があるかもしれないので，なるべく②に重点を置く。特に，深刻な社会問題である犯罪・少年非行等の身近なテーマ
を取り上げて，授業を進める。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行うが、内容によってはグループで討論することもある。毎回、授業の最後に学んだことや質問
をまとめて提出する。質問は次の授業で回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回、授業の最後に学んだことをまとめて提出すること。提出によって出席とし、成績に反映する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

臨床心理学についての理解

臨床心理学的な思考・判断
力の程度

授業に主体的に取り組む態
度（アセスメント、見立て
、支援方法等）

授業後の感想文で授業の資
料や教科書の内容も含めて
、自分の考えを述べてまと
めている。

授業後の感想文で自分の考
えを含めて学んだ内容をま
とめている。

授業後の感想文で授業で学
んだ内容をまとめている。

授業後の感想文で授業で学
んだ内容をいくらかまとめ
ている。

臨床心理学の基本を踏まえ
てアセスメント、見立て、
支援方法等に関する考察を
十分行うことができる。

臨床心理学の基本を踏まえ
てアセスメント、見立て、
支援方法等に関する考察を
おおむね行うことができる
。

臨床心理学の基本を踏まえ
てアセスメント、見立て、
支援方法等に関する考察を
一定程度行うことができる
。

臨床心理学の基本を踏まえ
てアセスメント、見立て、
支援方法等に関する考察を
多少行うことができる。

臨床心理学の基本を踏まえ
てアセスメント、見立て、
支援方法等に関する考察を
行うことが難しい。

アセスメント、見立て、支
援方法等を臨床心理学の視
点でわかりやすく説明でき
る。

アセスメント、見立て、支
援方法等を臨床心理学の視
点でおおむね説明できる。

アセスメント、見立て、支
援方法等を臨床心理学の視
点で一定程度説明できる。

アセスメント、見立て、支
援方法等を臨床心理学の視
点で多少説明できる。

アセスメント、見立て、支
援方法等を臨床心理学の視
点で説明することができな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる臨床心理学　改定新版』 2009

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 臨床心理学

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP122069（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験等を活かしながら、臨床心理学を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

600－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。古典的な臨床心理学と現代の臨床
心理学 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 不適応の原因と不適応へのさまざまな対応 指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 臨床心理学的な見立てと心理アセスメント 授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）心理臨床の実践と法律・倫理，関連する諸資格4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）教育領域における不適応への取組み5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）いじめ／不登校・引きこもり／校内暴力など／スク

ールカウンセラーの役割6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）病院臨床7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）現代青年の直面する諸問題への取組み8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）キャリアの選択（就職）／配偶者の選択（結婚）／

キャリアカウンセラーの役割9

10 社会・福祉・産業領域における心理臨床的支援(1)指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）授業の内容をノートにまとめて復習すること。（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）社会・福祉・産業領域における心理臨床的支援(2)11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）社会・福祉・産業領域における心理臨床的支援(3)12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）DVや児童虐待／勤労者のメンタルヘルス／産業カウ

ンセラーの役割13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）犯罪と少年非行の動向14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）指定した教科書を事前に読んでおくこと（９０分）犯罪非行臨床における心理実務者の役割（少年補導

員など）15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 臨床心理学

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP122069（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験等を活かしながら、臨床心理学を指導する。

基本情報

開講時期



文献の要旨をまとめる作業
が難しい。新しく学ぶこと
について、説明は難しい。

601－ －

ルーブリック

評価項目

1 S・アイエンガー/櫻井祐子訳 文藝春秋 文春文庫S13-19784167901554

概要

履修目標
・社会心理学は私たちの日常生活をあつかう学問です。この授業では、「私たちが社会からどのような影響をうけているのか」、「私たちが社会をどのように理解
しているのか」について学修します。

・理解するためのアプローチは大きく２つがあります。一人ひとりの人間の心の仕組みに関心を向ける「心理学的社会心理学」と、集団に関心をおいてマクロな構
造や社会的変化をあつかう「社会学的社会心理学」（中村陽吉：2006）です。

・ここでは、社会学的理解と心理学的理解の２つの観点を学びます。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の1．と３．と４．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①社会心理学の基本になる学術用語の説明ができる。
②社会心理学の応用領域における日常生活について、概念である学術用語、理論等を用いて課題を把握して考察ができる。

授業全体の内容と概要
・社会心理学における自己研究を学修します。日常生活において私たちの思考や行動が「適応的無意識」のなかで大量の情報処理を瞬時におこなっている、その情
報の解釈過程について考察します。

授業の方法
・「授業の進行方法」：授業の初回にて、文献精読の方法、学生分担報告について説明をおこないます。
・文献精読は縮約（大野晋『日本語練習帳』岩波書店、1999）、三色線引き読み（齋藤孝『三色ボールペンで読む日本語』角川書店、2005）の技法をもとに、プレ
ゼンテーション、グループワーク、文献読解（下記、アクティブ・ラーニングの実施方法、その他）の授業構成になります。
・「使用教材」：授業はテキスト、副教材（プリント資料、映像資料）を紹介しながら、自己研究についての社会心理学基礎を学修します。
・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」「要望等への対応方法」：授業中の個別報告、授業のまとめレポートなど課題や要望等の質問相談には、随
時、対応します。授業中、あるいは研究室オフィスアワー利用により、気軽に相談してください。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
各履修学生は、文献精読、報告作業を担当します。
個別報告とレポート作成提出は、協同学習として役割と時間を守ります。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

修得した知識を使い、収集
した情報を分析し、理解す
ることができる、情報分析
力としての知識・技能

収集した情報を分析して課
題を発見し、客観的立場か
ら成果を論理的に表現する
ことができる、思考力・判
断力・表現力

大学の学修環境を創造する
メンバーとして自覚し、自
分の意見と異なる意見を統
合させながら、学修経験を
高めていこうとする、関心
・意欲・態度

文献の要旨をていねいにま
とめており、これまでの学
修内容との関連を適切にふ
まえている。新しく学ぶこ
とについて、複数の例をあ
げながら、自分の言葉でて
いねいに説明をしている。

文献の要旨をまとめており
、これまでの学修内容のい
くつかを関連づけている。
新しく学ぶことについて、
自分の言葉で例をあげて説
明をしている。

文献の要旨をまとめており
、新しく学ぶことについて
、自分の言葉で説明をして
いる。

文献の要旨は、改善の余地
があるが、まとめている。
新しく学ぶことについて、
自分の言葉でいくらか説明
をしようとするが、充分で
はない。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を複数選び、
適切に引用している。新し
く学ぶことは、これまでの
ものと対比して、類似点や
相違点をあげながら表現を
している。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、適切
な手続きで引用している。
新しく学ぶことは、これま
でのものと関連づけながら
、論理的に表現をしている
。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、引用
している。新しく学ぶこと
は、これまでのものと関連
づけながら表現をしようと
している。

課題に関連して、改善の余
地があるが、文献資料を選
び引用している。新しく学
ぶことは、十分ではないが
、これまでのものを関連づ
けて表現をしようとしてい
る。

課題に関連して、文献資料
を選び、引用することが難
しい。新しく学ぶことは、
表現することが難しい。

大学生としての役割と責任
を自覚し、積極的、協同的
に行動することができる。

大学生として役割は、おお
むね理解しており、行動す
ることができる。

大学生として自分の役割は
、基本的な行動をすること
ができる。

大学生として自分の役割は
、改善の余地はあるが、行
動することができる。

大学生として自分の役割は
、自ら理解して行動するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『選択の科学』 2014

2

3

4

5

1 船津 衛 恒星社厚生閣 9784769912415

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『自分とは何か-「自我の社会学」入門』 2011

2 S・アイエンガー 文藝春秋 9784163756004『選択日記』 2012

3 中村陽吉 ブレーン出版 9784892428401『新　心理学的社会心理学』 2006

4 S・アイエンガー TED日本語　
https://digitalcas

『選択をしやすくするには　How to make
choosing easier　』

5

科目名称 社会心理学

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP122071（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席要件は10回以上です。

・文献精読の分担報告（本文、ソースノートの要旨をまとめる。新しい知見、学術用語をについて、例をあげて説明記述する）をします。学修のまとめとしてレポ
ート作成提出します。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ６０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

602－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明をおこないます。報告役割分担を確
認します。 シラバスを熟読しておいてください。（90分）

2
自我の３側面（C・Ｈ・クーリー）、「人間の自我
は、他の人間の認識や評価を想像し、それによって
生じる自己感情からなっている」（船津衛：

配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分） 今回の学習内容を復習します。（90分）

テキスト第1講Ⅰ～Ⅳを予習してください。（90分
）3 運命、偶然と選択、自分自身、自分の置かれた環境

とセルフ・コントロール、自己決定権の自己認識 今回の学習内容を復習します。（90分）

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第2講Ⅰ～Ⅵを予習してください。（90分
）

宗教と幸福度、個人主義的文化と集団主義的文化の
自己認識4

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第2講Ⅴ～Ⅷを予習してください。（90分
）

恋愛結婚と取り決め婚、日本人とアメリカ人の自己
認識5

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第3講Ⅰ～Ⅱを予習してください。（90分
）バーナム効果、認知不協和、就職活動の自己認識6

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第3講Ⅲ～Ⅳを予習してください。
他者の自己評価、多面評価とフィードバック、社会
資本の変化とエコーチェンバー効果がもたらす自己
認識

7

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第4講Ⅰ～Ⅳを予習してください。（90分
）

マシュマロテスト、ヒューリスティック、提示方法
バイアス、確認バイアス、感情の自己認識8

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第5講Ⅰ～Ⅲを予習してください。（90分
）視覚文化、流行、単純接触効果、広告と自己認識9

10 プライミング、投票行動と自己認識 テキスト第5講Ⅳ～Ⅵを予習してください。（90分
） 今回の学習内容を復習します。（90分）

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第6講Ⅰ～Ⅲを予習してください。選択条件、選択行動、マジカルナンバー、ロングテ
ールと自己認識11

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第6講Ⅳ～Ⅵを予習してください。（90分
）

退職金積立制度、医療保険制度、選択の多様性、選
択の飽和と自己認識12

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第7講Ⅰ～Ⅲを予習してください。（90分
）

医療における治療方針の選択行動、父権主義、絶対
的価値、相対的価値と自己認識13

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト第7講Ⅳ～Ⅶを予習してください。（90分
）

選択的決定、非選択的決定、心理的反発、アクラシ
ア、自己決定の委譲と自己認識14

今回の学習内容を復習します。（90分）テキスト最終講の予習をしてください。（90分）三元（選択、偶然、運命）の連立、直感、熟考、選
択死と自己認識15

全授業を振り返り、学習内容の内省的レポートを期
日までに提出ください。（90分）

これまでのテキスト、資料、視覚教材の学習内容を
整理してください。（90分）

自己研究の心理学的理解と社会学的理解の総括をお
こないます。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の学習内容を復習してください。（90分）

科目名称 社会心理学

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP122071（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



専門知識についての理解が
不十分である。

603－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
コミュニティ心理学の理念と目標を理解し，コミュニティ心理学的介入方法について理解する。さらに，いくつかのコミュニティ活動の事例について見聞きしなが
ら，実際のコミュニティにおける問題解決への心理学的アプローチの可能性について考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①コミュニティ心理学で扱われる理論や専門用語の内容を理解する。
②実際のコミュニティ活動を通した問題解決の事例を，心理学の知見を援用しながら説明する。
③コミュニティ心理学に関するテーマについて，調べ，整理し，スライド資料を用いて紹介する。

授業全体の内容と概要
コミュニティ心理学の理念・目的に基づき，人が環境に適応するための援助だけでなく，個人を取り巻く環境改善への介入・援助の方法について学ぶ。さらに，従
来の臨床心理学的なアプローチに加え，社会心理学的アプローチの可能性についても考察する。

授業の方法
前半は板書とパワーポイント，配布印刷物を活用しながら，講義形式で行う。前半の最後に授業内課題を実施し，知識の定着を図る。後半はグループワークと履修
生によるプレゼンテーション（グループ）を実施する。質問には随時対応し，課題にはコメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総合
評価から大幅に減点することがある。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

専門知識の理解

専門知識の応用

プレゼンテーション

専門知識について，９割以
上理解している。

専門知識について，８割程
度理解している。

専門知識について，７割以
上理解している。

専門知識について，６割以
上理解している。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，コミュニテ
ィ心理学の知識の枠組みを
元に，自ら社会問題の原因
や解決策を２つ提示するこ
とができる。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，コミュニテ
ィ心理学の知識の枠組みを
元に，自ら社会問題の原因
や解決策を１つ提示するこ
とができる。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができる。

提示された社会問題の原因
や解決策を挙げることがで
きない。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を９割以上満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を８割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を７割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を６割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を満たしていない（６割
未満）。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 日本コミュニティ心理学研究委
員会

新曜社 ９７８－４－７８８
５－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『コミュニティ心理学：実践研究のための方法論
』

２０１９

2 植村勝彦 ナカニシヤ出版 ９７８－４－７７９
５－

『コミュニティ心理学入門』 ２００７

3

4

5

科目名称 ｺﾐｭﾆﾃｨ心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP423049・CLP523045（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等教育機関での心理的支援業務の経験を活かし，様々な心理的支援についても解説する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上で，総合評価で６０点以上の評価を得ることが必要。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ １００％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

604－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明，コミュニテ
ィとは？） コミュニティについて調べる（９０分）

2 コミュニティ心理学の定義と歴史 関連する文献を読む（９０分） 授業内容を振り返る（９０分）

関連する文献を読む（９０分）3 コミュニティ心理学の理念と目標 授業内容を振り返る（９０分）

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）コミュニティ心理学の理論とモデル4

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）予防の歴史と予防プログラム5

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）危機介入とコンサルテーション6

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）ソーシャルサポートとセルフヘルプ7

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）コミュニティ感覚8

疑問点をまとめる（９０分）これまでの内容を振り返る（９０分）これまでの振り返り9

10 グループワーク①（プレゼンテーションのテーマ，
分担カ所の決定，準備） 関連する文献を読む（９０分） 発表テーマに関する資料を収集する（９０分）

スライド資料をまとめる（９０分）発表テーマに関する資料を収集する（９０分）グループワーク②（プレゼンテーション準備，ディ
スカッション）11

発表された内容を振り返る（９０分）プレゼンテーションの準備をする（９０分）プレゼンテーション発表とディスカッション①12

発表された内容を振り返る（９０分）プレゼンテーションの準備をする（９０分）プレゼンテーション発表とディスカッション②13

発表された内容を振り返る（９０分）プレゼンテーションの準備をする（９０分）プレゼンテーション発表とディスカッション③14

疑問点をまとめる（９０分）これまでの内容を振り返る（９０分）総合的まとめ15

疑問点をまとめる（９０分）これまでの内容を振り返る（９０分）最終回において解説しフィードバックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本授業で扱うテーマを確認する（９０分）

科目名称 ｺﾐｭﾆﾃｨ心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP423049・CLP523045（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等教育機関での心理的支援業務の経験を活かし，様々な心理的支援についても解説する。

基本情報

開講時期



専門知識についての理解が
不十分である。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
産業・組織について，心理学の領域ではどのような研究がなされているのかを理解する。さらに，そのような心理学的知見が社会（産業・福祉）の中でどのように
活用されているのかを考える。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①産業心理学領域で扱われる理論や専門用語の内容を説明する。
②産業心理学領域で扱われる理論や専門用語が，社会活動の中でどのように活かされているのかを指摘する。
③学んだ知識的枠組みを手掛かりとして，現在の産業分野の社会問題の原因や解決方法を考察する。

授業全体の内容と概要
スライドや板書，配布資料を活用しながら，講義形式で行う。また，授業中に振り返り課題を３回実施し，知識の定着を図る。

授業の方法
スライドや板書，配布資料を提示しながら講義形式を中心に進行する。途中にディスカッションを取り入れることがある。質問には随時対応し，振り返り課題には
コメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総合
評価から大幅に減点することがある。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

専門知識の理解

専門知識の活用

専門知識の応用

専門知識について，９割以
上理解している。

専門知識について，８割程
度理解している。

専門知識について，７割以
上理解している。

専門知識について，６割以
上理解している。

提示された専門知識が活か
されるような社会的（産業
，福祉）活動を３つ以上挙
げ，その理由についても説
明できる。

提示された専門知識が活か
されるような社会的（産業
，福祉）活動を２つ以上挙
げ，その理由についても説
明できる。

提示された専門知識が活か
されるような社会的（産業
，福祉）活動を１つ以上挙
げ，その理由についても説
明できる。

提示された専門知識が活か
されるような社会的（産業
，福祉）活動を１つ以上挙
げられる。

提示された専門知識が活か
されるような社会的（産業
，福祉）活動を挙げられな
い。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，産業心理学
の知識の枠組みを元に，自
ら社会問題の原因や解決策
を２つ提示することができ
る。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。さらに，産業心理学
の知識の枠組みを元に，自
ら社会問題の原因や解決策
を１つ提示することができ
る。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができ，その理由を説明で
きる。

提示された社会問題の原因
や解決策を１つ挙げること
ができる。

提示された社会問題の原因
や解決策を挙げることがで
きない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 白樫三四郎 有斐閣 ９７８－４－６４１
－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『産業・組織心理学への招待』 ２００９

2 杉山崇 北樹出版 ９７８－４－７７９
３－

『入門！産業社会心理学』 ２０１５

3

4

5

科目名称 産業心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP423048・SOP523044（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として惨事ストレスケアの後方支援の経験を持つ教員が，その経験を活かして産
業心理学に関する講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は１０回以上で，総合評価で６０点以上の評価を得ることが必要。再試験は実施しない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ３０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

606－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明，産業心理学
の歴史と研究領域）

産業心理学とはどのような学問領域かを調べる
（９０分）

2 動機づけ①（モチベーションの理論の基礎） 関連する文献を読む（９０分） 授業内容を振り返る（９０分）

関連する文献を読む（９０分）3 動機づけ②（モチベーションの理論の発展） 授業内容を振り返る（９０分）

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）職場ストレスとカウンセリング①（ストレスモデル
）4

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）職場ストレスとカウンセリング②（産業カウンセリ
ング）5

これまでの内容について，疑問点を整理する（９０
分）２回から５回までの内容を振り返る（９０分）まとめ①（動機づけと職場ストレス，カウンセリン

グ）6

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）集団と組織①（集団の意思決定）7

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）集団と組織②（集団状況でのパフォーマンス）8

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）集団と組織③（多様性と共同社会）9

10 リーダーシップの諸理論 関連する文献を読む（９０分） 授業内容を振り返る（９０分）

これまでの内容について，疑問点を整理する（９０
分）７回から１０回までの内容を振り返る（９０分）まとめ②（集団・組織とリーダーシップ）11

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）消費者行動①（消費行動を規定する心理要因）12

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）消費者行動②（消費者をとりまく心理要因）13

授業内容を振り返る（９０分）関連する文献を読む（９０分）人事アセスメント14

これまでの内容について，疑問点を整理する（９０
分）１２回から１４回までの内容を振り返る（９０分）まとめ③15

試験でわからなかったことを再確認する（９０分）資料を確認し，自分の言葉で授業内容を説明できる
ように準備する（９０分）６０分の試験終了後，残りの３０分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

産業心理学で扱う内容について確認する（９０分）

科目名称 産業心理学

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP423048・SOP523044（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として惨事ストレスケアの後方支援の経験を持つ教員が，その経験を活かして産
業心理学に関する講義を行う。

基本情報

開講時期



教科書やDVDに基づいての
カウンセリング技法の理解
が乏しく、技法を部分的に
でも使えない。

607－ －

ルーブリック

評価項目

1 福原真知子 風間書房 978-4-7599-1637-9

概要

履修目標
Ｃ．ロジャースの提唱した来談者中心療法（カウンセリング）に関する基本的な学習をした後，福祉現場の実際の臨床に沿いながら，カウンセリングのあり方を学
ぶ。具体的には，（１）不登校，（２）被虐待，（３）身体障害，（４）軽度発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ等）に焦点を当てて，個別・家族・集団カウンセリングに
ついて講義を受け、実践トレーニングで学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
カウンセリングによって人は成長し，発達する多面的な存在として，幅広い視点からカウンセリングを習得することができる。

授業全体の内容と概要
配付資料などを用い，これまでの研究によって蓄積されてきた知見を紹介する。それらを通し，人間にそなわっている基本的な心的機能全般についての知識を獲得
する。

授業の方法
教科書、プリント、 DVDでのカウンセリングの実際を視聴し、グループワークでカウンセリングの技法を学んでいく（ディスカッション、ロールプレイ含む）。毎
回、授業の最後に学んだことや質問をまとめて提出する。質問は次の授業で回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回、授業の最後に学んだことをまとめて提出すること。提出によって出席とし、成績に反映する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

カウンセリングについての
理解

カウンセリングの視点に基
づく思考・判断力

授業に主体的に取り組む態
度

教科書やDVDに基づいてカ
ウンセリング技法を理解し
、技法をスムーズに使える
。

教科書やDVDに基づいてカ
ウンセリング技法を理解し
、技法をおおむね使える。

教科書やDVDに基づいてカ
ウンセリング技法を理解し
、技法を一定程度使える。

教科書やDVDに基づいての
カウンセリング技法を部分
的に使える。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントを見立
てて、どの技法を使うかを
十分考察できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントを見立
てて、どの技法を使うかを
おおむね考察できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントを見立
てて、どの技法を使うかを
一定程度できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントを見立
てて、どの技法を使うかを
考察できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントを見立
てて、どの技法を使うかを
考察することができない。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントの見立
てとどの技法を用いるかを
わかやすく説明できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントの見立
てとどの技法を用いるかを
おおむね説明できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントの見立
てとどの技法を用いるかを
一定程度説明できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントの見立
てとどの技法を用いるかを
説明できる。

カウンセリングの基本を踏
まえてクライエントの見立
てとどの技法を用いるかを
説明することができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『マイクロカウンセリング技法』 2007

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP423088（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験、スクールカウンセラー経験等を活かしながら、臨床心理
学を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

608－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明。
カウンセリングの基本　Ｃ.ロジャースの来談者中
心療法や日本におけるカウンセリングのあり方につ

教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

2 欧米と日本の比較。 教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分） 授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）

教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）3 クライエントを理解する（カウンセラーの自己覚知
を含む）。

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

不登校の理解とカウンセリングやその他の心理療法
等による支援策について。不登校の理解・学校，各
種専門機関とスクールカウンセラーの役割につい

4

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）具体的支援のあり方。・紙上ロールプレイング法（

不登校編）による学習。5

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

被虐待児童へのカウンセリング　虐待問題に焦点を
当てた，カウンセリングやその他の心理療法等によ
る支援策について。

6

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）具体的支援のあり方　・紙上ロールプレイング法（

虐待編）による学習。7

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

身体障害者(児)へのカウンセリング　事故や疾病に
より身体障害を抱えることになった人々のカウンセ
リングやその他の心理療法等による支援策。

8

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

軽度発達障害児へのカウンセリング　軽度発達障害
（LD，ADHD，アスペルガー等）に焦点を当てた，カ
ウンセリングやその他の心理療法等による支援策に

9

10 具体的支援のあり方。・紙上ロールプレイング法（
軽度発達障害編）による学習。 教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分） 授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが

ら、周囲の人と接すること（９０分）

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

子どもの不登校やいじめ，発達障害に関して協力が
欠かせない親（保護者）へのカウンセリングやコン
サルテーション（助言指導）について。

11

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）集団での治療的効果等について。集団カウンセリン

グの効果。・具体的支援のあり方（事例学習）。12

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）

カウンセリング・マインドを現場臨床に役立てるた
めにこれまでの学習を基本にしたロールプレイング
法による実習。

13

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）福祉現場等でカウンセリング・マインドをどのよう

に応用し実践できるかグループﾟ討議を行う。14

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）教科書の事例や技法を読んでおくこと（９０分）各福祉現場における実態を踏まえて，カウンセリン

グ等の実際的な応用について質疑応答を行う。15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をもとに、受容・共感などを意識しなが
ら、周囲の人と接すること（９０分）

科目名称 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP423088（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

臨床心理士が精神科病院勤務経験、スクールカウンセラー経験等を活かしながら、臨床心理
学を指導する。

基本情報

開講時期



参考書や授業の内容の理解
が乏しく、心理療法につい
ての説明ができない。

609－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
認知行動療法、家族療法など臨床の場で使われる様々な心理療法の理論と実際を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
心理療法の基本的な知識や技能を習得することができる。

授業全体の内容と概要
心理療法は個人を対象とするものもあるが、特定の疾患を抱えたグループへの集団療法や家族療法など集団を扱う療法もある。また、疾患によって用いる心理療法
や技法が変わってくることや複数の療法を組み合わせて用いることもある。本授業では、様々な療法を事例を交えながら学んでいく。

授業の方法
プリント、 DVDの視聴からでの様々な心理療法を学び、実際に体験する。心理療法のワークを多く体験する（ディスカッション含む）。毎回、授業の最後に学んだ
ことや質問をまとめて提出する。質問は次の授業で回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
毎回、授業の最後に学んだことをまとめて提出すること。提出によって出席とし、成績に反映する。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

心理療法についての理解

心理療法の視点に基づく思
考・判断力

授業に主体的に取り組む態
度（心理療法を踏まえて見
立て療法）

参考書や授業の内容に基づ
いて主要な心理療法につい
て説明できる。

参考書や授業の内容に基づ
いて３つ程度の心理療法に
ついて説明できる。

参考書や授業の内容に基づ
いて１つのの心理療法につ
いて説明できる。

参考書や授業の内容に基づ
いて１つのの心理療法につ
いて資料を見ながら説明で
きる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントを見立てて、
どの療法を使うかを十分考
察できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントを見立てて、
どの療法を使うかをおおむ
ね考察できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントを見立てて、
どの療法を使うかを一定程
度考察できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントを見立てて、
どの療法を使うかを考察で
きる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントを見立てて、
どの療法を使うかを考察す
ることができない。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントの見立てとど
の療法を用いるかをわかや
すく説明できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントの見立てとど
の療法を用いるかをおおむ
ね説明できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントの見立てとど
の療法を用いるかを一定程
度説明できる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントの見立てとど
の療法を用いるかを説明で
きる。

心理療法の基本を踏まえて
クライエントの見立てとど
の療法を用いるかを説明す
ることができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 心理療法特論

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP123075（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある臨床心理士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

610－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。心理療法概論 シラバス及び参考文献を読んでおくこと（９０分）

2 行動療法（１）
レスポンデント条件付けに基づく技法行動療法(1)参考文献を読んでおくこと（９０分）

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）

参考文献を読んでおくこと（９０分）3 行動療法（２）
オペラント条件付けに基づく技法行動療法(2)

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）認知療法（１）

理論編4

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）認知療法（２）

実践編(抑うつ他)5

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）ストレス心理学:リラクセーション技法など6

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）社会的スキル訓練とその応用(統合失調症のリハビ

リなど)7

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）家族療法8

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）交流分析9

10 アサーショントレーニング 参考文献を読んでおくこと（９０分） 授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）メタ認知トレーニング11

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）フォーカシング12

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）ゲシュタルト療法13

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）自律訓練法14

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）参考文献を読んでおくこと（９０分）SST (Social Skills Training)15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をもとに、心理療法に関する本を読むこ
と（９０分）

科目名称 心理療法特論

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CLP123075（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科病院の勤務経験のある臨床心理士が経験も交えながら指導する。

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない
。

611－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が実践的な視聴覚機器の利活用及び主体的なプレゼンテーション技法を修得する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の全てに対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の全てに対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の全てに対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の全てに対応する。

到達目標
学生が視聴覚コンテンツ作成に必要な知的財産権を理解し情報を共有することができる。また，
先進的で且つ実践的な視聴覚メディアを活用及びプレゼーテーション能力を養うことができる。

授業全体の内容と概要
この授業では，学校教育における視聴覚メディアとのかかわり方を修得することを目的とする。

授業の方法
パワーポントによる講義形式を行う。また，各自，提案する課題に対してインターネット等による調査を行い，視聴覚メディアを利用し各自プレゼーテーションを
行う。発表時にコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職課程科目であるので欠席はしないこと。遅刻2回で欠席1回とする。

資格指定科目
教職課程（全教科）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

情報の伝達

説明する力

授業内容を超えて自主的な
学修が認められる。

授業内容を理解している。 授業内容を概ね理解してい
る。

授業内容を最低限達理解し
ている。

資料収集、表現方法に対し
て、十分効果的で且つ、自
主的な学修が認められる。

資料は十分適切で、表現方
法も十分に効果的である。

おおむね資料は適切で、表
現方法も効果的である。

資料収集や表現方法を改善
する必要がある。

情報の伝達全体に大幅に改
善する必要がある。

他が気が付かない観点で自
分の考えを記述することが
できる。

自分の考えを正確に伝える
ことができる。

調べた情報を他に理解でき
る記述ができる。

調べた情報を他へ伝えるこ
とができるが、不十分であ
る。

調べた情報を他へ伝えるこ
とができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1 近藤邦雄ほか コロナ社 9784339027952

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『視聴覚メディア』 2017

2

3

4

5

科目名称 視聴覚教育

自由科目科目分類区分

上坂　恒章（デザイン学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143170・ESS243100・ESS343097・
ESS443113・ESS543126（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上坂　恒章 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ５０％ １０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

612－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び
視聴覚教育の学びについて シラバスを読んでおくこと（90分）

2 視聴覚メディアと知的財産権（著作物の種類，権利
）

著作物の種類，権利についての調べしておくこと
（90分） 著作物の種類，権利の復習しておくこと（90分）

著作権の保護期間，著作隣接権について調べておく
こと（90分）3 視聴覚メディアと知的財産権（著作権の保護期間，

著作隣接権）
著作権の保護期間，著作隣接権の復習しておくこと
（90分）

配布したプリントを完成しておくこと（90分）著作権の保護，利用を調べしていくこと（90分）視聴覚メディアと知的財産権（著作権の保護，利用
）4

提示方法を復習しておくこと（90分）視聴覚メディア機器について，調べておくこと（90
分）視聴覚メディア機器の提示方法5

考察1をまとめておくこと（90分）美術館と博物館の違いを調べておくこと（90分）美術館における調査と現状の考察１6

該当美術館の調査、考察（90分）該当美術館の調査、考察（90分）美術館における調査と現状の考察27

レポートを完成させること（90分）該当美術館の、調査、考察（90分）美術館における調査と現状の考察38

プレゼン用コンテンツを制作すること（90分）プレゼン用コンテンツを制作すること（90分）美術館における調査と現状の考察49

10 美術館における調査と現状のまとめ プレゼン用コンテンツを制作すること（90分） プレゼン用コンテンツを完成させること（90分）

他の発表者についての自分の考えをまとめること
（90分）レジュメを完成させること（90分）情報の提示，プレゼンテーション111

発表の反省点をまとめておくこと（90分）発表内容の質問等をまとめておくこと（90分）情報の提示，プレゼンテーション212

編集、加工処理について，まとめておくこと（90分
）

自己の教材のラフスケッチを作成しておくこと（90
分）画像処理の基本（編集，加工処理等）13

自己の制作物について，自己評価すること（90分）画像処理に使用する画像を用意すること（90分）画像処理の応用（画像を利用した制作）14

グループワークの結果をレポートすること（90分）自己の発表について，自己評価をまとめておくこと
（90分）まとめ（グループワーク）15

レポート講評の内容を振り返り自己評価する（90分
）レポートを作成する（90分レポート提出16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業後の復習をしっておくこと（90分）

科目名称 視聴覚教育

自由科目科目分類区分

上坂　恒章（デザイン学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ESS143170・ESS243100・ESS343097・
ESS443113・ESS543126（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上坂　恒章 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業で扱った学校内での問
題点について、感想文にま
とめてることができない。

613－ －

ルーブリック

評価項目

1 教科書なし

概要

履修目標
学校という集団に不適応な児童生徒が激増している。また，非行，暴力，いじめ，登校拒否，心身症などの問題行動への教師の対応の仕方として，カウンセリング
・マインドによる指導や援助が必要となっている。学校における教育相談の進め方についての考え方や基礎知識を身につけ，教育活動に活かせる援助的な指導方法
の能力を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
不適応行動や問題行動の児童生徒を正しく理解し，適切な対応をするための教師としてのカウンセリング・マインドの態度や方法について基本的な知識・能力を身
につけることができる。

授業全体の内容と概要
学校教育における教育相談の意義と役割およびカウンセリングの理論と技法の基礎を埋解し，教育活動での実際的な活かし方を，ケース・スタディをとおして，講
義のほか，受講生の発表や討議によって内容を深めるようにする。

授業の方法
パワーポイント、板書、プリント、 DVDを使用しながら講義形式で行う（グループワーク含む）。授業の最後に授業で学んだことや質問をまとめて提出することで
出席とする。提出物は全て成績に反映される。質問は随時受付、回答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「教育」に関する新聞記事を常に読んでおくこと。授業では，常に「教師」としての視点で考えることを心がけること。出席と授業中の姿勢や態度を重視する。課
題レポート等による総合評価。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教育相談についての理解

教育相談の視点に基づく思
考・判断力

授業に主体的に取り組む態
度（生徒や保護者への対応
の見立て）

授業で扱った学校内での問
題点について、資料やDVD
等の内容にも触れ自分の考
えを含めながら詳細に感想
文に、まとめている。

授業で扱った学校内での問
題点について、自分の考え
も含めて大枠で感想文に、
まとめている。

授業で扱った学校内での問
題点について、大枠で感想
文に、まとめている。

授業で扱った学校内での問
題点について、一部を感想
文に、まとめている。

教育相談の基本を踏まえて
、生徒や保護者への対応に
関して十分に考察を行うこ
とができる。

教育相談の基本を踏まえて
、生徒や保護者への対応に
関しておおむね考察を行う
ことができる。

教育相談の基本を踏まえて
、生徒や保護者への対応に
関して一定程度考察を行う
ことができる。

教育相談の基本を踏まえて
、生徒や保護者への対応に
関して考察を行うことがで
きる。

教育相談の基本を踏まえて
、生徒や保護者への対応に
関して考察を行うことがで
きない。

教育相談の基本を踏まえて
生徒や保護者への対応の見
立てをわかりやすく説明で
きる。

教育相談の基本を踏まえて
生徒や保護者への対応の見
立てをおおむね説明できる
。

教育相談の基本を踏まえて
生徒や保護者への対応の見
立てを一定程度説明できる
。

教育相談の基本を踏まえて
生徒や保護者への対応の見
立てを説明できる。

教育相談の基本を踏まえて
生徒や保護者への対応の見
立てを説明することができ
ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 西本絹子 萌文書林 978-4-89347-211-3

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教師のための初等教育相談』 2015

2

3

4

5

科目名称 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP244102・EDP344099・EDP444115・
EDP544128（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択（教職課

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

スクールカウンセラー、教育委員会勤務経験のある臨床心理士が不登校やいじめなど児童生
徒への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

614－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明。
～オリエンテーション～教育相談の意義と役割 教育相談に関する文献を読むこと（９０分）

2 教育相談の組織と運営　～校内体制および他機関等
との連携 教育相談に関する文献を読むこと（９０分） 授業の内容をノートにまとめて復習すること。

（９０分）

教育相談に関する文献を読むこと（９０分）3 児童生徒理解と教育相談
（１）相談の対象と問題発見・心理テストの活用

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）児童生徒理解と教育相談

（２）問題行動のメカニズム4

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）不登校、いじめへの対応5

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）カウンセリングの理論と技法（カウンセリングの実

習体験も含む）（１）6

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）カウンセリングの理論と技法（カウンセリングの実

習体験も含む）（２）7

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）学級担任の行う教育相談

（１）教育相談を活かす学級経営8

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）学級担任の行う教育相談

（２）学級内の問題生徒の指導9

10 学習指導と教育相談 教育相談に関する文献を読むこと（９０分） 授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）生徒指導と教育相談11

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）教育相談の実際；事例検討（１）12

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）教育相談の実際；事例検討（２）13

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）教育相談の実際；事例検討（３）14

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）教育相談に関する文献を読むこと（９０分）学校カウンセリング：学校カウンセラーと教育相談15

レポートの作成（９０分）レポート作成の準備をすること（９０分）レポートについて、最終回において解説しフィード
バックする。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業の内容をノートにまとめて復習すること。
（９０分）

科目名称 教育相談（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを

専門科目科目分類区分

佐々木　智城（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EDP244102・EDP344099・EDP444115・
EDP544128（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）佐々木　智城 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

スクールカウンセラー、教育委員会勤務経験のある臨床心理士が不登校やいじめなど児童生
徒への対応を指導する。

基本情報

開講時期



保育の制度について基礎的
な知識を理解することが難
しい。

615－ －

ルーブリック

評価項目

1 児童育成協会 中央法規 9784805857816

概要

履修目標
保育の意義，目的について理解する。保育に関する法令及び制度を理解する。
保育所保育指針における保育の基本について理解する。
保育の思想と歴史的変遷について学修し，現状と課題を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育の意義，制度，計画・実践（方法・内容），思想・歴史的変遷等を理解している。
保育所保育指針における保育の基本について理解している。

授業全体の内容と概要
保育の意義，目的，法令及び制度，保育の目標と方法等を体系的に学修する。

授業の方法
講義を中心とした授業を行っていく中で，実際の保育現場の事例をあげ，子どもや保護者，保育者の様子をイメージしながら，一人ひとり学生の考える場となるよ
うに授業を進めていく。質問にはその都度対応し、レポートはコメントしてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席とレポート提出を重要視する。レポート・課題の内容及び提出方法は、授業時間に指示する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

保育の制度について基礎的
な知識を深く理解できる。

保育の制度について基礎的
な知識をおおむね理解でき
る。

保育の制度について基礎的
な知識を理解できる。

保育の制度について基礎的
な知識を多少理解できる。

歴史的変遷を踏まえた保育
の基本について十分に考察
できる。

歴史的変遷を踏まえた保育
内容の展開についておおむ
ね考察できる。

歴史的変遷を踏まえた保育
内容の展開について考察で
きる。

歴史的変遷を踏まえた保育
内容の展開について多少考
察できる。

歴史的変遷を踏まえた保育
内容の展開について考察す
ることが難しい。

保育の意義・目的について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

保育の意義・目的について
理解したことをおおむね説
明できる。

保育の意義・目的について
理解したことを説明できる
。

保育の意義・目的について
理解したことを多少説明で
きる。

保育の意義・目的について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育原理　新基本保育シリーズ①』 ２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 保育原理

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS121077（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育施設での実務経験のある教員が，その経験をもとに保育の意義，目的，法令および制度
，思想・歴史的変遷等について実際の保育現場をイメージできるような講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ １０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

616－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
保育の理念と概念 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 保育の社会的役割と責任 教科書を読み、学習しておくこと（９０分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

教科書を読み、学習しておくこと（９０分）3 子ども・子育て支援新制度と保育にかかわる関係法
令

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）保育の実施体系4

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）保育所保育に基づく保育5

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）保育の目標と方法6

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）乳児の保育7

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）１歳以上３歳未満児の保育8

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳以上児の保育9

10 子ども理解に基づく保育の過程①理論編 教科書を読み、学習しておくこと（９０分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）子ども理解に基づく保育の過程②実践編11

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）諸外国の保育と思想と歴史12

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）日本の保育の思想と歴史13

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）諸外国の保育の現状と課題14

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）日本の保育の現状と課題15

解説を受け、講義全体をふりかえること（９０分）講義全体をとおして質問などを整理しておく（９０
分）レポートに関する解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

科目名称 保育原理

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS121077（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育施設での実務経験のある教員が，その経験をもとに保育の意義，目的，法令および制度
，思想・歴史的変遷等について実際の保育現場をイメージできるような講義を行う。

基本情報

開講時期



保育者の役割及び倫理性に
ついて理解することが難し
い

617－ －

ルーブリック

評価項目

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

概要

履修目標
以下の４つを授業の目的とする。
１．保育者の役割と倫理について理解する。
２．保育士の制度的な位置づけを理解し、その専門性について考察する。
３．保育者の連携・協働について理解する。
４．保育者の資質向上とキャリア形成について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．保育者の役割・倫理，協働，専門職的成長について理解したことを説明する。
２．保育士の制度的な位置づけ，専門性について理解したことを説明する。

授業全体の内容と概要
保育者の役割、倫理、協働、専門職的成長及び保育士の制度的な位置づけ、専門性について体系的に学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイントを活用しながら講義形式で行う。
毎回リアクションペーパーを活用し、次回の授業時にフィードバックする。
レポートに関してもコメントしてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートの内容・提出方法及び平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

保育者の役割及び倫理性に
ついて深く理解できる

保育者の役割及び倫理性に
ついておおむね理解できる

保育者の役割及び倫理性に
ついて理解できる

保育者の役割及び倫理性に
ついてやや理解できる

保育士の専門性について深
く考察できる

保育士の専門性についてお
おむね考察できる

保育士の専門性について考
察できる

保育士の専門性についてや
や考察できる

保育士の専門性について考
察することが難しい

専門職としての役割・倫理
・協働について理解したこ
とをわかりやすく説明でき
る

専門職としての役割・倫理
・協働について理解したこ
とをおおむね説明できる

専門職としての役割・倫理
・協働について理解したこ
とを説明できる

専門職としての役割・倫理
・協働について理解したこ
とをやや説明できる

専門職としての役割・倫理
・協働について理解したこ
とを説明することが難しい

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2 厚生労働省 フレーベル館 9784577814482『保育所保育指針解説』 2018

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 保育者論

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS121081（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実務経験を活かし、保育士の専門性を体系的に講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

618－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 指定した教科書を事前に読むこと（90分）。

2 保育者の役割・職務内容と倫理 教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。3 児童福祉法における保育士の定義 授業終了時に示す課題レポートを作成する（90分）
。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育士の資格・要件4

５回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。欠格事由、信用失墜行為及び秘密義務保持等5

６回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育士の資質・能力6

７回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。養護及び教育の一体的展開7

授業終了時に示す課題レポートを作成する（90分）
。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。家庭との連携と保護者に対する支援8

９回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。計画に基づく保育の実践と省察・評価9

10 保育の質の向上 教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。１０回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

１１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育における職員間の連携・協働11

１２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。専門職間及び専門機関との連携・協働12

１３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。地域における自治体や関係機関等との連携・協働13

授業終了時に示す課題レポートを作成する（90分）
。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。資質向上に関する組織的取組14

授業の目的の達成度を自己評価する（90分）。これまでの授業で学んだ事を整理しておく（90分）
。

保育者の専門性の向上とキャリア形成の意義
組織とリーダーシップ　まとめ15

験、課題の解説に基づき復習し整理する(90分)。15回の講義内容を振り返り復習する(90分)定期試験60分。試験終了後に解説を行う
提出されたレポートの総合評価をフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 保育者論

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS121081（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実務経験を活かし、保育士の専門性を体系的に講義する。

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

619－ －

ルーブリック

評価項目

1 教育実習を考える会編 蒼丘書林 9784915442117

概要

履修目標
（事前指導）教育実習生として必要な資質を理解し、教師として基礎的な知識や技能の修得することができる。（事後指導）教育実習の終了後、自らの教育実習を
反省し、課題等を確認し、教師として今後の展望を見いだすことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．に対応する。

到達目標
「教育実習」の目的・意義を理解し、生徒の実態や教科の目標・特性に応じた学習指導案を作成することができる。

授業全体の内容と概要
「教育実習」の目的・意義を具体的に理解し、生徒の実態や教科の目標・特性に応じた学習指導案を模擬授業をとおして作成することができる。また、「教育実習
」の自覚と責任を高め、社会人・教師としての知識・技能・態度習慣を意欲的に培うことができる。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。テキスト及び配布資料等を中心に講義を行う。また、後期には実践的な模擬授業が始まる
ので、教材研究・プリント作成・板書計画など関連する項目において、意欲的な態度で臨むこと。なお、模擬授業終了後にはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席状況、受講態度の点で適格性を欠いていると判断された学生は、以後受講できなくなる場合があるので、真剣な取り組みを要する。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がし
っかりとできている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がで
きている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がや
やできている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がで
きていない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

実践的な模擬授業において
、より詳細な教材研究がな
され、授業として成立して
いる。

実践的な模擬授業において
、詳細な教材研究がなされ
、授業として成立している
。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされ、授業
として成立している。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされず、授
業として成立していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新編　教育実習の常識』 2000

2 宮崎猛編 小学館 9784091050151『教育実習完璧ガイド』 2015

3 北海道私立大学教職課程研究連
絡協議会編

学術図書出版社 9784780607772『教育実習の手引（第７版）』 2019

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）
』

2 『高等学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）』

3

4

5

科目名称 教育実習（事前・事後

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU143176・EDU343104・EDU543133（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・無断欠席は、大きく減点される。学生の立場ではなく、教員としての立場が求められる。
・教育実習（事前・事後指導）の単位認定は、４年の後期に行われる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ２０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

620－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 前期オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
、教育実習の目的と意義 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 挨拶の実際１、教育実習の準備と心得 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）3 挨拶の実際２、実習校での禁止事項等 今回の授業内容をまとめておくこと。（90分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）自己紹介の実際１、受け入れ学校の声4

今回の授業内容をまとめておくこと。（90分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）自己紹介の実際２、5

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）自己紹介の実際３、6

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）板書計画7

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）学級指導の実際１8

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）学級指導の実際２9

10 学級指導の実際３ 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）教育実習における授業の実際（ＶＴＲから学ぶ）11

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）学習指導案の作成（基本）12

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）教科別模擬授業（導入の実際）１13

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）教科別模擬授業（導入の実際）２14

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）教科別模擬授業（導入の実際）３15

まとめの整理をしておくこと（45分）まとめの準備をしておくこと。（45分）まとめ、課題（レポート・学習指導案など）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 後期オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
、模擬授業の日程について 事前にシラバスを読んでいること。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

18 模擬授業の見学（４年）① 模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）19 模擬授業の見学（４年）② 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）③20

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教材研究の準備をしておくこと。（45分）学習指導案の作成①21

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教材研究の準備をしておくこと。（45分）学習指導案の作成②22

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教材研究の準備をしておくこと。（45分）学習指導案の作成③23

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）プリント・板書計画の作成①24

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（45分）プリント・板書計画の作成②25

26 模擬授業の見学（３年）① 模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）②27

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）③28

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）④29

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の実施30

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教育実習体験発表を聞く準備をしておくこと。（45
分）教育実習体験発表（４年）31

まとめの整理をしておくこと（45分）まとめの準備をしておくこと。（945）まとめ、課題（レポート・学習指導案など）の解説32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 教育実習（事前・事後

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU143176・EDU343104・EDU543133（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

621－ －

ルーブリック

評価項目

1 教育実習を考える会編 蒼丘書林 9784915442117

概要

履修目標
（事前指導）教育実習生として必要な資質を理解し、教師として基礎的な知識や技能の修得することができる。（事後指導）教育実習の終了後、自らの教育実習を
反省し、課題等を確認し、教師として今後の展望を見いだすことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．に対応する。

到達目標
教育実習の終了後、自らの教育実習を反省し、課題等を確認し、教師として今後の展望を見いだすことができる。

授業全体の内容と概要
「教育実習」の目的・意義を具体的に理解し、生徒の実態や教科の目標・特性に応じた学習指導案を模擬授業をとおして作成することができる。また、「教育実習
」の自覚と責任を高め、社会人・教師としての知識・技能・態度習慣を意欲的に培うことができる。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。前期は実習前なので実践的な模擬授業が中心である。後期は３年の模擬授業を見学し、教
育実習の反省点や課題を見つけると共に３年の教育指導も行う。なお、模擬授業終了後にはコメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席状況、受講態度の点で適格性を欠いていると判断された学生は、以後受講できなくなる場合があるので、真剣な取り組みを要する。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がし
っかりとできている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がで
きている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がや
やできている。

教科書読解・資料作成・板
書計画などの教材研究がで
きていない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

実践的な模擬授業において
、より詳細な教材研究がな
され、授業として成立して
いる。

実践的な模擬授業において
、詳細な教材研究がなされ
、授業として成立している
。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされ、授業
として成立している。

実践的な模擬授業において
、教材研究がなされず、授
業として成立していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新編　教育実習の常識』 2000

2 宮崎猛編 小学館 9784091050151『教育実習完璧ガイド』 2015

3 北海道私立大学教職課程研究連
絡協議会編

学術図書出版社 9784780607772『教育実習の手引（第７版）』 2019

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）
』

2 『高等学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）』

3

4

5

科目名称 教育実習（事前・事後

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU243107・EDU443120（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・無断欠席は、大きく減点される。学生の立場ではなく、教員としての立場が求められる。
・教育実習（事前・事後指導）の単位認定は、４年の後期に行われる。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ３０％ ０％ ２０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

622－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 前期オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
、模擬授業の日程など 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 模擬授業の見学（４年）① 模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）3 模擬授業の見学（４年）② 今回の授業内容をまとめておくこと。（90分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）③4

今回の授業内容をまとめておくこと。（90分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）④5

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑤6

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の実施①7

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑥8

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑦9

10 模擬授業の実施② 模擬授業の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑧11

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑨12

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑩13

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑪14

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）⑫15

まとめの整理をしておくこと（45分）まとめの準備をしておくこと。（45分）まとめ、課題（レポート・学習指導案など）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 後期オリエンテーション（シラバスの説明を含む）
、模擬授業の日程について 事前にシラバスを読んでいること。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

18 模擬授業の見学（４年）① 模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）19 模擬授業の見学（４年）② 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（４年）③20

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の実施③21

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）①22

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）②23

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）③24

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）④25

26 模擬授業の見学（３年）⑤ 模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分） 今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）⑥27

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）⑦28

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）模擬授業見学の準備をしておくこと。（45分）模擬授業の見学（３年）⑧29

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）育実習体験発表を聞く準備をしておくこと。（45分
）教育実習体験発表（４年）①30

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教育実習体験発表を聞く準備をしておくこと。（45
分）教育実習体験発表（４年）②31

今回の授業内容をまとめておくこと。（45分）教育実習後の反省と課題の準備をしておくこと。
（45分）教育実習後の反省と課題について32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 教育実習（事前・事後

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU243107・EDU443120（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷につ
いて、理解していない。

623－ －

ルーブリック

評価項目

1 北川　清一 相川書房 978-4-623-08926-0

概要

履修目標
①現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷について理解する。
②社会的養護と児童福祉の関連性及び児童の権利擁護について理解する。
③社会的養護の制度や実施体系等について理解する。
④社会的養護における児童の人権擁護及び自立支援等について理解する。
⑤社会的養護の現状と課題について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標。の１．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
社会的養護の現状と課題を捉える中でソーシャルワークと保育の連関を理解し、児童福祉施設における援助者としての保育士の役割や援助のあり方についての理解
ができる。

授業全体の内容と概要
①児童養護の概要（社会的養護ニーズの変遷、現状と課題、社会的養護の体系）
②施設養護の実際（基本原理、自立支援、親子関係・学校・地域等との関係調整等）
③児童福祉施設におけるソーシャルワークと援助者としてのあるべき保育士像（援助の理念、援助者の資質等）
④今後の方向及び課題

授業の方法
授業は板書やテキスト、配布資料を活用しながら説明を行う。講義中、テーマを提示し思考・考察、小グループによる意見交換・討論、発表の場面を設定する。毎
回、講義開始時に前回の講義に関する質問事項や理解不足に対する点に対してフィードバックを行う。レポートについても解説によるフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
次回の講義でフィードバックを行うので、受講カードにその日の講義の理解についての記述を求める。子どもの健やかな成長とより良い育ち」を支援する保育士に
必要な事柄を理解するとともに、自らの将来のあるべき保育士像を構築しながら受講することを求める。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷

社会的養護と児童福祉の関
連性

社会的養護の制度や実施体
系等

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等

現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷につ
いて理解を深めることで、
社会的養護の現状と課題を
しっかりと捉えている。

現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷につ
いて理解を深めることで、
社会的養護の現状と課題を
ほぼ捉えている。

現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷につ
いて理解することで、社会
的養護の現状と課題をある
程度捉えている。

現代社会における社会的養
護の意義と歴史的変遷につ
いて、理解している。

社会的養護と児童福祉の関
連性について理解を深める
ことで、ソーシャルワーク
と保育の連関について理解
を深めている。

社会的養護と児童福祉の関
連性について理解を深める
ことで、ソーシャルワーク
と保育の連関についてほぼ
理解している。

社会的養護と児童福祉の関
連性について理解すること
で、ソーシャルワークと保
育の連関をある程度イメー
ジしている。

社会的養護と児童福祉の関
連性について、理解してい
る。

社会的養護と児童福祉の関
連性について、理解してい
ない。

社会的養護の制度や実施体
系等について理解を深める
ことで、社会的養護の現状
と課題をしっかりと捉えて
いる。

社会的養護の制度や実施体
系等について理解を深める
ことで、社会的養護の現状
と課題をほぼ捉えている。

社会的養護の制度や実施体
系等について理解すること
で、社会的養護の現状と課
題をある程度捉えている。

社会的養護の制度や実施体
系等について、理解してい
る。

社会的養護の制度や実施体
系等について、理解してい
ない。

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等に
ついて理解を深めることで
、児童福祉施設における援
助者としての保育士の役割
や援助のあり方について理
解を深めている。

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等に
ついて理解を深めることで
、児童福祉施設における援
助者としての保育士の役割
や援助のあり方についてほ
ぼ理解している。

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等に
ついて理解することで、児
童福祉施設における援助者
としての保育士の役割や援
助のあり方についてある程
度イメージしている。

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等に
ついて、理解している。

社会的養護における児童の
人権擁護及び自立支援等に
ついて、理解していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『ソーシャルワーカーのための養護原理研究探訪
－脱ケアワークと児童養護施設実践の新たな展

2020年

2

3

4

5

1 公益財団法人児童育成協会監修 中央法規出版 978-4-8058-5786-1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・基本保育シリーズ⑥「社会的養護Ⅰ」』 2019年

2

3

4

5

科目名称 社会的養護

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS123045（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員としての経験を活かし、施設養護の実際について講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス（シラバス確認）
現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷
（１）

社会的養護とは（９０分）

2
現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷
（２）
社会的養護の歴史的変遷

社会的養護の歴史的変遷（９０分） ノート整理、疑問点の解消（９０分）

児童家庭福祉とは（９０分）3 社会的養護と児童家庭福祉（１）
児童家庭福祉の一分野としての社会的養護 ノート整理、疑問点の解消（９０分）

ノート整理、疑問点の解消（９０分）児童の権利擁護とは（９０分）社会的養護と児童家庭福祉（２）
児童の権利擁護と社会的養護4

ノート整理、疑問点の解消（９０分）社会的養護の制度（９０分）社会的養護の制度と実施体系（１）
社会的養護の制度と法体系5

ノート整理、疑問点の解消（９０分）社会的養護の実施体系（９０分）社会的養護の制度と実施体系（２）
社会的養護の仕組みと実施体系6

ノート整理、疑問点の解消（９０分）家庭的養護と施設養護（９０分）社会的養護の制度と実施体系（３）
家庭的養護と施設養護7

ノート整理、疑問点の解消（９０分）社会的養護の専門職（９０分）社会的養護の制度と実施体系（４）
社会的養護の専門職・実施者8

ノート整理、疑問点の解消（９０分）施設養護の基本原理（９０分）施設養護の実際（１）
施設養護の基本原理9

10
施設養護の実際（２）
施設養護の実際－日常生活支援，治療的支援，自己
実現・自立支援等－

施設養護の実際（９０分） ノート整理、疑問点の解消（９０分）

ノート整理、疑問点の解消（９０分）施設養護とソーシャルワーク（９０分）施設養護の実際（３）
施設養護とソーシャルワーク11

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（９０分
）施設等の運営管理（９０分）社会的養護の現状と課題（１）

施設等の運営管理12

ノート整理、疑問点の解消、レポート作成（９０分
）倫理の確立（９０分）社会的養護の現状と課題（２）

倫理の確立13

ノート整理、疑問点の解消（９０分）被措置児童等の虐待防止（９０分）社会的養護の現状と課題（３）
被措置児童等の虐待防止14

ノート整理、疑問点の解消（９０分）地域福祉とは（９０分）社会的養護の現状と課題（４）
社会的養護と地域福祉、まとめ15

文献学習（９０分）文献学習（９０分）課題（レポート）対する解説を行いフィードバック
する16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理、疑問点の解消（９０分）

科目名称 社会的養護

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS123045（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設児童指導員としての経験を活かし、施設養護の実際について講義を行う。

基本情報

開講時期



定期テストの得点が６割未
満であった。
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ルーブリック

評価項目

1 安彦忠彦ほか 勁草書房 9784326251421

概要

履修目標
教職に必要な知識や技能のうち、教育の基本概念をはじめ、教育を成り立たせている要素と相互関係、教育及び学校の変遷、学校教育の諸分野に関する基礎的事項
を身に付けることができる。教職に必要な思考力・判断力・表現力等の能力及び主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を身に付けることができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
授業のテーマについて考え、根拠を示しながら自分の意見をまとめ、他者と意見交換をしたり発表したりすることができる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して思考・考察、意見交換、発表等
の一連の活動を行う。教育に関する内容は複数のテーマにかかわることが多いため、シラバスに示した学修内容を再構成し１５回の授業全体を通して学修を完結す
る形とする場合がある。このため、各授業の冒頭において、当該の授業内容とシラバス上の授業テーマとの関連を明示する。

授業の方法
各回のテーマに関してプレゼンテーションソフトウェア及びプリント等を使用して説明を行う。各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対
話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して、グループワークを中心として思考・考察、意見交換、発表等の一連の活動を行う。課題について
は、観点別の評価とコメントによりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
○思考・考察、討論・発表等の活動を行うので、積極的に参加すること。
〇講義の前後に行う学修課題を課しますので真剣に取り組むこと。
○プリント類は、ファイル等に綴って適切に管理し、学修に役立てること。
○欠席した場合は、クラウド上に格納したフォルダからプリント等を入手すること。
○講義中の私語・居眠り等は厳に慎むこと。
○講義中はスマートフォンをカバン等の中に格納すること。
※注意にもかかわらず、改善されない場合には、履修を認定しないことがあります。
○講義では演習を行うため、座席を指定します。
○講義開始のチャイム以降の入室は、すべて「遅刻」の扱いとします。
○講義開始時間までに用便を済ませておくこと。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能

思考の深さ

判断の適格性

表現の適切性

他の成員との協働性

定期テストで９割以上の得
点を上げた。

定期テストで８割以上の得
点を上げた。

定期テストで７割以上の得
点を上げた。

定期テストで６割以上の得
点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

与えられた思考テーマにつ
いて、既に学修した知識や
自らの経験等と関連させな
がら深く多面的に考え、根
拠を明らかにしながら、論
理的に自分の意見をまとめ
ている。

与えられた思考テーマにつ
いて多面的に考え、根拠を
示しながら論理的に自分の
意見をまとめている。

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめているが、根拠の記述
や論理性に課題がある

与えられた思考テーマにつ
いて考え、自分の意見をま
とめてはいるが、根拠の記
述や論理性が著しく欠けて
いる。

右の記述を高いレベルで実
現している。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味を的確にとらえ、期
待されるすべての論点に言
及している。各論点につい
て論理を明確にしながら自
分の意見をまとめている。

授業全体の流れの理解の下
に、与えられた思考テーマ
の意味をとらえているが、
期待されるすべての論点に
は言及していない。言及し
た論点について論理を明確
にしながら自分の意見をま
とめている。

与えられた思考テーマにつ
いて自分の意見をまとめて
はいるが、思考テーマの意
味のとらえに課題があり、
期待される論点に十分には
言及していない。

与えられた思考テーマにつ
いて記述しているが、思考
テーマの意味のとらえが不
十分であり、期待される論
点にほとんど言及していな
い。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員の意見の趣旨を的
確にとらえ、簡潔にまとめ
て記述している。誤字脱字
がなく、丁寧に書いている
。各欄の記述の分量が期待
される分量の９割を超えて
いる。

他の成員の意見の趣旨を簡
潔にまとめて記述している
。誤字脱字が少ない。各欄
の記述の分量が期待される
分量の７割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、その趣旨を十分
にまとめ切れていない。誤
字脱字が散見される。各欄
の記述の分量が期待される
分量の５割程度である。

他の成員の意見を記述して
はいるが、内容が極めて不
十分である。誤字脱字が多
くみられる。各欄の記述の
分量が期待される分量の３
割程度である。

他の成員との意見交換に渋
々参加している。他の成員
の意見の理解が極めて不十
分である。自分の感想等を
記述しているが、論点がず
れている。

右の記述を高いレベルで実
現している。

他の成員と積極的に意見交
換を行っている。他の成員
の意見を十分に理解し、自
分の感想等を記述している
。自分の意見と異なる他の
成員の意見に対して疑問点
や反論等を記述している。

他の成員と意見交換してい
るが特段積極性は見られな
い。他の成員の意見を理解
し、自分の感想等を記述し
ている。自分の意見と異な
る他の成員の意見に対して
の記述は見られない。

他の成員と意見交換してい
るが、消極的である。他の
成員の意見の理解に不十分
な面がある。自分の感想等
を記述してはいるが、表面
的なものにとどまっている
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『最新教育原理　改訂２版』 2010

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 教育原理

専門科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

デザインEDU241088、建築EDU314087、
経営EDU441103、スポマネEDU541114（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択（教職課

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育原理に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は、１２回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ ４０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明含む）
教育の目的と本質について 教職を目指す心構えを確認すること。（９０分）

2 教育と人間の成長・発達について 前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）3 社会の変動と教育について 本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分

）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）日本の教育（歴史と展開）について4

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）世界の教育（歴史と展開）について5

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）日本の教育制度と行政について6

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）主要国の学校制度と教育改革について7

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）学校と教師について8

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）教育の内容と教育課程について9

10 教育の方法と技術について 前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）道徳教育、特別活動の原理と方法について11

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）総合的な学習の時間の原理と方法について12

本時の学修内容をまとめて提出する。（９０分）前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）外国語活動の原理と方法について13

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）

生徒指導と教育相談・キャリア教育と進路指導につ
いて14

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

前時に示された課題についてレポートを提出するこ
と。（９０分）特別支援教育の原理と方法について15

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）前１５回の講義内容を復習すること。（９０分）70分の試験終了後，残りの20分で解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本時の学修内容をまとめて提出すること。（９０分
）

科目名称 教育原理

専門科目科目分類区分

西崎　毅（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

デザインEDU241088、建築EDU314087、
経営EDU441103、スポマネEDU541114（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館６階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西崎　毅 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

高等学校や教育行政における勤務経験を活かして教育原理に関連する諸事項を講義する。

基本情報

開講時期



食生活の意義や栄養に関す
る基本的知識を理解できな
い。

627－ －

ルーブリック

評価項目

1 上田玲子 ななみ書房 9784903355733

概要

履修目標
１．健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的知識を学ぶ。
２．子どもの発育・発達と食生活の関連について理解を深める。
３．食育の基本とその内容及び食育のための環境を地域社会・文化とのかかわりの中で理解する。
４．家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について学ぶ。
５．特別な配慮を要する子どもの食と栄養について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
小児期の栄養と食生活は生涯にわたる健康と生活の基礎であり小児期から成人にいたる一貫した食生活の意義を理解し，また，保育との関連の中で小児に適切な食
事が提供できることの意義と保育における食生活が心の健康にも影響すること，食生活が家族の健康や生活地域との密接な関係があること，食生活を通じて生活全
般や環境の望ましい姿を理解する。

授業全体の内容と概要
小児期の成長・発達は，最も著しい時期である。とくに小児期の栄養は，生涯を通じての健康の基盤を確立するためにも重要である。小児期の身体発育や運動機能
・精神的発達などを充分に理解し，適正な栄養のあり方を学び，実習を行う。

授業の方法
授業は板書を中心に、パワーポイントや視聴覚教材(DVD・ブルーレイ)も取り入れながら講義形式で行う。
調理実習も伴うので必要に応じでグループワークやグループ学習も実施し、その都度発生した疑問・質問などにはフィードバックとして解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
実習を含む科目（グループで実習）なので欠席は極力さけること。単位認定に必要となる出席回数は１１回以上とする。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能(理解力)

汎用的機能(思考力)

態度・志向性(意欲)

食生活の意義や栄養に関す
る基本的知識を十分に理解
できる。

食生活の意義や栄養に関す
る基本的知識を概ね理解で
きる。

食生活の意義や栄養に関す
る基本的知識を理解できる
。

食生活の意義や栄養に関す
る基本的知識を多少理解で
きる。

子どもの発育・発達と食生
活の関連について十分に理
解し深く考察できる。

子どもの発育・発達と食生
活の関連についてに理解し
概ね考察できる。

子どもの発育・発達と食生
活の関連について十分に理
解し考察できる。

子どもの発育・発達と食生
活の関連について十分に理
解し多少考察できる。

子どもの発育・発達と食生
活の関連について考察でき
ない。

授業を休まず出席している
。(16回)

授業を概ね休まず出席して
いる。(15回)

授業を休むことがあるが出
席している。(14～13回)

授業を休みがちだが出席し
ている。(12～11回)

評価前提条件を満たしてい
ない。(10～0回)

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『子どもの食生活　第３版 栄養・食育・保育』 ２０１８

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 子どもの食と栄養

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

EHS122084（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
定期試験，レポート，出席，その他（授業態度，平常点（活動状況，発表等）を上表の基準で評価する。単位認定に必要となる出席回数は１１回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

８０％ ５％ ０％ ０％ １０％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

628－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス及びシラバスの説明 子どもの食生活に関係した話題を調べる(９０分)

2 子どもの健康と食生活の意義－子どもの心身の健康
と食生活・子どもの食生活の現状と課題 教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０分)

教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)3 栄養に関する基本的知識(1)栄養の基本的概念と栄
養素の種類と機能

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)栄養に関する基本的知識(2)食事摂取基準と献立作

成・調理の基本4

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)子どもの発育・発達と食生活(1)乳児期の授乳・離

乳の意義と食生活5

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)子どもの発育・発達と食生活(2)幼児期の心身の発

達と食生活6

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)

教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(45９０
分)

子どもの発育・発達と食生活(3)学童期の心身の発
達と食生活・生涯発達と食生活7

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(45分)食育の基本と内容(1)食育における養護と教育の一
体性8

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)食育の基本と内容(2)食育の内容と計画及び評価・

食育のための環境9

10 食育の基本と内容(3)地域の関係機関や職員間の連
携・食生活指導及び食を通した保護者への支援 教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０分)

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)家庭や児童福祉施設における食事と栄養11

毎回授業後にノート整理を含めた復習を行う(９０
分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく事(９０分)特別な配慮を要する子どもの食と栄養12

うまく行かなかった点や反省点を次回に繋げる様考
える(９０分)

調理実習に必要な要件について調べておく事(９０
分)調理実習(1)13

調理実習についてレポートを作成する(９０分)調理実習に必要な要件について調べておく事(９０
分)調理実習(2)14

受講後の考察をレポートにまとめる(９０分)子どもの栄養について理解したことをまとめる
(９０分)まとめ15

試験のふりかえり（９０分）試験準備（９０分）定期試験実施
60分の試験終了後，残りの30分で解説を行います。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスの確認をする。毎回授業後にノート整理を
含めた復習を行う事(９０分)

科目名称 子どもの食と栄養

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

EHS122084（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

629－ －

ルーブリック

評価項目

1 教育実習を考える会編 蒼丘書林 9784915442117

概要

履修目標
（１）生徒の発達や学校生活の実態と理解
（２）学校環境（教職員組織、学級編成、施設設備等）の把握と理解
（３）教育課程の理解及び研究
（４）学習指導方法の理解及び研究
（５）特別活動、生徒指導、教育相談の実践及び研究
（６）学校・学級事務、ＰＴＡ活動、地域社会活動の実践及び研究
（７）教師としての勤務や研究活動の理解及び実践
　以上の項目を身に付けることができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．に対応する。

到達目標
中学校等での教育実習を経験することにより、教師として必要な最低限度の基礎的知識や技術を修得することができる。

授業全体の内容と概要
教育実習の現場で、指導教諭のもとで学習指導・生徒指導・学級経営・特別活動の指導・教材研究などに接し、教師として必要な基礎的知識や技術を修得すること
になる。また、課題となる実習項目も発見することができる。

授業の方法
中学校等での実践的な教育実習を経験することにより、教師として必要な教育課程の理解及び研究・学習指導方法の理解及び研究・特別活動・生徒始動など基礎的
知識や技術を修得する。教育実習後に提出する教育実習日誌とレポートついては、評価とコメントによりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席状況、受講態度の点で適格性を欠いていると判断された学生は、以後受講できなくなる場合があるので、真剣な取り組みを要する。

資格指定科目
教職課程（中学全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、しっかり
と実習日誌が完成されてい
る。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
が完成されている。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
がほぼ完成されている。

教育実習において、指導教
諭の指導のもと、実習日誌
が完成されていない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
がたいへん良い授業である
。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
が良い授業である。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われて、内容
がやや良い授業である。

研究授業において、教材研
究が詳細に行われれず、内
容が良い授業ではない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新編　教育実習の常識』 2000

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）
』

2 北海道私立大学教職課程研究連
絡協議会編

学術図書出版社 9784780607772『教育実習の手引（第７版）』 2019

3

4

5

科目名称 教育実習Ⅰ

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144177・EDU244108・EDU444121・
EDU544134（科目ナンバリング： ）

後期集中

全学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 4 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
中学校等で３週間以上（全授業時間１２０時間以上）の教育実習を行わなければならない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

630－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（90分）

2 実習校での教育実習（１）　授業参観（観察）① 授業参観の準備をしておくこと。（90分） 今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）

授業参観の準備をしておくこと。（90分）3 実習校での教育実習（２）　授業参観（観察）② 今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）

今回の授業参観をまとめておくこと。（90分）授業参観の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（3）　授業参観（観察）③4

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）
実習校での教育実習（４）
学級経営の参加①（ショート・ロングホームルーム
）

5

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（５）学級経営の参加②（生徒
指導）6

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（６）放課後の指導①（特別活
動）7

今回の教育指導をまとめておくこと。（90分）教育指導の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（７）放課後の指導②（特別活
動）8

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（８）　授業実習①9

10 実習校での教育実習（９）　授業実習② 教材研究の準備をしておくこと。（90分） 今回の授業をまとめておくこと。（90分）

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（10）　授業実習③11

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（11）　授業実習④12

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（12）　授業実習⑤13

今回の授業をまとめておくこと。（90分）教材研究の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（13）　授業実習⑥14

究授業の反省や課題をまとめておくこと。（90分）研究授業の準備をしておくこと。（90分）実習校での教育実習（１４）　研究授業15

指導教官等の意見等を集約しておくこと（90分）研究授業の反省や課題をまとめておくこと。（90分
）実習校での教育実習（１５）　研究授業の振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）

科目名称 教育実習Ⅰ

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144177・EDU244108・EDU444121・
EDU544134（科目ナンバリング： ）

後期集中

全学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 4 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



保育の全体構造について、
基礎的な知識の理解が難し
い。

631－ －

ルーブリック

評価項目

1 石川昭義・松川恵子 中央法規 9784805857946

概要

履修目標
この科目は、以下の４つを授業の目的とする。
１　保育所保育指針における「保育の目標」「育みたい資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と「保育の内容」の関連を理解する。
２　保育所保育指針の各章のつながり、保育の全体的な構造について理解する。
３　子どもの発達や生活を取り巻く社会的背景や歴史的変遷を踏まえ、保育の内容の基本的な考え方を、子どもの発達や実態に即した具体的な保育の過程につなげ
て理解する。
４　保育の多様な展開について具体的に理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育所保育指針をもとに保育の全体構造と保育内容について理解できる。保育の基本を踏まえた保育内容の展開と保育の多様な展開について理解できる。

授業全体の内容と概要
保育の全体構造と保育内容について学修する。保育の基本を踏まえた保育内容の展開及び保育の多様な展開について学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイント、グループ学習を取り入れ、意見を出し合う場を多く設定する。
リアクションペーパーを活用し、質問に対する返答等コメントしてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力判断力表現力等（知
っていること、できること
をどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

保育の全体構造について、
基礎的な知識を深く理解で
きる。

保育の全体構造について、
基礎的な知識をおおむね理
解できる。

保育の全体構造について、
基礎的な知識を理解できる
。

保育の全体構造について、
基礎的な知識をやや理解で
きる。

保育の基本を踏まえた保育
内容の展開について十分に
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容の展開についておおむ
ね考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容の展開について考察で
きる。

保育の基本を踏まえた保育
内容の展開についてやや考
察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容の展開について考察す
ることが難しい。

保育の多様な展開について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

保育の多様な展開について
理解したことをおおむね説
明できる。

保育の多様な展開について
理解したことを説明できる
。

保育の多様な展開について
理解したことをやや説明で
きる。

保育の多様な展開について
理解したことを説明するこ
とは難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新基本保育シリーズ保育内容総論』 2019

2

3

4

5

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

科目名称 保育内容総論

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS121086（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実務経験を活かし、保育の基本と保育内容との関連を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は６回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ３０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

632－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
保育所保育指針に基づく保育の全体構造と保育内容
の理解

保育指針内容を事前に読むこと（90分）。

2 保育の内容の歴史的変遷とその社会的背景 保育の歴史的変遷を事前学習しておく（90分）。２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

保育内容の基本を事前学習しておく（90分）。3 子どもの発達や生活に即した保育の内容の基本的な
考え方 １回目の課題を作成する（90分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。環境保育に関して事前学習しておく（90分）。保育の基本的な考え方①養護と教育が一体的な保育
、子どもの主体性、環境を通して行う保育4

２回目の課題を作成する（90分）。総合的保育に関して事前学習しておく（90分）。保育の基本的な考え方②生活や遊びによる総合的な
保育、個と集団の発達を踏まえた保育5

６回目の授業で理解した点を整理する（90分）。地域連携について事前学習しておく（90分）。保育の基本的な考え方③家庭・地域、小学校等との
連携を踏まえた保育6

３回目の課題を作成する（90分）。特別な保育の内容を事前学習しておく（90分）。長時間保育、特別な配慮を要する子どもの保育
多文化共生の保育、まとめ7

試験、課題の解説に基づき復習し整理する(90分)。講義内容を振り返り復習する(90分)。定期試験60分。試験終了後に解説を行う
提出された課題の総合評価をフィードバック8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 保育内容総論

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS121086（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実務経験を活かし、保育の基本と保育内容との関連を講義する。

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

633－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
（１）使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
（２）社会性や対人関係能力に関する事項
（３）生徒理解や学級経営等に関する事項
（４）教科等の指導力に関する事項　　
　以上の項目で、個々の不足している知識や技能を身につけることができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．に対応する。

到達目標
教員に求められる必要不可欠な資質能力、更に本学が揚げる教員養成理念に基づく必要な資質を身に付けることができる。

授業全体の内容と概要
大学４年間のそれぞれの学習内容、理解度を把握するための教職課程履修カルテ等に基づく担当教員の指導により、個々の能力・技能等の課題を理解し、その不足
している知識や技能等を補うため自己目標を設定し、課題解決に向け取り組みを行う。授業の内容は、教職課程の個々の科目の履修により修得した専門的知識・技
能を基に、教員としての使命感や責任感，教育的愛情等を持って、学級や教科を担当しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支障が生じることなく実践でき
る資質能力を養うため、教職経験者を含めた複数教員の協力方式による効果的な授業（ロールプレーイング・フィールドワーク・ワークショップ等）を展開する。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。教職に関する科目の担当複数教員を中心に実践的な授業（ロールプレーイング・フィール
ドワーク・ワークショップ等）を展開する。また、内容によって、教科に関する科目の担当教員や教職の現場経験者、更に地元教育委員会等の連携により授業を運
営する。また、学生は進んで学校ボランティア・学校サポーター等に参加して教育経験を得る。なお、課題として提出するレポート等ついては、評価とコメントに
よりフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席状況、受講態度の点で適格性を欠いていると判断された学生は、以後受講できなくなる場合があるので、真剣な取り組みを要する。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

グループ討議などで、自分
の意見を論理的まとめ、進
んで発表することができる
。

グループ討議などで、自分
の意見を論理的まとめ発表
することができる。

グループ討議などで、自分
の意見をやや論理的まとめ
発表することができる。

グループ討議などで、自分
の意見を論理的まとめ発表
することができていない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

学校サポーター・学校ボラ
ンティア・ＴＡなどに進ん
で参加し、「教育実習」に
おける課題解決学習の意義
を理解することができる。

学校サポーター・学校ボラ
ンティア・ＴＡなどに参加
し、「教育実習」における
課題解決学習の意義を理解
することができる。

学校サポーター・学校ボラ
ンティア・ＴＡなどに参加
し、「教育実習」における
課題解決学習の意義をやや
理解することができる。

学校サポーター・学校ボラ
ンティア・ＴＡなどに参加
し、「教育実習」における
課題解決学習の意義を理解
することができていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）
』

2 『高等学校学習指導要領解説　各教科編（最新版）』

3

4

5

科目名称 教職実践演習（中・

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144179・EDU244110・EDU344106・
EDU544136（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 課程必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業の参加態度、発表内容、レポート等を総合的に評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

634－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス（シラバスの説明、資料の配布、各授業
の到達目標の提示、学生個々の課題提示、学生の自
己目標設定）

事前にシラバスを読んでいること。（90分）

2
Ⅰ　使命感や責任感，教育的愛情等に関する事項
１．教職現場経験者（中学校・高等学校・特別支援
学校）による「理想の教師像」の講義

事前に講義内容のプリントを読んでおくこと（90分
）。 今回の授業をまとめておくこと。（90分）

グループ討議に参加できるよう準備をしておくこと
。（90分）3 ２．講義を参考にしたグループ討議「理想の教師像

・私の教師像について」 今回の授業をまとめておくこと。（90分）

今回の授業をまとめておくこと。（90分）事前に講義内容のプリントを読んでおくこと。（90
分）

Ⅱ　社会性や対人関係能力に関する事項
　１．「教育現場でのいじめや不登校，特別支援教
育等の現状と課題について」の講義

4

今回の授業をまとめておくこと。（90分）グループ討議に参加できるよう準備をしておくこと
。（90分）

２．講義を参考にしたグループ討議「課題解決に向
けての教師としてのアプローチについて5

今回の授業をまとめておくこと。（90分）ロールプレーイングについて学習しておくこと。　
　（90分）

３．場面に応じた教師としての話し方（挨拶・言葉
遣い等）及び日常的に発生する学級内の問題解決に
ついて

6

フィールドワークの内容をまとめておくこと。（90
分）フィールドワークの準備をしておくこと。（90分）　４．「地元学校における現地調査」＜フィールド

ワーク＞7

フィールドワークの内容をまとめておくこと。（90
分）フィールドワークの準備をしておくこと。（90分）　５．「福祉施設等における現地調査」＜フィール

ドワーク＞8

今回の授業をまとめておくこと。（90分）学級経営について、学習しておくこと。（90分）
Ⅲ　生徒理解や学級経営等に関する事項
　１．講演「生徒が所属感，効力感を感受する学級
経営について」（教育委員会指導主事又は地元学校

9

10 ２．講演を参考にした意見発表と集団討議「私の学
級経営方針について」

グループ討議に参加できるよう準備をしておくこと
。（90分） 今回の授業をまとめておくこと。（90分）

今回の授業をまとめておくこと。（90分）模擬授業の準備をしておくこと。（90分）
Ⅳ　教科等の指導力に関する事項
　１．教育実習経験を踏まえた授業設計と模擬授業
の実施

11

今回の授業をまとめておくこと。（90分）模擬授業の準備をしておくこと。（90分）２．教育実習経験を踏まえた授業設計と模擬授業の
実施12

今回の体験をまとめておくこと。（90分）参加準備をしておくこと。（90分）
Ⅴ 学生個々の課題解決の実施
　１．学校サポーター・学校ボランティア・ＴＡ等
の参加

13

今回の体験をまとめておくこと。（90分）参加準備をしておくこと。（90分）２．学校サポーター・学校ボランティア・ＴＡ等の
参加14

今回の体験をまとめておくこと。（90分）参加準備をしておくこと。（90分）３．学校サポーター・学校ボランティア・ＴＡ等の
参加15

今回の授業をまとめておくこと。（90分）まとめの準備をしておくこと。（90分）まとめ（レポート課題等）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）

科目名称 教職実践演習（中・

自由科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）
、渡部　斎（社会福祉学科・教

授業担当者（所
属・職名）

EDU144179・EDU244110・EDU344106・
EDU544136（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



障害児保育Ⅰについて、理
解が不十分である。

635－ －

ルーブリック

評価項目

1 水田和江・増田貴人編著 学文社 978-4-7620-2451-1

概要

履修目標
共生社会の創造のために以下の５つの観点で幅広い教養を身に付ける
１．障害児保育を支える理念や歴史的変遷について学び，障害児及びその保育について理解する。
２．様々な障害について理解し，子どもの理解や援助の方法，環境構成等について学ぶ。
３．障害のある子どもの保育の計画を作成し，個別支援及び他の子どもとのかかわりのなかで育ち合う保育実践について理解を深める。
４．障害のある子どもの保護者への支援や関係機関との連携について理解する。
５．障害のある子どもの保育にかかわる保健・医療・福祉・教育等の現状と課題について理解する

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
障害児保育を支える理念，障害の理解と保育における発達の援助，障害児保育の実際，家庭及び関係機関と
の連携，障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題について具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
障害児保育を支える理念，障害の理解と保育における発達の援助，障害児保育の実際，家庭及び関係機関との連携，障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題
について学修する。

授業の方法
教科書の輪読、パワーポイント及び配布資料で講義形式とし、教科書の内容の確認、ロールプレイや質疑応答の時間を設けるなどで基礎知識の定着を図る。また、
DVD で具体的な実践場面を視聴し内容をレポートにまとめ知識の伸展を図る。

アクティブラーニングの実施方法

　○ プレゼンテーション

模擬授業

　○ ディスカッション

　○ グループワーク

　○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
具体的な指導場面の指導事例を元に、ロールプレイで体感したり、障害児保育にかかわる実践事例のVTR 教材を視聴した後に事例に基づいたレポート作成を求める
ので、授業を欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

障害児保育Ⅰの理解

障害児保育Ⅰの思考・判断
・表現

授業への参加態度・姿勢

障害児保育Ⅰについて、学
修した知識・技能を基盤に
、さらに学修を深めようと
することができた。

障害児保育Ⅰについて、必
要な知識・技能を理解する
ことができた。

障害児保育Ⅰについて、一
定程度の理解ができた。

障害児保育Ⅰについて、一
部理解することがができた
が、さらに学修が必要であ
る。

障害児保育Ⅰについて、積
極的に思考・判断し、自ら
表現を工夫して活動するこ
とができた。

障害児保育Ⅰについて、思
考・判断し、自ら表現する
ことができた。

障害児保育Ⅰについて、思
考活動に取り組み表現しよ
うとすることができた。

障害児保育Ⅰについて、思
考しようとする様子は見ら
れるが、さらに努力を必要
とする。

障害児保育Ⅰにかかわる思
考・判断・表現について必
要な取り組みができなかっ
た。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業への関心の低さが見ら
れた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新障害のある子どもの保育実践』 2014年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 障害児保育Ⅰ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122101（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（障害児保育）について指導する
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

636－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスのガイダンス及び障害児保育を支える理念
－「障害」の概念と障害児保育の歴史的変遷，障害
児保育の基本

シラバスを確認しておくこと （90分）

2 障害の理解と保育における発達の援助（１）肢体不
自由児，視覚・聴覚障害児等の理解と援助

教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）

教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分）3 障害の理解と保育における発達の援助（２）知的障

害児の理解と援助 配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分）

障害の理解と保育における発達の援助（３）発達障
害児の理解と援助①（ADHD－注意欠陥多動性障害
，LD－学習障害等）

4

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分）

障害の理解と保育における発達の援助（４）発達障
害児の理解と援助②（PDD、自閉症スペクトラム等
）

5

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分）

障害児保育の実際（１）保育課程に基づく指導計画
の作成と記録及び評価6

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「保育実践の基礎知識」を事前に読んでお
くこと（90分）

障害児保育の実際（２）個々の発達を促す生活や遊
びの環境7

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「保育実践の基礎知識」を事前に読んでお
くこと（90分）

障害児保育の実際（３）子ども同士のかかわりと育
ち合い8

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「障害のある子どもの保育の実際」を事前
に読んでおくこと （90分）障害児保育の実際（４）職員間の協働9

10 家庭及び関係機関との連携（１）保護者や家族に対
する理解と支援

教科書の「家族への支援と保育者の役割」を事前に
読んでおくこと （90分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「施設・専門機関の地域ネットワーク」を
事前に読んでおくこと （90 分）

家庭及び関係機関との連携（２）地域の専門機関等
との連携及び個別の支援計画の作成11

配付資料に基づき復習しておくこと（90 分）教科書の「施設・専門機関の地域ネットワーク」を
事前に読んでおくこと （90 分）家庭及び関係機関との連携（３）小学校等との連携12

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「障害のある子どもの保育の今後の課題」
を事前に読んでおくこと （90分）

障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題
（１）保健・医療における現状と課題13

ＤＶＤ視聴時のメモを元に整理すること （90 分）配布した資料を事前に読んでおくこと（90分）
障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題
（２）福祉・教育における現状と課題の概要、
ＤＶＤの視聴

14

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「障害のある子どもの保育の今後の課題」
を事前に読んでおくこと （90分）

障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題
（２）福祉・教育における現状と課題15

試験の結果を見直す(90分)指定した教科書や講義内容について整理しておくこ
と(90 分)

定期試験（60 分の試験終了後、残り30 分で解説す
る。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

「障害」についての概念を確認する （90分）

科目名称 障害児保育Ⅰ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122101（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（障害児保育）について指導する
。

基本情報

開講時期



助言しても実施できない。

637－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
1．子どもの保健の意義と健康状態の評価について学び、健康増進及び心身の発育・発達を促す環境や
　　保健活動を理解する。
2．子どもの疾病と病児の状態把握の方法、その予防及び救急時の対応について学ぶ。
3．事故防止、安全管理について具体的に学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と４．に対応する。

到達目標
子どもの保健の意義を理解し、健康状態の評価方法として計測ができる。
子どもの疾病と病児の状態把握の方法・対応について説明できる。
安全管理のための保健活動を討議・発表できる。

授業全体の内容と概要
子どもの保健における保健活動の計画及び評価、保健と環境、心とからだの健康問題と地域保健活動について理解を深める。さらに、子どもの健康状態の把握の方
法や疾病と適切な対応、事故防止及び健康・安全管理の支援方法について具体的に学ぶ。

授業の方法
講義と実習形式。参考図書や配布資料を活用。実施前に基本学習事項、事前課題への取り組み方を提示する。
テーマについて説明後、グループワークや課題解決学習の発表・実施、その後レポート提出（2回）を行う。その都度、コメントを返す。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

こどもの健康状態の評価

子どもの疾病と状態把握の
方法・対応

安全管理のための保健活動

健康状態の評価方法を調べ
、計測を正しく実施できた
。

健康状態の評価方法を調べ
、計測を概ね実施できた。

健康状態の評価方法を調べ
、計測を部分的に実施でき
た。

健康状態の評価の計測を助
言により実施できた。

子どもの疾病と病児の状態
把握の方法・対応について
詳しく説明できた。

子どもの疾病と病児の状態
把握の方法・対応について
概ね説明できた。

子どもの疾病と病児の状態
把握の方法・対応について
部分的に説明できた。

病児の状態把握の方法・対
応について助言により説明
できた。

助言しても説明できない。

安全管理のための保健活動
を振り返り、グループ討議
に積極的に参加しよい発表
ができた。

安全管理のための保健活動
を振り返り、グループ討議
・発表を概ねできた。

安全管理のための保健活動
について部分的に討議・発
表できた。

安全管理のための保健活動
について助言により発表で
きた。

助言しても発表できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『指定はしないが授業の中で随時案内する』

2

3

4

5

1 坂田　尭 日本小児医事出版
社

978-4889241105

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「乳幼児保育指針」』 2018

2 佐藤益子・中根淳子編著 ななみ書房 9784903355627『子どもの保健Ⅰ』 2017

3

4

5

科目名称 子どもの保健Ⅱ

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの発達状態や健康状態の把握の方法について演
習する。また、子どもが育つ環境つくりや子ども自身で心身健康で安全な生活をつくりだせ
るような支援方法を考える。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は６回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ４０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

638－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス、シラバス説明
子どもの健康と保健の意義１

履修を終えている「子どもの保健Ⅰ」の概要を理解
しておく（90分）

2 子どもの健康と保健の意義２
保健活動の計画及び評価

文献の「子どもの保健の意義」について事前に読ん
でおく（90分）

当日授業や討議で行った課題について調べ、レポー
ト作成する（90分）

発表・実施準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）3 子どもの健康と保健の意義３

子どもの健康状態の評価　計測・測定
返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し整理しておく（90分）

授業で行った課題について調べておく（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）子どもの疾病と適切な対応
病児の状態把握の方法と対応4

当日授業や討議で行った課題について調べ、レポー
ト作成する（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）事故防止及び健康安全管理１

子どもの保健と環境5

返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し追加修正しておく（90分）

討議・発表準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）

事故防止及び健康安全管理２
子どもの事故、危機回避と体つくり6

授業で行った課題について調べておく（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）心とからだの健康問題と地域保健活動7

子どもの保健の課題に今後も取り組んでいく（90分
）

これまで授業で行ったことを振り返り準備してくる
（90分）

提出レポート・課題について解説、フィードバック
し総括します。8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

当日の授業で行ったことをノートにまとめておく
（90分）

科目名称 子どもの保健Ⅱ

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの発達状態や健康状態の把握の方法について演
習する。また、子どもが育つ環境つくりや子ども自身で心身健康で安全な生活をつくりだせ
るような支援方法を考える。

基本情報

開講時期



障害児保育Ⅱについて、理
解が不十分である。

639－ －

ルーブリック

評価項目

1 七木田敦編著 保育出版社 978-4-938795-62-7

概要

履修目標
障害のある子どもの保育に携わる保育士に必要なさまざまな援助技能を，シミュレーション学習をとおして習得するとともに，子ども１人ひとりの発達課題と生活
課題を明らかにすることによって保育場面で援助技能を適切に活用して援助することを理解できるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
障害のあるなしにとらわれない視点から保育実践を行うことのできる保育士になるために，必要な知識・技術について具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
統合保育場面や家族支援の事例に基づき，ロールプレイ等のシミュレーション学習を通して，遊びや対人関
係の援助，日常生活動作等に関する具体的な保育技術，保育計画の立案や面接・記録の技法の実際を学び，保育士としての心構えを取得する。

授業の方法
教科書の輪読、パワーポイント及び配布資料で教科書の内容を確認、ロールプレイや質疑応答の時間を設けるなどで基礎知識の定着をはかる。また、DVD で具体的
な実践場面を視聴し内容をレポートにまとめ知識の伸展を図る。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
具体的な指導場面の指導事例を元に、ロールプレイで体感したり、障害児保育にかかわる実践事例のVTR 教材を視聴した後に、事例に基づいたレポート作成を求め
るので、授業を欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

障害児保育Ⅱの理解

障害児保育Ⅱの思考・判断
・表現

授業への参加態度・姿勢

障害児保育Ⅱについて、学
修した知識・技能を基盤に
、さらに学修を深めようと
することができた。

障害児保育Ⅱについて、必
要な知識・技能を理解する
ことができた。

障害児保育Ⅱについて、一
定程度の理解ができた。

障害児保育Ⅱについて、一
部理解することがができた
が、さらに学修が必要であ
る。

障害児保育Ⅱについて、積
極的に思考・判断し、自ら
表現を工夫して活動するこ
とができた。

障害児保育Ⅱについて、思
考・判断し、自ら表現する
ことができた。

障害児保育Ⅱについて、思
考活動に取り組み表現しよ
うとすることができた。

障害児保育Ⅱについて、思
考しようとする様子は見ら
れるが、さらに努力を必要
とする。

障害児保育Ⅱにかかわる思
考・判断・表現について必
要な取り組みができなかっ
た。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業への関心の低さが見ら
れた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実践事例に基づく障害児保育』 2011年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 障害児保育Ⅱ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123102（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（障害児保育全般と発達障害）に
ついて指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ １０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

640－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び障害児保育の概要 シラバスを確認しておくこと （90分）

2 保育場面の事例を通して学ぶ①（アセスメント）
教科書の「障害のある子どもの保育とは」を
事前に読んでおくこと
（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

教科書の「特別支援
教育と保育」を事前に読んでおくこと（90分）3 保育場面の事例を通して学ぶ②（保育計画の立案） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「特別支援
教育と保育」を事前に読んでおくこと（90分）

保育場面の事例を通して学ぶ③（保育計画の立案
２）4

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）
教科書の「かかわりの
基本・ていねいなかかわり」を事前に読んでおくこ
と（90分）

保育場面の事例を通して学ぶ④（ロールプレイ 個
別援助）5

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）
教科書の「学習に障
害のある子どもの保育」を事前に読んでおくこと
（90分）

保育場面の事例を通して学ぶ⑤（ロールプレイ 集
団援助）6

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「家庭との
連携」を事前に読んでおくこと（90分）家族支援の事例を通して学ぶ①（アセスメント）7

配付資料に基づき復習して
おくこと（90分）

教科書の「家庭との
連携」を事前に読んでおくこと（90分）

家族支援の事例を通して学ぶ②（面接場面のロール
プレイ）8

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「家庭との
連携」を事前に読んでおくこと（90分）

家族支援の事例を通して学ぶ③（保護者会運営のロ
ールプレイ）9

10 スーパービジョンとチームワーク①（所内ケース検
討会議のロールプレイ）

教科書の「保育所・
幼稚園の支援について」を事前に読んでおくこと
（90分）

配付資料に基づき復習して
おくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）
教科書の「保育所・
幼稚園の支援について」を事前に読んでおくこと
（90分）

スーパービジョンとチームワーク②（所内ケース検
討会議のロールプレイ）11

ＤＶＤ視聴時のメモを元に整理する。（90分）配布した資料を事前に読んでおくこと（90分）ＤＶＤの視聴及びレポートの作成12

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料を事前に読んでおくこと（90分）他機関連携の事例を通して学ぶ②（児童相談所・保
健所）13

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料を事前に読んでおくこと（90分）他機関連携の事例を通して学ぶ③（早期療育システ
ム）14

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料を事前に読んでおくこと（90分）障害児保育にかかわる保育士の資質について総合的
に検討する。15

試験の結果を見直す(90分)指定した教科書や講義内容について整理しておくこ
と(90 分)

定期試験（60 分の試験終了後、残り30 分で解説す
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスに基づいて、授業内容に見通しを立てる
（90分）

科目名称 障害児保育Ⅱ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123102（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（障害児保育全般と発達障害）に
ついて指導する。

基本情報

開講時期



保育の専門的知識について
理解していない。

641－ －

ルーブリック

評価項目

1 石橋裕子・林 幸範　編著 同文書院 9784810314755

概要

履修目標
１．保育実習の意義と目的を理解する。
２．実習実習の内容を理解し，自らの課題を明確にする。
３．実習施設における子どもの人権と最善の利益の考慮，プライバシーの保護と守秘義務等について理解する。
４．児童憲章について理解を深める。
５．実習の計画，実践，観察，記録，評価の方法や内容について具体的に理解する。
６．実習の事後指導を通して，実習の総括と自己評価を行い，新たな課題や学習目標を明確にする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
実習の意義，実習の内容と課題の明確化，実習に際しての留意事項，実習の計画と記録について理解する。

授業全体の内容と概要
実習の意義，実習の内容と課題の明確化，実習に際しての留意事項，実習の計画と記録について学修する。

授業の方法
授業はパワーポイントや視聴覚教材(DVD・ブルーレイ)も取り入れながら演習形式で行う。実習の事前指導及び事後指導も含まれるので必要に応じでグループワーク
やグループ学習も実施し、その都度発生した疑問・質問などにはフィードバックとして解説を行い，実習終了後は報告会を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「各授業回数における学習内容」に記載の「準備学習」「事後学習」を参照する事。
正当な理由なき遅刻，欠席は実習をとりやめにする。保育者の資質に欠ける者は，実習をとりやめとする。実習終了後の書類提出の期日を守らない場合は評価（単
位認定）しない。実習全体のまとめと今後の課題を明確にするためのレポート提出を１回課す。なお，詳細（レポート課題・提出方法等）は授業時間に指示する。
また保育実習履修要件として次の科目を取得している事を原則とする。
①児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度②相談援助演習Ⅰ・Ⅱ　③相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ④保育内容演習Ⅰ　⑤保育内容演習Ⅰ

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能(何を知ってい
るか，何が出来るか)

思考力・判断力・表現力等
(知っていること，できる
ことをどう使うか)

主体的に取り組む態度(ど
のように関わるか)

パフォーマンス(知識，ス
キルを使いこなす活用，応
用)

保育の専門的知識について
十分理解している。

保育の専門的知識について
概ね理解している。

保育の専門的知識について
理解している。

保育の専門的知識について
多少は理解している。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について十分に
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について概ね考
察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について考察で
きる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について多少は
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について考察で
きない。

保育実習による総合的な学
びを，記録で十分に表すこ
とができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で概ね表すこと
ができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で多少は表すこ
とができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きない。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に積極的に取
り組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に概ね取り組
むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に多少は取り
組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新訂　知りたいときにすぐわかる幼稚園・保育
所・児童福祉施設等実習ガイド　第二版』

２０１８年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実習の手引き』

2 『学内テキスト』

3

4

5

科目名称 保育実習指導Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授） 　
湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS122105（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在
１号館２階（吉江）　１号館３

階（湯浅）

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育士として保育園での勤務経験があり、その経験を生かして保育実習に向けた指導を行う
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業回数の３分の２（前期１１回・後期１１回）以上の出席がなければ成績評価の対象としない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ １０％ ０％ １０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 保育所実習の目的について考え，教科書の学習内容
部分を数回読んでおく(45分)

2 保育所実習の意義(1)実習の目的 教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)ノート整理を含めた復習を行う(45分)

教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)3 保育所実習の意義(2)実習の概要 ノート整理を含めた復習を行う(45分)

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習の内容と課題の明確化(1)実習の内容4

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習の内容と課題の明確化(2)実習の課題5

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習に際しての留意事項(1)子どもの人権と
最善の利益の考慮6

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習に際しての留意事項(2)プライバシーの
保護と守秘義務7

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習に際しての留意事項(3)実習生としての
心構え8

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習の計画と記録(1)指導計画の作成9

10 保育所実習の計画と記録(2)指導計画の実践 教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)ノート整理を含めた復習を行う(45分)

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習の計画と記録(3)指導計画の改善11

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習の計画と記録(4)実習における記録及び
評価12

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)事後指導における実習の総括と課題の明確化(1)保
育所実習の総括と自己評価13

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)事後指導における実習の総括と課題の明確化(2)課
題の明確化14

保育所実習報告会のまとめと反省を行う
(45分)保育所実習報告会の資料を作成する(45分)保育所実習報告会15

施設実習の目的について考える(45分)保育所実習のまとめと振り返りの準備をする(45分)保育所実習のまとめと振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 オリエンテーション 教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)ノート整理を含めた復習を行う(45分)

18 施設実習の意義(1)実習の目的 教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)ノート整理を含めた復習を行う(45分)

教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)19 施設実習の意義(2)実習の概要 ノート整理を含めた復習を行う(45分)

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習の内容と課題の明確化(1)実習の内容20

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習の内容と課題の明確化(2)実習の課題21

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習に際しての留意事項(1)子どもの人権と最
善の利益の考慮22

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)保育所実習に際しての留意事項(2)プライバシーの
保護と守秘義務23

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習に際しての留意事項(3)実習生としての心
構え24

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習の計画と記録(1)指導計画の作成25

26 施設実習の計画と記録(2)指導計画の実践 教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)ノート整理を含めた復習を行う(45分)

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習の計画と記録(3)指導計画の改善27

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)施設実習の計画と記録(4)実習における記録及び評
価28

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)事後指導における実習の総括と課題の明確化(1)保
育所実習の総括と自己評価29

ノート整理を含めた復習を行う(45分)教科書の学習内容部分を数回読んでおく(45分)事後指導における実習の総括と課題の明確化(2)課
題の明確化30

施設実習報告会のまとめと反省を行う
(45分)施設実習報告会の資料を作成する(45分)施設実習報告会31

施設実習について振り返り考察する(45分)施設実習のまとめと振り返りに向けて準備をする
(45分)施設実習のまとめと振り返り32

ノート整理を含めた復習を行う(45分)

科目名称 保育実習指導Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授） 　
湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS122105（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在
１号館２階（吉江）　１号館３

階（湯浅）

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育士として保育園での勤務経験があり、その経験を生かして保育実習に向けた指導を行う
。

基本情報

開講時期



講義で説明した研究者の家
族論、家族福祉論を一つも
説明できない、

643－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
・家族社会学における家族の定義を理解する。
・家族機能について理解し、子育てにおける家族機能回復の方法について理解する。
・問題を抱えた家族と地域資源とのネットワークについて理解し、ネットワークがスムーズに機能する要因について理解する。
・家族療法について理解し、家族ソーシャルワークとの違いと双方の重要性について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
家族支援の意義と役割、家庭生活を取り巻く社会的状況、子育て家庭への支援体制、家族形態の多様化と、それに対応した支援方法を学習し、学生各自の身近な地
域社会における家庭支援の方法を模索し、現状に即した支援方法を考察し、構築する。

授業全体の内容と概要
家族についての概念、家族変動、現代家族の課題など、家族社会学の基本的概念を学習したうえで、子育て支援ネットワークの事例及び家族システム理論について
講義を行う。

授業の方法
各時間ごとに、教員が講義プリントを配布し、それに基づいて講義を行う。講義プリントを教員が説明し、重要事項を黒板に板書する。課題等は特に設定しないが
、乳幼児保育について復習することが望ましい。学生の要望には可能な限り対応するが、教育上好ましくないと思われる要望には応えられない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

◯ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

◯ 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的な参加を望む。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

家族社会学における家族の
定義の理解

家族機能の重要性の理解。

地域社会における子育て支
援・虐待防止のためのネッ
トワーク構築に必要な要因
の理解。

森岡清美、山根常夫、岡村
重夫、黒川昭登、野々山久
也の家族論、家族福祉論を
全て言語で説明できる。

森岡清美、山根常夫、岡村
重夫、野々山久也の家族論
、家族福祉論を言語で説明
できる。

森岡清美、岡村重夫、野々
山久也の家族論、家族福祉
論を言語で説明できる。

森岡清美、野々山久也の家
族論、家族福祉論を言語で
説明できる。

バージェス、マードック、
オグバーン、ベル、パーソ
ンズの家族機能論を説明で
き、併せて森岡清美の家族
機能論との関連を説明でき
る。

バージェス、マードック、
パーソンズの家族機能論を
説明でき、併せて森岡清美
の家族機能論との関連を説
明できる

家族機能縮小論、拡大論、
個人化論の違いを説明でき
、併せて森岡清美の家族機
能論との関連を説明できる
。

森岡清美の家族機能論を言
語で説明できる。

左記の研究者の機能論を一
つも説明できない。

ネットワーク構築及びスム
ーズに機能する要件を理解
し、併せて講義で引用した
事例を用いて説明でき、ま
た事例を作ることができる
。

ネットワーク構築及びスム
ーズに機能する要件を理解
し、併せて講義で引用した
事例を用いて説明できる。

ネットワーク構築及びスム
ーズに機能する要因を説明
できる。

講義中に用いた事例の中の
ネットワーク構築及びスム
ーズに機能する要因を説明
できる。

ネットワーク構築の及びス
ムーズに機能する要因を説
明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 家族支援論

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席回数10回をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

644－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　シラバスの説明 乳児保育復習（90分）

2 家族支援の意義と役割１家族の意義と機能 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの読み込み（90分）

前回プリントの読み込み（90分）3 家族支援の意義と役割２家族支援の必要性 配布プリントの読み込み（90分）

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族支援の意義と役割３保育士が行う家族支援の原
理4

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況１現代社会における
人間関係の変化5

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況２地域社会の変容と
家族支援6

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況３男女共同参画社会
とワークライフバランス7

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）子育て家族への支援体制１子育て家族の福祉を図る
ための社会資源8

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）子育て家族への支援体制２子育て支援施設・次世代
育成支援施設の推進9

10 多様な支援の展開と関係機関との連携１子育て支援
サービスの概要 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの読み込み（90分）

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携２保育所入所
児童の家庭への支援11

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携３地域の子育
て家族への支援12

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携４要保護児童
及びその家族に関する支援13

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携５子育て支援
における関係機関との連携14

講義全体の総復習（2時間）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携６子育て支援
サービスの課題15

自己総括（90分）講義全体の総復習（2時間定期試験（６０分試験終了後３０分解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布プリントの読み込み（90分）

科目名称 家族支援論

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



保育実習の総合的な学びの
意義について理解すること
が難しい。

645－ －

ルーブリック

評価項目

1 学内テキスト

概要

履修目標
この科目は、以下の５つを授業の目的とする。
１．保育実習の意義と目的を理解し，保育について総合的に学ぶ。
２．実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ，保育実践力を培う。
３．保育の観察，記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して学ぶ。
４．保育士の専門性と職業倫理について理解する。
５．実習の事後指導を通して，実習の総括と自己評価を行い，保育に対する課題や認識を明確にする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業倫理について理解し、具体的に述べる。

授業全体の内容と概要
保育実習Ⅱ（保育所実習）の履修者に対して指導を行う。保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業
倫理について学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイント、グループ学習を取り入れ、意見を出し合う場を多く設定する。
また、模擬保育を取り入れ、お互いを評価しあう時間を設定する。
提出されたレポートにはコメントをつけてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

○ 模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
正当な理由なき遅刻，欠席は実習をとりやめにする。保育者の資質に欠ける者は，実習をとりやめとする。実習終了後の書類提出の期日を守らない場合は評価（単
位認定）しない。その他実習全体のまとめと今後の課題を明確にするためレポート提出を１回課す。なお，詳細（レポート課題・提出方法等）は授業時間に指示す
る。保育実習Ⅱを選択した場合は、必ず保育実習指導Ⅱを選択すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

パフォーマンス（知識、ス
キルを使いこなす活用、応
用）

保育実習の総合的な学びの
意義について深く理解でき
る。

保育実習の総合的な学びの
意義についておおむね理解
できる。

保育実習の総合的な学びの
意義について理解できる。

保育実習の総合的な学びの
意義について多少理解でき
る。

保育実習の総合的な学びと
実践力について十分に考察
できる。

保育実習の総合的な学びと
実践力についておおむね考
察できる。

保育実習の総合的な学びと
実践力について考察できる
。

保育実習の総合的な学びと
実践力について多少考察で
きる。

保育実習の総合的な学びと
実践力について考察するこ
とが難しい。

保育実習の意義や実践力を
身につけることの重要性を
わかりやすく説明できる。

保育実習の意義や実践力を
身につけることの重要性を
おおむね説明できる。

保育実習の意義や実践力を
身につけることの重要性を
説明できる。

保育実習の意義や実践力を
身につけることの重要性を
多少説明できる。

保育実習の意義や実践力を
身につけることの重要性を
説明することが難しい。

自己を向上させるために学
修した内容をまとめ、プレ
ゼンテーションによって具
体的に報告できる。

自己を向上させるために学
修した内容をまとめ、プレ
ゼンテーションによってお
おむね報告できる。

自己を向上させるために学
修した内容をまとめ、プレ
ゼンテーションによって報
告できる。

自己を向上させるために学
修した内容をまとめ、プレ
ゼンテーションによって多
少報告できる。

自己を向上させるために学
修した内容をまとめ、プレ
ゼンテーション報告するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実習の手引き』

2 石橋裕子・林幸範 同文書院 9784810314755『新訂しりたいときにすぐわかる幼稚園・保育所
・児童福祉施設等実習ガイド』

2020

3

4

5

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

科目名称 保育実習指導Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123106（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 1号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実習指導の経験を活かし、実習の事前事後指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ２０％ ０％ ６０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

646－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション 指定した教科書を事前に読むこと（45分）。

2 事前指導①　保育実習Ⅰのふりかえり 保育実習Ⅰの記録を読み返しておく（45分）。 ２回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

実習の手引きについて事前学習しておく（45分）。3 事前指導②　保育実習Ⅱの目的・内容・方法 ３回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

授業終了時に示す課題を作成する（45分）。保育実習Ⅰの課題を省察する（4５分）。事前指導③　実習課題の設定4

５回目の授業で理解した点を整理する（45分）。２年次履修「保育課程論」を読み返しておく（45分
）。事前指導④　指導計画の立案について5

６回目の授業で理解した点を整理する（45分）。教科書の「実習の準備」を事前学習しておく（45分
）。

保育実習による総合的な学び（１）子どもの最善の
利益を考慮した保育の具体的理解6

７回目の授業で理解した点を整理する（45分）。教科書の「保育実技」を事前学習しておく（45分）
。

保育実習による総合的な学び（２）子どもの保育と
保護者支援7

８回目の授業で理解した点を整理する（45分）。教科書の「保育実技」を事前学習しておく（45分）
。

保育実践力の育成（１）子どもの状態に応じた適切
なかかわり8

９回目の授業で理解した点を整理する（45分）。教科書の「保育実技」を事前学習する（45分）。保育実践力の育成（２）保育の表現技術を生かした
保育実践9

10 保育実践力の育成（３）未満児・以上児における指
導案の作成と事前準備

乳児及び未満児対応について事前学習する（45分）
。 １０回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

１１回目の授業で理解した点を整理する（45分）。教科書の「記録」を事前学習しておく（45分）。計画と観察，記録，自己評価（１）保育の全体計画
に基づく具体的な計画と実践11

１２回目の授業で理解した点を整理する（45分）。実習記録用紙書式をよく確認しておく（45分）。計画と観察，記録，自己評価（２）保育の観察，記
録，自己評価に基づく保育の改善12

１３回目の授業で理解した点を整理する（45分）。実習のまとめ・報告準備を進める（45分）。事後指導①　保育園における保育士の職務13

報告会の自己評価をする（45分）。報告会の準備、練習をしておく（45分）。事後指導②　実習報告会の実施14

授業の目的の達成度を自己評価する（45分）。実習で学んだ事、課題を整理しておく（45分）。事後指導③　実習の総括と今後への課題15

課題の解説に基づき復習し整理する(45分)。実習内容を振り返り課題抽出(45分)。提出レポート、課題の解説とフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

科目名称 保育実習指導Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123106（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 1号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実習指導の経験を活かし、実習の事前事後指導を行う。

基本情報

開講時期



児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て理解していない

647－ －

ルーブリック

評価項目

1 石橋裕子・林幸範 同文書院 9784810314755

概要

履修目標
１．保育実習の意義と目的を理解し，保育について総合的に学ぶ。
２．実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ，保育実践力を培う。
３．保育の観察，記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して学ぶ。
４．保育士の専門性と職業倫理について理解する。
５．実習の事後指導を通して，実習の総括と自己評価を行い，保育に対する課題や認識を明確にする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業倫理について理解する。

授業全体の内容と概要
保育実習Ⅲ（施設実習）の履修者に対して指導を行う。保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業倫
理について学修する。

授業の方法
授業はパワーポイントや視聴覚教材(DVD・ブルーレイ)も取り入れながら演習形式で行う。実習の事前指導及び事後指導も含まれるので必要に応じでグループワーク
やグループ学習も実施し、その都度発生した疑問・質問などにはフィードバックとして解説を行い，実習終了後は報告会を実施する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「各授業回数における学習内容」に記載の「準備学習」「事後学習」を参照する事。１０回以上の出席がなければ，成績評価の対象としない。正当な理由なき遅刻
，欠席は実習をとりやめにする。保育者の資質に欠ける者は，実習をとりやめとする。実習終了後の書類提出の期日を守らない場合は評価（単位認定）しない。保
育実習実施後，原稿用紙（４００字）約３枚程度のレポート提出を１回課す。その他実習全体のまとめと今後の課題を明確にするため原稿用紙（４００字）約４枚
程度のレポート提出を１回課す。なお，詳細（レポート課題・提出方法等）は授業時間に指示する。「保育実習指導Ⅲ」は，保育士資格を取得するための必修科目
である。「保育実習指導Ⅱ」か「保育実習指導Ⅲ」のいずれかを必ず選択すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能(何を知ってい
るか，何ができるか)

思考力・判断力・表現力等
(知っていること，できる
ことをどう使うか)

主体的に取り組む態度(ど
のように関わるか)

パフォーマンス(知識，ス
キルを使いこなす活用，応
用)

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て十分に理解している。

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て概ねに理解している。

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て理解している

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て多少は理解している

児童福祉施設等における保
育技術の展開について十分
に考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について概ね
考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について考察
できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について多少
は考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について考察
できない。

施設実習による総合的な学
びを，記録で十分に表すこ
とができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で概ね表すこと
ができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で多少表すこと
ができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きない。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に積極的
に取り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に概ね取
り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化取り組む
ことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に多少は
取り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に積極的
に取り組むことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新訂　知りたいときにすぐわかる幼稚園・保育
所・児童福祉施設等実習ガイド　第二版』

2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実習の手引き』

2 『学内テキスト』

3

4

5

科目名称 保育実習指導Ⅲ

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS123107（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
授業回数の３分の２（１１回）以上の出席がなければ，成績評価の対象としない。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ １０％ ０％ １０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

648－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 「保育実習Ⅰ」の報告書や日誌などを再読する(45
分)

2 事前指導①　保育実習Ⅰのふりかえり　 前回の授業で出された課題について予習する(45分)課題についての復習を含め授業ノートを作成しまとめる(45分)

前回の授業で出された課題について予習する(45分)3 事前指導②　保育実習Ⅲの目的・内容・方法 課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)事前指導③　実習課題の設定4

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)事前指導④　援助計画の立案について　5

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)保育実習による総合的な学び(1)子どもの最善の利

益を考慮した保育の具体的理解　　6

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)保育実習による総合的な学び(2)子どもの保育と保

護者支援7

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)保育実践力の育成(1)子どもの状態に応じた適切な

かかわり8

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)保育実践力の育成(2)保育の表現技術を生かした保

育実践9

10 計画と観察，記録，自己評価(1)保育の全体計画に
基づく具体的な計画と実践 前回の授業で出された課題について予習する(45分)課題についての復習を含め授業ノートを作成しまとめる(45分)

課題についての復習を含め授業ノートを作成しまと
める(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)計画と観察，記録，自己評価(2)保育の観察，記録

，自己評価に基づく保育の改善11

課題についての復習を含め報告会の資料を作成する
(45分)前回の授業で出された課題について予習する(45分)事後指導①　児童福祉施設等における保育士の職務12

報告会について考察する
(45分)報告会のシミュレーションをしておく(45分)事後指導②　実習報告会の実施13

実習評価と自己評価について考察する(45分)自己評価表を作成する
(45分)事後指導③　実習評価と自己覚知14

「保育実習Ⅲ」について考察する(45分)「保育実習Ⅲ」のまとめを行う(45分)事後指導④　実習の総括15

「保育実習Ⅰ・Ⅲ」についてふりかえりをする(45
分)「保育実習Ⅰ・Ⅲ」をまとめる(45分)保育実習のまとめとふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスの確認をする。「保育実習Ⅰ」での課題を
明確にする(45分)

科目名称 保育実習指導Ⅲ

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS123107（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



保育の専門知識の活用につ
いて充分に理解していない
。

649－ －

ルーブリック

評価項目

1 石橋裕子・林幸範編著 同文書院 978481031475-5

概要

履修目標
児童福祉施設等の内容，機能を実践現場での体験を通して理解するとともに，講義等で習得した教科全体の知識・技能を基礎とし，これらを総合的に実践する応用
力を養う。また，保育士としての職業倫理と子どもの最善の利益の具体化について学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育士を志す者としての自己覚知ができ，継続課題を見出す姿勢を身につける。

授業全体の内容と概要
「保育実習Ⅰ」は，保育士資格を取得するための必修科目であり，保育所（１０日以上：２単位）での実習と保育所以外の児童福祉施設等（１０日以上：２単位）
での実習合計４単位を履修することが定められている。

授業の方法
前期に保育所実習（１０日以上：２単位）と後期に保育所以外の児童福祉施設等（１０日以上：２単位）での実習合計４単位を履修する。実習期間中は担当教員の
訪問指導を受けることができ、質問や相談の時間を設定する。また、実習先の指導者からのコメント等をフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポート，課題，その他（実習先の評価，実習日誌，事前・事後学習における態度，書類の提出状況，実習報告書等）を上記の基準で評価する。正当な理由なき遅
刻，欠席は実習をとりやめにする。保育者の資質に欠ける者は，実習をとりやめとする。実習終了後の書類提出の期日を守らない場合は評価（単位認定）しない。
実習全体のまとめと今後の課題を明確にするためのレポート提出１回課す。なお，詳細（レポート課題・提出方法等）は授業時間に指示する。
保育実習履修要件として次の科目を取得している事を原則とする。
①児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度，②相談援助演習Ⅰ・Ⅱ③相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ④保育内容演習Ⅰ　⑤保育内容演習Ⅰ

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能(何を知ってい
るか，何ができるか)

思考力・判断力・表現力等
(知っていること，できる
ことをどう使うか)

主体的に取り組む態度(ど
のように関わるか)

パフォーマンス(知識，ス
キルを使いこなす活用，応
用)

保育の専門知識の活用につ
いて十分に理解している。

保育の専門知識の活用につ
いて概ね理解している。

保育の専門知識の活用につ
いて理解している。

保育の専門知識の活用につ
いて多少は理解している。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について十分に
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について概ね考
察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について考察で
きる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について多少は
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について十分に
考察できない。

保育実習による総合的な学
びを，記録で十分に表すこ
とができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で概ね表すこと
ができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で多少は表すこ
とができる。

保育実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きない。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に積極的に取
り組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に概ね取り組
むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に多少は取り
組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新訂　知りたいときにすぐわかる幼稚園・保育
所・児童福祉施設等実習ガイド　第二版』

2018年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実習の手引き』

2 『学内テキスト』

3

4

5

科目名称 保育実習Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授） 　
湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS123108（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在
１号館２階（吉江）　１号館３

階（湯浅）

単位数 4 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育士として保育園での勤務経験があり、その経験を生かして保育実習に向けた指導を行う
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
レポート，課題，その他（実習先の評価，実習日誌，事前・事後学習における態度，書類の提出状況，実習報告書等）を上記の基準で評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５％ ５％ ０％ １０％ ８０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

650－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション及びシラバスの説明 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

2 保育所実習の意義(1)実習の目的 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）3 保育所実習の意義(2)実習の概要 実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる

（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）保育所実習の内容と課題の明確化(1)実習の内容4

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）保育所実習の内容と課題の明確化(2)実習の課題5

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

保育所実習に際しての留意事項(1)子どもの人権と
最善の利益の考慮6

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

保育所実習に際しての留意事項(2)プライバシーの
保護と守秘義務7

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

保育所実習に際しての留意事項(3)実習生としての
心構え8

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）保育所実習の計画と記録(1)指導計画の作成9

10 保育所実習の計画と記録(2)指導計画の実践 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）保育所実習の計画と記録(3)指導計画の改善11

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

保育所実習の計画と記録(4)実習における記録及び
評価12

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

事後指導における実習の総括と課題の明確化(1)保
育所実習の総括と自己評価13

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

事後指導における実習の総括と課題の明確化(2)課
題の 明確化14

保育所実習の日誌、報告書、自己評価表等を完成さ
せ提出する（45分）保育所実習報告会の準備をする（45分）保育所実習報告会15

まとめと振り返りを元に次の課題を明確化する（45
分）

保育所実習の総括と課題の明確化を行い、反省会の
準備をする（45分）保育所実習まとめと振り返り16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 オリエンテーション 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

18 保育所実習の意義(1)実習の目的 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）19 施設実習の意義(2)実習の概要 実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる

（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）施設実習の内容と課題の明確化(1)実習の内容20

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）施設実習の内容と課題の明確化(2)実習の課題21

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

施設実習に際しての留意事項(1)子どもの人権と最
善の利益の考慮22

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

施設実習に際しての留意事項(2)プライバシーの保
護と守秘義務23

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

施設実習に際しての留意事項(3)実習生としての心
構え24

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）施設実習の計画と記録(1)指導計画の作成25

26 施設実習の計画と記録(2)指導計画の実践 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）施設実習の計画と記録(3)指導計画の改善27

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

施設実習の計画と記録(4)実習における記録及び評
価28

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

事後指導における実習の総括と課題の明確化(1)保
育所実習の総括と自己評価29

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

事後指導における実習の総括と課題の明確化(2)課
題の 明確化30

施設実習の日誌、報告書、自己評価表等を完成させ
提出する（45分）施設実習報告会の準備をする（45分）施設実習報告会31

まとめと振り返りを元に次の課題を明確化する（45
分）

施設実習の総括と課題の明確化を行い、反省会の準
備をする（45分）施設実習まとめと振り返り32

実習を終えてから振り返り1日の日誌を完成させる
（45分）

科目名称 保育実習Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授） 　
湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS123108（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在
１号館２階（吉江）　１号館３

階（湯浅）

単位数 4 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育士として保育園での勤務経験があり、その経験を生かして保育実習に向けた指導を行う
。

基本情報

開講時期



保育の専門的知識の活用に
ついて理解することが難し
い。

651－ －

ルーブリック

評価項目

1 学内テキスト

概要

履修目標
この科目は、以下を授業の目的とする。
１．保育実習の意義と目的を理解し，保育について総合的に学ぶ。
２．実習や既習の教科の内容やその関連性を踏まえ，保育実践力を培う。
３．保育の観察，記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について実践や事例を通して学ぶ。
４．保育士の専門性と職業倫理について理解する。
５．実習の事後指導を通して，実習の総括と自己評価を行い，保育に対する課題や認識を明確にする。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業倫理について理解と実践ができる。

授業全体の内容と概要
保育実習Ⅱ（保育所）の履修者に対して指導を行う。保育実習による総合的な学び，保育実践力の育成，計画と観察，記録，自己評価，保育士の専門性と職業倫理
について学修する。

授業の方法
保育実習先施設に出勤し、保育実習指導担当保育士の指示のもと、日々の目標にそって実習を行う。
実習期間中、担当教員による訪問指導を行い、課題の明確化や相談の時間を設定し、実習指導者との面談内容等のフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
保育実習手引きに記載している実習生心構えを基本として，保育実習に積極的に取り組むこと。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

パフォーマンス（知識、ス
キルを使いこなす活用、応
用）

保育の専門的知識の活用に
ついて十分に理解している
。

保育の専門的知識の活用に
ついておおむね理解してい
る。

保育の専門的知識の活用に
ついて理解している。

保育の専門的知識の活用に
ついて多少は理解している
。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について十分に
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開についておおむ
ね考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について考察で
きる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について多少は
考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
技術の展開について考察す
ることが難しい。

保育実習による総合的な学
びを、記録を通して積極的
に表すことができる。

保育実習による総合的な学
びを、記録を通しておおむ
ね表すことができる。

保育実習による総合的な学
びを、記録で表すことがで
きる。

保育実習による総合的な学
びを、記録を通して多少は
表すことができる。

保育実習による総合的な学
びを、記録を通して表すこ
とが難しい。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に積極的に取
り組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化におおむね取
り組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に多少は取り
組むことができる。

保育実習による自己評価と
課題の明確化に取り組むこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育実習の手引き』

2 石橋裕子・林幸範 同文書院 9784810314755『新訂知りたいときにすぐわかる幼稚園・保育所
・児童福祉施設等実習ガイド』

2020

3

4

5

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

科目名称 保育実習Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS124109（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実習生受入経験を活かし、保育実習の総合的な学びに対する指導、助言を
行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０日間以上の実習を行うこと。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ １０％ ０％ ８０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

652－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
保育所の保育内容の各領域とその全体を実践に照ら
して理解を深める。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

2 保育士倫理要綱に照らし合わせた実践を理解する。 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。3 実践における指導技術を身につける。 実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる

（45分）。

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

保育計画，年間・月間・週間及び１日の指導計画の
体系と立案の方法を実践に即し理解する。4

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

保育士の指導のもと乳幼児の保育を担当し，保育実
践を総合的に学ぶ。5

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

乳幼児の集団を全体的にとらえる視点と，個別の発
達の方向付けを具体的に学習する。6

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）。

子どもの発達の課題や保育所の生活に慣れにくい状
態などへの具体的な対応方法を学ぶ。7

日誌を全日程完成させ提出する（45分）。実習の総括と課題の明確化を行い、反省会の準備を
する（45分）。

家族とのコミュニケーションの方法，子育て支援の
実際を学ぶ。8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）。

科目名称 保育実習Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS124109（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実習生受入経験を活かし、保育実習の総合的な学びに対する指導、助言を
行う。

基本情報

開講時期



領域「言葉」「表現」の側
面から具体的なな援助技術
を理解することが難しい。

653－ －

ルーブリック

評価項目

1 松本和美 株式会社みらい 9784860154615

概要

履修目標
この科目は、以下の２つを授業の目的とする。
１．養護と教育にかかわる保育の内容が，それぞれに関連性を持ち，総合的に保育を展開していくための知識技術，判断力を習得する。
２．子どもの発達を「言葉」・「表現」の２領域の観点から捉え，子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
「言葉」・「表現」の２領域を学ぶことにより，子ども理解を深めながら保育内容を理解し、具体的に述べる。

授業全体の内容と概要
保育における領域「言葉」・「表現」を学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイント、グループ学習を取り入れ、意見を出し合う場を多く設定する。
最後に「言葉」「表現」に関するまとめとして発表を行い、お互いに評価しあう。
なお、レポートや課題・作品提出の際にはコメントをつけてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の内容及と提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力判断力表現力等（知
っていること、できること
をどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

領域「言葉」「表現」の側
面から具体的なな援助技術
を深く理解できる.。
.

領域「言葉」「表現」の側
面から具体的なな援助技術
をおおむね理解できる.。

領域「言葉」「表現」の側
面から具体的なな援助技術
を理解できる.。

領域「言葉」「表現」の側
面から具体的なな援助技術
をやや理解できる.。

総合的な保育内容の展開に
ついて十分に考察できる。

総合的な保育内容の展開に
ついておおむね考察できる
。

総合的な保育内容の展開に
ついて考察できる。

総合的な保育内容の展開に
ついてやや考察できる。

総合的な保育内容の展開に
ついて考察することが難し
い。

総合的な保育内容の展開に
ついて学修したことをわか
りやすく説明できる。

総合的な保育内容の展開に
ついて学修したことをおお
むね説明できる。

総合的な保育内容の展開に
ついて学修したことを説明
できる。

総合的な保育内容の展開に
ついて学修したことをやや
説明できる。

総合的な保育内容の展開に
ついて学修したことを説明
することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育に役立つ言語表現教材第2版』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 保育内容演習Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122088（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、領域「言語」「表現」と保育内容の関連を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ０％ ３０％ ０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
保育における領域「言葉」とは 指定した教科書を事前に読むこと（90分）。

2 保育所保育指針における「言葉」の理解 指針「言葉」を事前学習しておく（90分）。 ２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

環境保育について事前学習しておく（90分）。3 言葉の育ちに必要なもの（こと）・環境 ３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。語彙について事前学習しておく（90分）。「言葉」の持つ役割4

５回目の授業で理解した点を整理する（90分）。発達過程を理解しておく（90分）。乳幼児期の「言葉」の発達5

授業終了時に示す課題を作成する（90分）。保育の阻害環境について事前学習しておく（90分）
。「言葉」の育ちにかかわる諸課題6

７回目の授業で理解した点を整理する（90分）。ここまでに学んだことを整理しておく（90分）。子育てと「ことば」7

８回目の授業で理解した点を整理する（90分）。「表現」の意義を事前学習しておく（90分）。保育における領域「表現」8

９回目の授業で理解した点を整理する（90分）。指針「表現」について事前学習する（90分）。保育所保育指針における「表現」の理解9

10 表現の基礎　　音楽表現 音楽表現について事前学習する（90分）。 １０回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

１１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。身体構造について事前学習する（90分）。表現の基礎　　あそび・身体表現①11

１２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。身体表現について事前学習する（90分）。表現の基礎　　あそび・身体表現②12

１３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。造形表現について事前学習する（90分）。表現の基礎　　造形表現①13

授業終了時に示す課題を作成する（90分）。発表の準備、練習をしておく（90分）。表現の基礎　　造形表現②14

授業の目的の達成度を自己評価する（90分）。授業を通して学んだ事を整理しておく（90分）。発表会　まとめ15

試験、課題の解説に基づき復習し整理する(90分)。15回の講義内容を振り返り復習する(90分)。提出されたレポートの評価と解説をフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 保育内容演習Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122088（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、領域「言語」「表現」と保育内容の関連を指導する。

基本情報

開講時期



児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て理解していない
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ルーブリック

評価項目

1 石橋裕子・林幸範 同文書院 9784810314755

概要

履修目標
保育実習を踏まえて保育所の保育を実際に実践し，保育士としての必要な資質，能力，技術を習得し深めるとともに，家庭と地域の生活実態にふれて，子ども家庭
福祉ニーズに対する理解力，判断力を養うとともに，子育て支援するために必要な能力を養う。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育士としての職業倫理を理解し，児童福祉施設等において保育士に求められる資質，能力，技術に照らし合わせて，自己の課題を明確化する。

授業全体の内容と概要
児童福祉施設等において１０日間以上の実習を行う。保育全般に参加し，子どもの個人差について理解し，対応方法を習得する。特に発達の遅れや生活環境にとも
なう子どものニーズを理解し，その対応について学ぶ。指導計画を立案し，実際に実践し，家庭とのコミュニケーションの方法を具体的に習得する。学内において
，実習の事前・事後指導を行う。

授業の方法
「各授業回数における学習内容」に記載の「準備学習」「事後学習」を参照する事。「保育実習Ⅱ」か「保育実習Ⅲ」のいずれかを必ず選択すること。正当な理由
なき遅刻，欠席は実習をとりやめとする。保育者の資質に欠ける者は，実習をとりやめとする。実習終了後の書類提出の期日を守らない場合は評価（単位認定）し
ない。保育実習実施後，発表の場を設け原稿用紙（４００字）約３枚程度のレポート提出を１回課す。発表会終了後，実習全体のまとめとしての原稿用紙（４００
字）約４枚程度のレポート提出を１回課す。なお，詳細（レポート課題・提出方法等）は授業時間に指示する。実習期間中は訪問指導を行い、質問等には随時対応
する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポート，課題，その他（実習先の評価，実習日誌，事前・事後学習における態度，書類の提出状況，実習報告書等）を上記の基準で評価する。「保育実習Ⅲ」は
保育士資格を取得するための必修科目である。「保育実習Ⅱ」か「保育実習Ⅲ」のいずれかを必ず選択すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能(何を知ってい
るか，何ができるか)

思考力・判断力・表現力等
(知っていること，できる
ことをどう使うか)

主体的に取り組む態度(ど
のように関わるか)

パフォーマンス(知識，ス
キルを使いこなす活用，応
用)

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て十分に理解している。

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て概ねに理解している。

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て理解している

児童福祉施設等における保
育の専門知識の活用につい
て多少は理解している

児童福祉施設等における保
育技術の展開について十分
に考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について概ね
考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について考察
できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について多少
は考察できる。

児童福祉施設等における保
育技術の展開について考察
できない。

施設実習による総合的な学
びを，記録で十分に表すこ
とができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で概ね表すこと
ができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で多少表すこと
ができる。

施設実習による総合的な学
びを，記録で表すことがで
きない。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に積極的
に取り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に概ね取
り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化取り組む
ことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に多少は
取り組むことができる。

施設実習ににおいて自己評
価と課題の明確化に積極的
に取り組むことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新訂　知りたいときにすぐわかる幼稚園・保育
所・児童福祉施設等実習ガイド　第二版』

2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『実習の手引き』

2 『学内テキスト』

3

4

5

科目名称 保育実習Ⅲ

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS124110（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 実習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
レポート，課題，その他（実習先の評価，実習日誌，事前・事後学習における態度，書類の提出状況，実習報告書等）を下記の基準で評価する。実習は１０日以上
且つ８０時間以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５％ ５％ ０％ １０％ ８０％
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び児童福祉施設等における援助プ
ログラムを理解する

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

2 児童福祉施設等における援助プログラムの立案をす
る

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）3 児童福祉施設等における援助プログラムにもとづく

援助実践を行う
実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

児童福祉施設等における保育士の職務と技術を習得
する4

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

児童福祉施設等における保育士と他職種との連携を
理解する5

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

児童福祉施設等における利用児・者の権利擁護をす
すめる取り組みについて，具体的な対応方法を学ぶ6

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

児童福祉施設等における種別ごとの特徴と種別を越
えて共通する課題が存在することを実践を通して学
習する

7

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

児童福祉施設等における権利擁護と守秘義務を理解
する8

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の計画と記録(1)実習における計画9

10 実習の計画と記録(2)実習における実践 座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の計画と記録(3)実習における観察11

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の計画と記録(4)実習における記録12

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の計画と記録(5)実習における評価13

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の総括と自己評価14

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

座学で学んだ知識をブラッシュアップし実習に備え
る（45分）実習の総括と課題の明確化15

日誌を全日程完成させ提出する（45分）実習の総括とふりかえりを行い、反省会の準備をす
る（45分）実習の総括とふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

実習を終えてから振り返り１日の日誌を完成させる
（45分）

科目名称 保育実習Ⅲ

専門科目科目分類区分

湯浅　頼佳（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS124110（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）湯浅　頼佳 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



特別支援教育の歴史、意義
、制度等について、理解が
不十分である。

657－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
特別支援教育の意義や教育制度、教育課程並びに個別の教育支援計画作成の意義、学習指導要領の概要、小･中学校を含めた特別支援コーディネーターの役割等、特
別支援教育の現状について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と６．に対応する。

到達目標
特別支援教育の意義や教育制度、指導の実際及び今後の方向性について理解する。

授業全体の内容と概要
特別支援教育の意義や目的、歴史、制度、教育課程等の基礎的な事項について、プレゼンテーションや視聴覚教材等を活用して理解させる養構成する。

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式で行う。内容により、ワークショップ形式のグループワークや課題解決学習等も組み入れる。
また、レポート提出、確認テスト等を実施し、フィードバックとしてレポート提出に対してはコメント等、確認テストには回収後に解説、説明を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や小テストを実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

特別支援教育の歴史、意義
、制度等の理解

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法に
ついて、思考・判断・表現
力を高めた。

授業への参加態度・姿勢

特別支援教育の歴史、意義
、制度等について、十分に
理解し、学修した知識を基
盤に、医療や福祉等、他の
分野についても発展的に理
解を深めた。

特別支援教育の歴史、意義
、制度等について、十分に
理解を深めた。

特別支援教育の歴史、意義
、制度等について、一定程
度、理解できた。

特別支援教育の歴史、意義
、制度等について、部分的
に理解できたが、さらに学
修が必要である。

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法等
について、十分に理解し、
学修した知識を基盤に、福
祉や医療等、他の分野への
内容についても発展的に思
考・判断・表現力を高めた
。

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法等
について、十分に思考・判
断・表現力を高めた。

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法等
について、一定程度、思考
・判断・表現力を高めた。

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法等
について、部分的に思考・
判断・表現力を高めたが、
さらに学修が必要である。

特別支援教育の対象、障害
の理解と教育内容・方法等
について、思考・判断・表
現力の高まりが不十分であ
る。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 石橋裕子・林幸範（編） ミネルヴァ書房 978-4-623-08180-6

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育』 2019年

2

3

4

5

科目名称 特別支援教育総論

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122112（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育の今日的な課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ １０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

658－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（90分）

2 特殊教育から特別支援教育への転換の背景と理念 特別支援教育への転換の背景をまとめること   (90
分) 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

特別支援学校にはどのような種類があるのか調べて
おくこと　　　　　(90分)3 特別支援学校にかかわる制度 授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)
我が国における特別支援教育の歴史を調べておくこ
と　　　　
（90分）

障害児教育の歴史4

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)障害等と就学指導について調べておくこと　　　　
(90分)特別支援教育の対象と就学5

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)意義等について調べておくこと　(90分)個別の教育支援計画の意義と活用6

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)総則編を中心にどのようなことが書かれているかを
調べておくこと　　(90分)学習指導要領と教育課程の編成7

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)計画書の性質と目的の違いについて事前に調べてお
くこと　　　　　　(90分)個別の指導計画と個別の教育支援計画8

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)特別支援学校の種類と教育内容の概要を調べておく
こと　　　　　　　(90分)特別支援学校教育の概要9

10 教育課程の編成と指導 障害種別の特別支援学校の教育課程について調べて
おくこと　　　　　(90分) 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)自立活動の意義と内容について調べておくこと
（90分）自立活動の指導の目標と内容11

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)
特別支援教育コーディネーターとセンター的機能に
ついて調べておくこと　　　
(90分)

特別支援教育コーディネーターとセンター的機能12

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)小･中学校等で行っている特別支援教育について事
前に調べておくこと　(90分)小･中学校等における特別支援教育13

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)アセスメントの必要性や目的等について調べておく
こと　　　　　　　(90分)障害のある子の指導とアセスメント14

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)障害や目的に応じた心理検査の種類等について調べ
ておくこと　　(90分)主な検査の種類と実施上の配慮事項について15

試験結果を見直し、自己採点すること　　　　　
(90分)

授業内容やノート等を見直し、講義内容を整理して
おくこと 　 　(90分)

【定期試験】６０分の試験の終了後、残りの３０分
で解説を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

全体の内容、重要事項を整理すること(90分)

科目名称 特別支援教育総論

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122112（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育の今日的な課題等に
ついて指導する。

基本情報

開講時期



知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
について、理解が不十分で
ある。

659－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
知的障害児の教育を効果的に行うために必要な心理や病理･行動特性等の基本的な知識を理解し、指導上の配慮事項等の基礎知識を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と６．に対応する。

到達目標
知的障害児の心理や認知、行動特性、指導上の配慮事項等の基本的な知識について理解する。

授業全体の内容と概要
特別支援教育の望ましい在り方を学ぶために知的障害者の身体的･心理的な特性を事例や視聴覚教材を活用しながら理解させるように構成する。

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式で行う。内容により、ワークショップ形式のグループワークや課題解決学習等も組み入れる。
また、レポート提出、確認テスト等を実施し、フィードバックとしてレポート提出に対してはコメント等、確認テストには回収後に解説、説明を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や小テストを実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
の理解

知的障害児の状態像、認知
、行動特性等に応じた教育
的対応についての思考・判
断・表現力

授業への参加態度・姿勢

知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
について、十分に理解し、
学修した知識を基盤に、周
辺の他障害についても発展
的に理解を深めた。

知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
について、十分に理解を深
めた。

知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
について、一定程度、理解
できた。

知的障害児の心理や病理、
生理に関する基本的な知識
について、部分的に理解で
きたが、さらに学修が必要
である。

知的障害児の状態像、行動
特性等に応じた教育的対応
について十分に理解し、学
修した知識を基盤に周辺の
他障害への対応についても
発展的に思考・判断・表現
力を高めた。

知的障害児の状態像、行動
特性等に応じた、教育的な
対応について、十分に思考
・判断・表現力を高めた。

知的障害児の状態像、行動
特性等に応じた、教育的な
対応について、一定程度、
思考・判断・表現力を高め
た。

知的障害児の状態像、行動
特性等に応じた、教育的な
対応について、部分的に思
考・判断・表現力を高めた
が、さらに学修が必要であ
る。

知的障害児の状態像、行動
特性等に応じた、教育的な
対応について、思考・判断
・表現力を高まりが不十分
である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 小林秀之　米田宏樹　安藤隆男 ミネルヴァ書房 978-4-623-08152-3

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育』 2019

2 Ｅ．ジグラー　Ｒ．Ｍ．ホダッ
プ

田研出版 4-924339-09-1『ジグラー学派の精神遅滞持論』 1990

3

4

5

科目名称 知的障害者の心理・生

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122113（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政経験のある教員が、特別支援教育に関する今日的な課題等につい
て指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ １０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（90分）

2 知的障害の定義 各国の定義について調べておくこと　　　  　(90
分) 授業内容と重要事項を整理すること　  (90分)

医学的な分類について調べておくこと  (90分)3 知的障害の医学的分類 授業内容と重要事項を整理すること    (90分)

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)認知、行動特性の把握方法について調べておくこと
(90分）知的障害児のアセスメント4

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)指導に効果的な心理検査について調べておくこと
　(90分)知的障害児への教育的活用効果のある心理検査5

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)重複障害について調べておくこと
(90分)

知的障害に重複する関連障害（染色体異常や脳性マ
ヒ等）6

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)社会性等の行動障害について調べておくこと(90分)知的障害に重複する関連障害（自閉症スペクトラム
等） 　　　　　7

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)認知特性等を調べておくこと　　　　　　  (90分)知的障害児の認知特性等8

授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)知覚の特性を調べておくこと　　　　  (90分)知的障害児の知覚特性について9

10 知的障害児の知能と記憶 知能と記憶について調べておくこと　　　 　 (90
分) 授業内容と重要事項を整理すること　   (90分)

授業内容の概要と重要事項を整理すること　   (90
分)

知的障害者の身体的特徴等を調べておくこと　　
　　　  （90分）知的障害者の身体及び運動の発達Ⅰ11

授業内容と重要事項を整理すること     (90分)知的障害者の運動能力と身体発達の関連を調べてお
くこと  (90分)知的障害者の身体及び運動の発達Ⅱ12

授業内容と重要事項を整理すること     (90分)知的障害者の言語発達を調べておくこと (90分)知的障害者の言語等の発達13

授業内容と重要事項を整理すること     (90分)知的障害と言語障害等との関連を調べておくこと
(90分)知的障害者の言語障害との関連14

ＶＴＲの視聴内容や感想を記述すること       (90
分)

左記の障害について再整理をしておくこと    （90
分）

ダウン症や自閉症等を伴う知的障害者の活動状況や
課題等の理解15

評価試験の結果を自己採点し、疑問点をまとめるこ
と　　　　　　　　(90分)

授業内容やノート等を見直し、講義内容を整理して
おくこと　　　　 (90分)

【定期試験】６０分の試験終了後、残りの３０分で
解説を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

重要事項を整理すること (90分)

科目名称 知的障害者の心理・生

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122113（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政経験のある教員が、特別支援教育に関する今日的な課題等につい
て指導する。

基本情報

開講時期



肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、理解が
不十分である。

661－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
共生社会創造のための授業として肢体不自由教育を効果的に行うために必要な心理や病理・行動特性等の基本的な知識を理解して、指導上の配慮事項等の基礎知識
を得る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
肢体不自由児の心理や行動特性，指導上の配慮事項等について具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
「一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育」の基本的理念を押さえ，肢体不自由児の身体的・心理的な特性を事例や視覚教材を活用しながら構成する。

授業の方法
授業は、パワーポイント及び配布資料で実施し、パワーポイントにて説明した後、配付資料の記述部分に書き込んだり、質疑応答の時間を設けて基礎知識の定着を
図る。また、DVD を視聴し具体的な実践場面を確認し、レポートにまとめ知識の進化を図る。なお、グループワーク発表、レポートにはコメントにてフィードバッ
クする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
肢体不自由児の身体的，心理的な特性に応じた指導を行うにはどうしたらよいのかを考えながら，必要な知識を積極的に学ぶ姿勢で臨むこと。また，実践事例のDVD
教材視聴直後に事例に基づくレポート提出を求めるので，授業を欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

肢体不自由児者の心理・生
理・病理の理解

肢体不自由児者の心理整理
・病理についての思考・判
断・表現

授業への参加態度・姿勢

肢体不自由児者の心理・生
理・病理の理解について、
学修した知識・技能を基盤
に、更に学修を深めようと
する。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、必要な
知識・技能を理解すること
ができた。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、一定程
度の理解ができた。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、一部理
解することができたが更に
学修が必要である。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、積極的
に思考・判断し、自ら表現
を工夫して活動することが
できた。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について思考・判
断し、自ら表現することが
できた。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、思考活
動に取組み、表現しようと
することができた。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理について、思考し
ようとする様子は見られる
が、更に努力を必要とする
。

肢体不自由児者の心理・生
理・病理にかかわる、思考
・判断・表現についての必
要な取組ができなかった。

授業にとても積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心の低さが見ら
れた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』 20１８年

2 0

3

4

5

1 篠田達明 金芳堂 978-4-7653-1628-6

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『『肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂3 版
』』

2015 年

2

3

4

5

科目名称 肢体不自由者の心理・

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122114（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験有り 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由者の心理・生理・病
理）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

662－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び肢体不自由児者の心理・生理・
病理の概要 シラバスを確認しておくこと （90 分）

2 肢体不自由者の概念と疾患 指定した教科書の「特別支援教育の対象」を事前に
読んでおくこと（90 分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

指定した教科書の「肢体不自由とは」を事前に読ん
でおくこと （90 分）3 脳性まひの起因と症状（１） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「脳性まひ」を事前に読んでおく
こと（90 分）脳性まひの起因と症状（２）4

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「二分脊椎」を事前に読んでおく
こと（90 分）二分脊椎の起因と症状5

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「筋ジストロフィー」を事前に読
んでおくこと(90 分）筋ジストロフィーの起因と症状6

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）「ペルテス病」について事前に調べておくこと
（90 分）ペルテス病の起因と症状7

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「医学的側面から見た肢体不自由
」を事前に読んでおくこと（90 分）肢体不自由の特性を呈するその他の障害8

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料に基づき事前に調べること（90分）重症心身障害9

10 障害に対する医療的対応 指定した教科書の「医学的側面からの把握」を事前
に読んでおくこと（90 分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

ＤＶＤ視聴時に取ったメモに基づき整理しておくこ
と（90分）

事前に配布したＤＶＤの資料を読んでおくこと（90
分）ＤＶＤの視聴及びレポート作成11

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「幼児児童生徒への対応」を事前
に読んでおくこと （90 分）生涯学習と医療・社会福祉12

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「心理学的・教育学的側面からみ
た肢不自由」を事前に読んでおくこと （90 分肢体不自由者の心理的特性13

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「肢体不自由とは」を事前に読ん
でおくこと （90分）肢体不自由者の療育上特に留意すべき事項14

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料に基づき「バリアフリー」について調
べておくこと （90 分）バリアフリーとまとめ15

試験の結果を見直す(90 分)指定した教科書や講義内容について整理しておくこ
と(90 分)

定期試験(60 分の試験終了後、残りの30 分で解説
する。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配付資料に基づいて、年間の授業内容の見通しを立
てる（90 分）

科目名称 肢体不自由者の心理・

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122114（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験有り 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由者の心理・生理・病
理）について指導する。

基本情報

開講時期



心理・生理・病理について
理解できなかった。

663－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社 978-4863712973

概要

履修目標
特別な支援を必要とする病弱教育の教育課程及び支援の方法を理解し、病弱・身体虚弱児の心理・生理・病理、行動特性等の基本的な知識を理解する。　

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
病弱・身体虚弱児の心理・生理・病理の各特性や行動特性等について理解することができる。

授業全体の内容と概要
病弱・身体虚弱児の身体的・心理的な特性や病理的特性について、できるだけ具体的な事例や視聴覚教材等を活用しながら構成する。

授業の方法
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換、発表等の一連
の活動を行う。授業ではパワーポイント及び配布物（レジメ）で実施し、資料にて説明した後、グループワーク等でグループ協議を行う。具体的な事例のＶＴＲ視
聴後にレポート提出を行う。レポートはコメントしてフィードバックする。質問等随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなします。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

病弱児者の心理・生理・病
理の理解

病弱児者の心理・生理・病
理についての思考・判断・
表現

病弱児者の心理・生理・病
理に係る授業への関心・意
欲・態度

心理・生理・病理の理解に
ついて高い関心をもって理
解し、さらに深めることが
できた。

心理・生理・病理について
関心をもって理解し学修で
きた。

心理・生理・病理について
ほぼ学修できた。

心理・生理・病理について
不十分ながら理解すること
ができた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し個人やグループで表現
できた。

テーマに基づき、思考・判
断し個人やグループで表現
しようとした。

テーマの受け止め方が不十
分で思考・判断・表現に課
題が残った。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低い面がみ
られた。

授業への参加態度に課題が
残った。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「特別支援教育の基礎・基本」（新訂版）　』 ２０１５年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 病弱者の心理・生理・

専門科目科目分類区分

高橋　健剛（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122115（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）高橋　健剛 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験から、その経験を活かして具体的な実践例を中心に各特性等の理
解を図り、さらに教育実習に必要な内容を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

664－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
病弱者（児）の心理・生理・病理の概要について

教科書から「病弱者の心理・生理・病理」について
の課題を整理する（９０分）

2 病弱者と病弱教育について 教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）3 小児慢性特定疾患についての理解について 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）障がいの受容と支援の理解について4

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）発達段階とプレパレーションの理解と方法について5

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）腎臓疾患の理解と支援6

重要な語句や内容の整理とレポートの作成（９０分
）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）悪性新生物の理解と支援7

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）こころの病の理解と支援8

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）小児の心身症の理解と支援9

10 てんかんと脳腫瘍の理解と支援 教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）筋ジストロフィーの理解と支援11

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）発達障がいの理解と支援12

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）自立と進路指導について13

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）病弱者の「限界への挑戦」について14

重要な語句や内容の整理とレポートの作成（９０分
）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）緩和ケアとトータルケアの課題について15

試験の結果を見直す（９０分）講義内容の重要事項について整理しておくこと
（９０分）

定期試験(６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説する。)16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと。（９０分）

科目名称 病弱者の心理・生理・

専門科目科目分類区分

高橋　健剛（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122115（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）高橋　健剛 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験から、その経験を活かして具体的な実践例を中心に各特性等の理
解を図り、さらに教育実習に必要な内容を指導する。

基本情報

開講時期



社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理
について、理解できていな
い。

665－ －

ルーブリック

評価項目

1 資料を配付する

概要

履修目標
①社会的養護における児童の権利擁護や保育士等の倫理について具体的に学ぶ。
②施設養護及び他の社会的養護の実際について学ぶ。
③個々の児童に応じた支援計画を作成し、日常生活の支援、治療的支援、自立支援等の内容について具体的に学ぶ。
④社会的養護にかかわるソーシャルワークの方法と技術について理解する。
⑤社会的養護を通して、家庭支援、児童家庭福祉、地域福祉について理解や認識を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育士として社会的養護に係る知識と実践の基盤を確立することができる。

授業全体の内容と概要
社会的養護における児童の権利擁護と保育士等の倫理及び責務、社会的養護の実施体系、支援の計画と内容及び事例分析、社会的養護にかかわる専門的技術を修得
することにより、社会的養護の今後の課題と展望について明らかにし理解を深める。

授業の方法
授業は、演習テーマに基づき思考・考察・意見交換・討論・発表等の一連の活動を行う。小グループでの話し合い、事例分析・ロールプレイング等を行い、それに
基づく各自の感想、意見、振り返りを毎回述べてもらう。グループ発表、個人発表等に対してコメントを述べフィードバックを行う。レポートについても解説によ
るフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
保育士を目指す者として積極的に参加し、専門職としての自己を成長させるための時間として活用して欲しい。演習テーマに基づき小グループでの話し合い、ロー
ルプレイング等を行うので主体的に参加して欲しい。そのためにも「準備学習」については、示したテーマに係るこれまでの学びを踏まえて整理すること。「事後
学習」については、その日取り組んだ演習内容を記録し保育士を目指す者としての自己覚知を重視すること。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理

社会的養護にかかわるソー
シャルワークの方法と技術

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉

社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理
について理解を深めること
で、保育士として社会的養
護に係る知識と実践の基盤
を充分確立できている。

社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理
について理解を深めること
で、保育士として社会的養
護に係る知識と実践の基盤
をほぼ確立できている。

社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理
について理解し、保育士と
して社会的養護に係る知識
と実践の基盤をある程度確
立できている。

社会的養護における児童の
権利擁護や保育士等の倫理
について、理解できている
。

日常生活の支援、治療的支
援、自立支援等の内容につ
いて理解を深めることで、
保育士として社会的養護に
係る知識と実践の基盤を充
分確立できている。

日常生活の支援、治療的支
援、自立支援等の内容につ
いて理解を深めることで、
保育士として社会的養護に
係る知識と実践の基盤をほ
ぼ確立できている。

日常生活の支援、治療的支
援、自立支援等の内容につ
いて理解し、保育士として
社会的養護に係る知識と実
践の基盤をある程度確立で
きている。

日常生活の支援、治療的支
援、自立支援等の内容につ
いて、理解できている。

日常生活の支援、治療的支
援、自立支援等の内容につ
いて、理解できていない。

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について理解を深め
ることで、施設養護及び他
の社会的養護の実際につい
て充分理解できている。

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について理解を深め
ることで、施設養護及び他
の社会的養護の実際につい
てほぼ理解できている。

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について理解し、施
設養護及び他の社会的養護
の実際について、ある程度
イメージできている。

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について、理解でき
ている。

社会的養護の視点による家
庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について、理解でき
ていない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 公益財団法人児童育成協会監修 中央法規出版 978-4-8058-5798-4

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・基本保育シリーズ⑱社会的養護Ⅱ』 2019年

2

3

4

5

科目名称 社会的養護内容

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123102（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設・児童指導員としての経験を活かし、支援の計画と内容及び事例分析、ソーシ
ャルワーク実践についての指導を行う。また、保育士や実習生に対するスーパーバイズの経
験を活かし、学生一人ひとりの専門職としての自己覚知を促す。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、６回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ ０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

666－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバス確認）、社会的養護における
児童の権利擁護と保育士等の倫理及び責務 子どもの権利擁護及び保育士の倫理とは（９０分）

2 社会的養護の実施体系 社会的養護とは（９０分） 演習の記録と自己覚知（９０分）

個別支援計画の作成方法について（９０分）3
支援の計画と内容及び事例分析（１）
個別支援計画の作成、日常生活支援に関する事例分
析

演習の記録と自己覚知（９０分）

演習の記録と自己覚知（９０分）自立支援とは（９０分）
支援の計画と内容及び事例分析（２）
治療的支援に関する事例分析、自立支援に関する事
例分析

4

演習の記録と自己覚知（９０分）記録のとり方について（９０分）支援の計画と内容及び事例分析（３）
記録及び自己評価5

レポート作成（９０分）保育士の専門性とは（９０分）社会的養護にかかわる専門的技術（１）
保育士の専門性にかかわる知識・技術とその応用6

演習の記録と自己覚知（９０分）施設ソーシャルワークとは（９０分）社会的養護にかかわる専門的技術（２）
ソーシャルワークにかかわる知識・技術とその応用7

事例研究（９０分）施設養護の課題を整理する（９０分）今後の課題と展望・まとめ、フィードバックとして
レポートに対する解説を行う8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

演習の記録と自己覚知（９０分）

科目名称 社会的養護内容

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123102（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）飯浜　浩幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

児童養護施設・児童指導員としての経験を活かし、支援の計画と内容及び事例分析、ソーシ
ャルワーク実践についての指導を行う。また、保育士や実習生に対するスーパーバイズの経
験を活かし、学生一人ひとりの専門職としての自己覚知を促す。

基本情報

開講時期



知識・技能の基礎的内容に
ついての理解ができなかっ
た。

667－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアース教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
特別な支援を必要とする知的障害児の教育課程及び指導・支援の方法を理解し、知的障害児の教育を効果的に行うために必要な基本的知識と障害の状況等に応じた
指導のあり方等の実践的な知識を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ<学修目標＞の２．と３．と５．<履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成する意義と活用方法を理解する。また、知的障害教育を効果的に
行うために必要な指導内容・方法等についての基礎的知識を理解する。

授業全体の内容と概要
毎回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換、発表等の一連
の活動を行う。知的障害教育の歴史的変遷と現状を知り、児童生徒の実態把握の方法、教育課程や指導内容・方法、評価等を具体的な事例や映像等の視聴覚教材を
活用し総合的に構成する。

授業の方法
授業はパワーポイント及び配布物(レジメ)で実施し、テーマに関する説明をした後、グループワーク等で、テーマに関する事項に関して、思考・考察、意見交換、
討議、発表等の一連の活動を行うなどして理解を深める。また、実践事例のVTR教材視聴の事例に基づくレポート提出を行う。なお、レポート等にはコメントにてフ
ィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知的障害教育の知識・技能
の習得

知的障害教育に関する思考
・判断・表現

授業への参加態度・姿勢

知識・技能の基礎的内容に
ついて高い関心をもって理
解し、さらに深めてようと
することができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて、関心をもって理解
し、学修することができた
。

知識・技能の基礎的内容を
学修することができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて一定程度理解するこ
とができた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現できた。

テーマに基づき、一部、思
考・判断し、個人やグルー
プで表現しようとした。

テーマの受け止めが不十分
で思考・判断・表現に課題
がみられた。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が一定程度み
られた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本　新訂版』 2015

2

3

4

5

1 文部科学省 海文堂出版 978-4-303-12424-3

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平
成29年4月告示）　』

2018

2

3

4

5

科目名称 知的障害教育Ⅰ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122116（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題につ
いて指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

668－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション
～シラバスの説明、知的障害教育の概要

教科書から「知的障害教育」についての課題を整理
する。(90分)

2 知的障害児教育の歴史①
～戦前の教育

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。（90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)3 知的障害児教育の歴史②

～戦後の教育 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害の理解と教育の制度について4

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

学習指導要領と教育課程編成の基本的な考え方につ
いて5

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)実態把握の方法と個別の指導計画について6

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)個別の指導計画と授業づくりについて7

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

知的障害のある子どもの日常生活の指導と遊びの指
導について8

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害のある子どもの作業学習の指導について9

10 知的障害のある子どもの生活単元学習の指導につい
て

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害のある子どもの自立活動の指導について11

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害のある子どもの教科別の指導などについて12

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

知的障害のある子どもの個別の教育支援計画につい
て13

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害のある子どもの交流及び共同学習について14

重要な語句や内容を整理するとともにレポートを作
成する。(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)知的障害のある子どもの学習評価の方法について15

試験の結果を見直す。（90分）教科書等で講義内容を整理する。(90分)定期試験（60分の試験終了後、残りの30分で解説す
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと。(90分)

科目名称 知的障害教育Ⅰ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122116（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題につ
いて指導する。

基本情報

開講時期



専門的な内容について理解
ができなかった。

669－ －

ルーブリック

評価項目

1 柳本雄次　ほか 福村出版 978-4-571-12136-4

概要

履修目標
特別な支援を必要とする知的障害児の教育課程及び指導・支援の方法を理解し、知的障害児の教育を効果的に行うために必要な基本的知識と障害の状況等に応じた
指導のあり方等の実践的な知識を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、知的障害教育における教育課程の編成や個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成する意義と活用方法、自
立活動の指導、授業づくりなどを理解する。また、知的障害教育を効果的に行うために必要な指導内容・方法等についての基礎的知識を理解する。

授業全体の内容と概要
毎回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換、発表等の一連
の活動を行う。また、知的障害教育に係わる法令の理解や教育課程の編制の仕方や指導内容・方法について、演習方式も取り入れながらで行う。

授業の方法
授業ではパワーポイント及び配布物(レジメ)で実施し、資料にて説明した後、グループワーク等で、テーマに関する事項に関して、思考・考察、意見交換、討議、
発表等の一連の活動を行うなどして理解を深める。また、実践事例のVTR教材視聴の事例に基づくレポート提出を行う。なお、レポート等にはコメントにてフィード
バックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知的障害教育の専門的な知
識・技能の習得

知的障害教育に関する思考
・判断・表現

授業への参加態度・姿勢

専門的な内容について高い
関心をもって理解し、さら
に深めてようとすることが
できた。

専門的な内容について、関
心をもって理解し、学修す
ることができた。

専門的な内容を学修するこ
とができた。

専門的な内容について一定
程度理解することができた
。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで意
欲的に表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで表
現できた。

テーマに基づき、一部思考
・判断し、個人やグループ
で表現できた。

テーマの受け止めが不十分
で思考・判断・表現に課題
がみられた。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が一定程度み
られた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育　第3版』 2019

2

3

4

5

1 太田正己 黎明書房 978-4-654-01929-8

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の授業案づくり』 2016

2 肥後祥治　ほか ジアース教育新社 978-4-86371-213-3『特別支援教育の学習指導案と授業研究』 2013

3

4

5

科目名称 知的障害教育Ⅱ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123117（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、特別支援教育（知的障
害教育）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

670－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション
～シラバスの説明、知的障害教育について～

教科書から「知的障害教育」についての課題を整理
する。(90分)

2 知的障害教育に関係する法令（教育基本法や学校教
育法、学習指導要領等）の理解と教育課程について

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)3 特別支援学校学習指導要領のポイントと教育動向に

ついて 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)特別支援学校と特別支援学級における教育について4

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

教育課程①
・教育課程編成上の基本事項と指導の形態について5

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

教育課程②
・各教科等の年間授業時間と各教科等の指導のねら
いについて

6

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

教育課程③
・各教科等を合わせた指導、教科別の指導等につい
て

7

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

教育課程④
・自立活動、年間指導計画の作成について8

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

教育課程⑤
・学習指導案の作成～各教科等の指導案　9

10 特別支援教育に関する理解①
～制度と課題、合理的配慮等

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分) 重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

特別支援教育に関する理解②
～教育課程11

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

特別支援教育に関する理解③
～学習指導要領12

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

特別支援教育に関する理解④
～障害児教育の歴史と就学の手続き等13

重要な用語や事柄等をノートに整理する。(90分)教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)

特別支援教育に関する理解⑤
～指導法・検査法・心理的特性等14

重要な語句や内容を整理するとともにレポートを作
成する。(90分)

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る。(90分)まとめと今後の課題15

試験の結果を見直す。（90分）教科書等で講義内容を整理する。(90分)定期試験（60分の試験終了後、残りの30分で解説す
る。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと。(90分)

科目名称 知的障害教育Ⅱ

専門科目科目分類区分

藤根　収（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123117（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）藤根　　収 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政における経験がある教員がその経験を活かして、特別支援教育（知的障
害教育）について指導する。

基本情報

開講時期



肢体不自由教育Ⅰについて
、理解が不十分である。

671－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
共生社会の創造のための教養として肢体不自由者の教育を効果的に行うために必要な基本的な知識と障害の状況等に応じた指導の在り方について基礎的な知識を得
る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
肢体不自由教育を効果的に行うために必要な指導内容・方法等についての基礎的知識を具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
特別支援教育の対象となる肢体不自由教育の現状を押さえ，児童生徒の実態把握の方法と評価，障害の状態に応じた教育課程や指導内容・方法，健康の保持や訓練
，医療的ケアの仕方等について映像教材等も活用しながら構成する。

授業の方法
授業は、パワーポイント及び配布物資料で実施し、パワーポイントにて説明した後、配付資料の記述部分に書き込んだり、質疑応答の時間を設けて基礎知識の定着
をはかる。また、DVD を視聴し具体的な実践場面を確認し、レポートにまとめ知識の進化を図る。レポートについてはコメントによりフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

　○ ディスカッション

　○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
肢体不自由者の障害特性に応じた指導を効果的に行うために必要な知識を積極的に学ぶ姿勢で臨むこと。
授業内容の習得状況を確認するために中間テストを実施することがある。また，実践事例のVTR 教材視聴直後に事例に基づくレポート提出を求めるので，授業を欠
席することのないよう留意すること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

肢体不自由教育Ⅰの理解

肢体不自由教育Ⅰの思考・
判断・表現

授業への参加態度・姿勢

肢体不自由教育Ⅰについて
、学修した知識・技能を基
盤に、さらに学修を深めよ
うとすることができた。

肢体不自由教育Ⅰについて
、必要な知識・技能を理解
することができた。

肢体不自由教育Ⅰについて
、一定程度の理解ができた
。

肢体不自由教育Ⅰについて
、一部理解することががで
きたが、さらに学修が必要
である。

肢体不自由教育Ⅰについて
、積極的に思考・判断し、
自ら表現を工夫して活動す
ることができた。

肢体不自由教育Ⅰについて
、思考・判断し、自ら表現
することができた。

肢体不自由教育Ⅰについて
、思考活動に取り組み表現
しようとすることができた
。

肢体不自由教育Ⅰについて
、思考しようとする様子は
見られるが、さらに努力を
必要とする。

肢体不自由教育Ⅰにかかわ
る思考・判断・表現につい
て必要な取り組みができな
かった。

授業にとても積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業への関心の低さが見ら
れた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』 2018年

2 文部科学省 海文堂出版 978-4-303-12424-3『特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部
学習指導要領』

平成29年

3 文部科学省 開隆堂出版 978-4-304-04229-4『特別支援学校学習指導要領解説総則編』 平成30年

4 文部科学省 開隆堂出版 978-4-304-04231-7『特別支援学校学習指導要領解説自立活動編』 平成30年

5

1 慶應義塾大学出版会 慶應義塾大学出版
会

978-4-7664-1409-7

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『肢体不自由教育の基本とその展開』 2008年

2

3

4

5

科目名称 肢体不自由教育Ⅰ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122118（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由教育）について指導
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ １０％ ０％ １０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

672－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び肢体不自由教育の概要 シラバスを確認しておくこと （90分）

2 肢体不自由教育の現状と仕組み 指定した教科書の「肢体不自由児の発達と実態把握
」を事前に読んでおくこと（90分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

指定した教科書の「肢体不自由児の発達と実態把握
」を事前に読んでおくこと（90分）3 肢体不自由教育の歴史的変遷 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「障害に応じた教育課程の編成」
を事前に読んでおくこと （90分）教育課程と学習指導要領4

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「肢体不自由児に応じた教育課程
の編成」を事前に読んでおくこと（90分）肢体不自由者の教育課程と指導上の特徴5

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「肢体不自由児に応じた教育課程
の編成」を事前に読んでおくこと（90分）

肢体不自由者の個別の教育支援計画と個別の指導計
画6

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した参考文献の「学習指導要領 自立活動編」
を事前に読んでおくこと （90分）実態把握と自立活動（身体の動き他）7

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した参考文献の「学習指導要領 自立活動編」
を事前に読んでおくこと （90分）実態把握と自立活動（健康の保持他）8

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した参考文献の「学習指導要領 自立活動編」
を事前に読んでおくこと （90分）実態把握とコミュニケーション9

10 実態把握と健康安全及び医療的ケア 指定した教科書の「肢体不自由児の発達と実態把握
」を事前に読んでおくこと（90分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）配布した資料に基づき訪問教育について事前に調べ
ておくこと （90分）訪問教育11

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「肢体不自由児の発達と実態把握
」を事前に読んでおくこと（90分）

就学指導と進路指導
12

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した参考文献の「学習指導要領 自立活動編」
を事前に読んでおくこと（90分）自立活動（摂食指導Ⅰ）13

ＤＶＤ視聴時のメモを元に整理する（90分）配布した資料を事前に読んでおくこと （90分）ＤＶＤの視聴及びレポート作成14

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）指定した教科書の「肢不自由児の発達と実態把握」
を事前に読んでおくこと（90分）評価の方法・まとめ15

試験の結果を見直す　(90分)指定した教科書や講義内容について整理しておくこ
と(90分)

定期試験（60 分の試験終了後、残り30 分で解説す
る。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスに基づいて、授業内容に見通しを立てる
（90 分）

科目名称 肢体不自由教育Ⅰ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122118（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由教育）について指導
する。

基本情報

開講時期



肢体不自由教育Ⅱについて
、理解が不十分である。

673－ －

ルーブリック

評価項目

1 国立特別支援教育総合研究所 ジアーズ教育新社 978-4-86371-297-3

概要

履修目標
共生社会の想像のための教養として肢体不自由者及び重複障害者の教育を効果的に行うために必要な基本的な知識と障害の状況等に応じた指導の在り方等の実践的
な知識を取得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
肢体不自由教育を効果的に行うために必要な指導内容・方法等についての実践的な知識を具体的に述べることができる。

授業全体の内容と概要
特別支援教育の対象となる肢体不自由教育及び重複障害のある子供の教育の現状を押さえ，児童生徒の実態に応じた教育課程や指導内容・方法について事例研究や
映像教材等も活用しながら構成する。

授業の方法
授業は、教科書を輪読し、パワーポイント及び配付資料で教科書の内容を確認するとともに、思考・考察、意見交換、討議等の活動を行う。また、教育の実際場面
のＤＶＤを視聴しレポートにまとめたり、指導事例に基づいて指導案を作成し模擬授業を行う等で、総合的に教育の方法を取得させる。レポーや模擬授業について
はコメントによりフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

　○ プレゼンテーション

　○ 模擬授業

　○ ディスカッション

　○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
肢体不自由者の障害特性に応じた指導を効果的に行うために必要な知識を積極的に学ぶ姿勢で臨むこと。
また，重複障害児指導事例集等の事例に基づく指導案の作成と模擬授業の実施及びレポート提出を求めるので，授業を欠席することのないよう留意すること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

肢体不自由教育Ⅱの理解

肢体不自由教育Ⅱの思考・
判断・表現

授業への参加態度・姿勢

肢体不自由教育Ⅱについて
、学修した知識・技能を基
盤に、さらに学修を深めよ
うとすることができた。

肢体不自由教育Ⅱについて
、必要な知識・技能を理解
することができた。

肢体不自由教育Ⅱについて
、一定程度の理解ができた
。

肢体不自由教育Ⅱについて
、一部理解することががで
きたが、さらに学修が必要
である。

肢体不自由教育Ⅱについて
、積極的に思考・判断し、
自ら表現を工夫して活動す
ることができた。

肢体不自由教育Ⅱについて
、思考・判断し、自ら表現
することができた。

肢体不自由教育Ⅱについて
、思考活動に取り組み表現
しようとすることができた
。

肢体不自由教育Ⅱについて
、思考しようとする様子は
見られるが、さらに努力を
必要とする。

肢体不自由教育Ⅱにかかわ
る思考・判断・表現につい
て必要な取り組みができな
かった。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業への関心の低さが見ら
れた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』 2018年

2 文部科学省 海文堂出版 978-4-303-12424-3『特別支援学校幼稚部教育要領　小学部・中学部
学習指導要領』

平成29年

3 文部科学省 開隆堂出版 978-4-304-04229-4『特別支援学校学習指導要領解説総則編』 平成30年

4 文部科学省 開隆堂出版 978-4-304-04231-7『特別支援学校学習指導要領解説自立活動編』 平成30年

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 肢体不自由教育Ⅱ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123119（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由教育及び重複障害教
育）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ４０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

674－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明及び肢体不自由者・重複障害者の教
育の概要 シラバスを確認しておくこと （90分）

2 肢体不自由者の教育内容と教育支援法 教科書の「肢体不自由児に応じた教育課程の編成」
を事前に読んでおくこと（90分） 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

教科書の「各教科等の指導の工夫」を事前に読んで
おくこと（90分）3 肢体不自由者のコミュニケーション支援（ １ ）

ことばの獲得のプロセスと支援 配付資料に基づき復習しておくこと（90分）

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「各教科等
の指導の工夫」を事前に読んでおくこと（90分）

肢体不自由者のコミュニケーション支援（ ２ ）
コミュニケーション手段と支援4

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「重複障害
児指導事例集」を事前に読んでおくこと（90分）重複障害児の教育の意義5

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「重複障害
児指導事例集」を事前に読んでおくこと（90分）重複障害児の教育の内容と方法6

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「重複障害
児指導事例集」を事前に読んでおくこと（90分）重複障害のある幼児児童生徒の指導事例（１）7

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「重複障害
児指導事例集」を事前に読んでおくこと（90分）重複障害のある幼児児童生徒の指導事例（２）8

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）教科書の「重複障害
児指導事例集」を事前に読んでおくこと（90分）重複障害のある幼児児童生徒の指導事例（３）9

10 ＤＶＤの視聴及びレポートの作成 配布した資料を事前に読んでおくこと（90分） ＤＶＤ視聴時のメモを元に整理する（90分）

重複障害児指導事例集に基づいた指導案を作成する
（90 分）

配布した資料に基づき指導案について事前に調べて
おくこと（90分）

肢体不自由教育の教育課程と指導案作成のポイント
及び指導の工夫（１）　　　　 ～題材（目標）の
決定，題材設定の理由，全体指導計画～

11

重複障害児指導事例集に基づいた指導案を作成する
（90 分）

配布された指導案を事前に読んでおくこと （90 分
）

肢体不自由教育の指導案作成のポイントと指導の工
夫（２）　　　　　　　　　　　～本時の目標・本
時の展開と配慮事項，評価～

12

指導案を修正する （90 分）配布された指導案を事前に読んでおくこと （90 分
）

肢体不自由教育の指導案に基づく指導の工夫（１）
模擬授業13

指導案を修正する （90 分）配布された指導案を事前に読んでおくこと （90 分
）

肢体不自由教育の指導案に基づく指導の工夫（２）
模擬授業14

配付資料に基づき復習しておくこと（90分）
教科書の「肢体不自
由児の発達と実態把握」を事前に読んでおくこと
（90 分）

肢体不自由教育の指導案作成のポイントと評価の方
法・まとめ15

検討の結果を見直す(90分)指導案や模擬授業の振り返り(90分)指導案および模擬授業について検討会16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配付資料に基づいて、年間の授業内容の見通しを立
てる（90分）

科目名称 肢体不自由教育Ⅱ

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE123119（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験を活かして、今日的な教育課題（肢体不自由教育及び重複障害教
育）について指導する。

基本情報

開講時期



知識・技能の基礎的内容に
ついて理解できなかった。
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ルーブリック

評価項目

1 ジアース教育新社 ジアース教育新社 978-4863712973

概要

履修目標
病弱教育の教育課程及び支援の方法を理解し、教育課程の枠組みを踏まえ、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成する意義と方法を理解する。病弱・身体
虚弱教育に必要な基本的な知識と健康や病気の状態に応じた指導の在り方等の知識を取得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
病弱・身体虚弱児教育の教育課程、指導内容・方法等についての基礎的知識を理解することができる。

授業全体の内容と概要
病弱・身体虚弱児の健康や病気の状況に応じた教育課程や指導内容・方法、医療機関との連携、医療的ケアの在り方等について構成する。

授業の方法
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して考察、意見交換、発表等の一連
の活動を行う。授業ではパワーポイント及び配布物（レジメ）で実施し、資料にて説明した後、グループワーク等でグループ協議を行う。また具体的な事例の
ＶＴＲ教材視聴後のレポート提出を行う。レポート等については、コメントにてフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は欠席とし、遅刻３回で欠席１回とみなします。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

病弱教育の基礎的な知識・
技能の習得

病弱教育に関する思考・判
断・表現

授業への参加態度・姿勢

知識・技能についての基礎
的内容について高い関心を
もって理解し、さらに深め
ることができた。

知識・技能の基礎的内容に
ついて関心をもって理解し
、学修できた。

知識・技能の基礎的内容に
ついてほぼ学修できた。

知識・技能について不十分
ながら理解することができ
た。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで工夫して積極的に表
現できた。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで意欲的に表現できた
。

テーマに基づき、積極的に
思考・判断し、個人やグル
ープで表現できた。

テーマに基づき、思考・判
断し、個人やグループで取
り組もうとした。

テーマの受け止め方が不十
分で思考・判断に課題がみ
られ，表現できなかった。

授業に非常に積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低い面がみ
られた。

授業への態度に課題があり
，参加できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「特別支援教育の基礎・基本」（新訂版）』 2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 病弱教育

専門科目科目分類区分

高橋　健剛（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122120（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）高橋　健剛 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験から、その経験を活かして具体的な実践例を中心に各特性等の理
解を図り、さらに教育実習にも必要な内容を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ２０％ ０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバス説明とオリエンテーション～病弱教育とは 教科書から「病弱教育」についての課題を整理する
（９０分）

2 病弱教育の歴史的変遷 教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）3 病弱教育の特別支援学校・特別支援学級 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）病弱特別支援学校・特別支援学級の教育課程4

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）個別の指導計画と個別の教育支援計画5

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）病気の理解と指導１　教科指導6

重要な語句や内容の整理とレポートの作成（９０分
）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）病気の理解と指導２　教科外指導7

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

病気の理解と指導３　慢性疾患と総合的な学習の時
間8

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）病気の理解と指導４　重症心身障害と自立活動9

10
病気の理解と指導５　領域・教科を合わせた指導
（１）
（生活単元学習と遊びの指導）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分） 重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

病気の理解と指導６　領域・教科を合わせた指導
（２）
（日常生活指導と作業学習）

11

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）児童虐待と心身の発達12

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

医療機関との連携，医療的ケア（１）
（学校における対応について）13

重要な用語や事柄等をノートに整理する（９０分）教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）

医療機関との連携，医療的ケア（２）
（今後の課題について）14

重要な語句や内容の整理とレポートの作成（９０分
）

教科書の該当部分を読んでおくことと課題を整理す
る（９０分）就学指導と進路指導の今日的課題15

試験の結果を見直す（９０分）講義内容の重要事項について整理しておくこと
（９０分）

定期試験（６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説する。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

課題についてノートに整理し、シラバスで確認する
こと。（９０分）

科目名称 病弱教育

専門科目科目分類区分

高橋　健剛（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122120（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）高橋　健剛 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験から、その経験を活かして具体的な実践例を中心に各特性等の理
解を図り、さらに教育実習にも必要な内容を指導する。

基本情報

開講時期



「準備学習」への取り組み
が不十分で、資料の活用、
ミニレポートによる学びの
向上ができなかった。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
特別支援教育の教師を目指すため、視覚障害の特性の理解と、学習上・生活上の困難を改善・克服する教育についての基本的知識を習得し、視覚障害教育に携わる
者の意欲・態度等の基本的資質について学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞２．のに対応する。

到達目標
視覚障害の特性を、眼疾・心理学的面、視覚障害者の歴史、職業、学校制度から基本的理解ができ、学ぶ内容を述べることができる。また、視覚障害による学習上
・生活上の困難の理解を基に、改善・克服して視覚障害者が自立・社会参加できるための教育について基礎的知識を習得する意欲を高めることができ、視覚障害教
育に携わる者として意欲・態度の資質を養うことができる。

授業全体の内容と概要
１.準ずる教育としての視覚障害教育を、心理学的特性と学習上・生活上の困難な事項を基に、その指導内容・方法は主として「自立活動」から学ぶ構成とする。
２.視覚障害者の教育をその歴史・学校制度から理解し、教育機関・指導者の役割を考察する。
３.具体的な理解を図るため、点字・歩行の基礎技術の実技・疑似体験・視覚教材視聴等の構成とする。

授業の方法
１.「準備学習」を重視する。事前に配布する資料に基づく「テスト形式」の予習、「なぜ学ぶことが必要か？」のミニレポートにより、視覚障害教育に携わる者と
しての基本的知識、意欲、態度の認識を深め、なお、レポートは評価並びにコメントを記入し、フィードバックする。
２.講義では、各項目の特徴を明らかにすることを重視し、質問・プレゼン・ディスカッションを取り入れる。
３.歩行か点字（希望により選択）の基礎技能の習得を毎回実施する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１.「準備学習」の「小テスト形式の課題」・「学ぶ理由のミニレポート」は事前に資料を配布するので、講義の前に必ず提出すること。
２.「歩行」・「触察」時にアイマスクを使用するので、衛生面上、必ず各自で準備すること。
３.「歩行」時は階段の上り下りがあるので、服装や靴など動きやすいものを準備すること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

準備学習

視覚障害教育の指導内容・
方法等についての理解

視覚障害教育の関心・意欲
・態度

「準備学習」に意欲的に取
り組み、提出物は高度な理
解が溢れ、「なぜ学ぶのか
？」のミニレポートも正し
く把握し、自らの考えが適
切である。

「準備学習」に努め、提出
期限も守り、基本的理解が
身につき、ミニレポートも
次第に的確となってきた。

「準備学習」に努めてきて
、いるが、資料の活かし方
にも慣れ、ミニレポートの
書き方が上達した。

「準備学習」に努めてきて
、資料の活かし方ができる
ようになってきた。ミニレ
ポートの表現が適切になっ
た。

視覚障害教育の指導内容・
方法等について、意欲的に
学び、興味・関心を高め、
自ら課題をみつけ調査した
り、要点をまとめた。

視覚障害教育の指導内容・
方法等について、良く学び
基本的理解が十分身につい
た。

視覚障害教育について、学
ぶ意欲が高まってきて、基
本的理解が身につくように
なった。

視覚障害教育について学び
、基本的理解への努力が見
られるようになった。

視覚障害者の教育について
、学び、基本的理解の努力
が示されなかった。

視覚障害者の教育に携わる
者として、意欲・態度の資
質が応答・発表等に著しく
みられた。

視覚障害者の教育に携わる
者として、意欲・態度の資
質が応答・発表等に十分に
みられた。

視覚障害者の教育に携わる
者として、意欲・態度の資
質が応答・発表等にみられ
た。

視覚障害者の教育に携わる
者としての意欲が次第に高
まった。

視覚障害者の教育に携わる
者としての意欲・態度が応
答・発表にみられなかった
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 香川　邦生ほか 慶應義塾出版 978-4-7664-2367-9

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『視覚障害教育に携わる方のために』 ２０００年

2

3

4

5

科目名称 視覚障害教育総論

専門科目科目分類区分

酒井　宏三（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122121（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）酒井　宏三 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

特別支援学校や教育行政における勤務経験を活かして、視覚障害教育に関する諸事項を講義
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数及び「準備学習」期日提出は１０回以上とする。
・「準備学習」や課題への意欲・態度、レポートの内容・書き方、質問・発表により評価する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ４０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

678－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション
　・授業計画（シラバス）の説明と大事にしたいこ
と

シラバスを読んでおくこと。（９０分）

2
視覚障害者の理解①
　・視覚障害者の職業自立
　　　　「三療で生きる！三療しかない？」

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

3
視覚障害者の理解②
　・視覚障害者の観方の変遷
　　　　「日本特有の自立の場とは？」

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

ミニレポートの作成。（９０分）
提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

視覚障害者の理解③
　・眼の機能と視機能障害
　　　　「あなたも、江戸時代なら障害者？」

4

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

視覚障害者の理解④
　・眼の疾病と配慮事項
　　　　「知らないことは、罪？」

5

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

視覚障害教育の制度
　・教育制度と就学
　　　「通って、学んで、良かった！」

6

ミニレポートの作成。（９０分）
提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

視覚障害の心理学的特性と学習上・生活上の困難
　・改善、克服するために
　　　「部分的な情報収集とは？」

7

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

教育課程と配慮事項
　・五つの配慮事項
　　　「準ずる教育と障害の改善克服？」

8

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

自立活動の指導①
　・指導目標と指導内容
　　　「”予測・確かめ”の習熟とは？」

9

10
自立活動の指導②
　・空間概念の指導
　　　「ここ、あそこって、どっち？」

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

ミニレポートの作成。（９０分）

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

自立活動の指導③
　・歩行地図と歩行指導
　　　「安全な一歩から地図を描き、世界へ！」

11

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

自立活動の指導④
　・点字の系統的指導
　　　「触って読む点字で心を広げる！」

12

ミニレポートの作成。（９０分）
提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

自立活動の指導⑤
　・アクティブタッチと図形指導
　　　「○って、こう描くんだったよね！」

13

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）

提供資料による「小テスト形式の課題」・「視覚障
害教育に携わる者の学ぶ内容」（ミニレポート）。
（９０分）

自立活動の指導⑥
　・弱視の特性と早期教育
　　　「見えるって、見えてること？」

14

講義内容の理解を深め、資料・ノートをまとめてお
くこと。（９０分）学習内容について調べておくこと。（９０分）

教科指導と指導方法
　・視覚障害教育の課題
　　　「見たことないもの、作られへん！」

15

解説・フィードバックを受けて講義全体を振り返る
こと（９０分）

重要事項から選択したテーマを発表できるよう原稿
・教材を作成すること。（９０分）重要事項の発表と課題に対する解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ミニレポートの作成。（９０分）

科目名称 視覚障害教育総論

専門科目科目分類区分

酒井　宏三（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

SNE122121（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）酒井　宏三 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

特別支援学校や教育行政における勤務経験を活かして、視覚障害教育に関する諸事項を講義
する。

基本情報

開講時期



聴覚障害教育に係る基礎的
な知識・技能の習得や, そ
の内容説明ができなかった
。

679－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
聴覚障害者の心理・生理・病理面からの考察を基盤として, 我が国の聴覚障害教育の全体像を把握するとともに, 聴覚障害児の発達と各段階における教育内容・方
法について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
聴覚障害の特性と発達及び教育内容の特徴を理解し, 説明するとともに, テーマに即して, 限られた時間内でレポートを記述できる。

授業全体の内容と概要
聴覚障害の特性をおさえた上で, 聴覚障害の種類・程度による発達的特性及びコミュニケーション能力と環境との関係性について具体的な事例を取り入れて構成す
る。また, 毎回設定する「授業テーマ」をもとに, 思考・考察, 意見交換, 討論, 発表等の一連の活動を行う。

授業の方法
授業は, パワーポイント及び配布物資料で実施し, 資料にて説明した後，　グループワークにてグループ発表, レポート提出（15回）を行う。なお, レポートは評
価並びにコメントを記入し，　フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職科目（特別支援教育）であることから, 遅刻や欠席をしないように努めること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

聴覚障害の特性と教育内容
の習得

授業テーマに関するレポー
トの記述

授業への参加態度・姿勢

聴覚障害教育に係る知識・
技能を積極的に習得し, そ
の内容を的確に説明できた
。

聴覚障害教育に係る知識・
技能を習得し, その内容を
説明できた。

聴覚障害教育に係る基礎的
な知識・技能を習得し, そ
の内容を説明できた。

聴覚障害教育に係る基礎的
な知識・技能を習得し, そ
の内容をほぼ説明できた。

テーマに基づき,
的確な思考力・判断力のも
と, 論理的な内容で, 時間
内に記述できた。

テーマに基づき, 思考力・
判断力を活かした内容で,
時間内に記述できた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 思考力・判断力
のもと,時間内に記述でき
た。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で, ,ほぼ時間内に記述で
きた。

テーマに基づき, 資料を参
考にして, 自分なりの考え
で, ,時間内に記述できな
かった。

授業に主体的・積極的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心を持って参加す
ることができた。

授業にほぼ関心を持って参
加することができた。

授業に関心を持って参加す
ることができなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1 中野善達 田研出版 978-4860890186

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『聴覚障害教育の基本と実際』 2008

2

3

4

5

科目名称 聴覚障害教育総論

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122122（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 聴覚障害教育に係る今日的な
課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ４０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

680－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明, 耳の役割 授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努めるこ
と。（90分）

2 特別支援学校（聾学校）の教育の実際 次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）3 聴覚障害児が受ける教育の場 講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して

おくこと。（90分）

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聞こえのしくみと聴覚障害の分類4

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聴力検査の実際5

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）オージオグラムと聴力型6

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）補聴器と人工内耳7

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聴覚障害児の発達的特性8

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聴覚障害幼児の言語発達9

10 聴覚障害教育の歴史的経過（１）～欧米について 次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）聴覚障害教育の歴史的経過（２）～日本について11

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聴覚障害教育における教育課程12

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）聴覚障害者のコミュニケーション手段13

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 専門用語の意味を理解して
おくこと。（90分）特別支援教育への転換と障害児の教育形態14

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

次回授業範囲を予習し, 関連する資料の収集に努め
ること。（90分）保護者への支援, まとめ15

試験の結果を見直す。（90分）講義資料等で講義内容を整理する。（90分）定期試験（60分の試験終了後, 残りの30分で解説を
行う。）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義資料,授業 レポートをファイル化し, 復習して
おくこと。（90分）

科目名称 聴覚障害教育総論

専門科目科目分類区分

荒木　広式（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122122（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）荒木　広式 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場や教育行政の経験のある教員がその経験を活かして, 聴覚障害教育に係る今日的な
課題への対応を指導する。

基本情報

開講時期



発達障害等のある子どもの
状態像、行動特徴について
、理解が不十分である。

681－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学習障害、注意欠陥多動性障害等の心理、病理、行動特性及び認知特性の基本的な知識について理解するとともに、その特性等に応じた教育内容、方法等、教育を
進める上で必要な知識、配慮事項等を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．と６．と７．に対応する。<履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
学習障害、注意欠陥多動性障害等の心理、病理、行動特性及び認知特性の基本的な知識について理解する。

授業全体の内容と概要
発達障害等のある子どもに対する望ましい教育の在り方に関して、実態把握の方法や評価、障害の程度に応じた指導内容・方法の在り方、教育環境の工夫や家庭と
の連携について、視聴覚メディア等を活用した授業とする。

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式で行う。内容により、ワークショップ形式のグループワークや課題解決学習等も組み入れる。
また、レポート提出、確認テスト等を実施し、フィードバックとしてレポート提出に対してはコメント等、確認テストには回収後に解説、説明を行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や小テストを実施するため、授業の欠席がないようにすること。

資格指定科目
教職課程（特別支援）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

発達障害等のある子どもの
状態像の理解

発達障害等のある子どもへ
の教育的対応についての思
考・判断・表現

授業への参加態度・姿勢

発達障害等のある子どもの
状態像、行動特徴について
、十分に理解し、学修した
知識を基盤に、周辺の他障
害についても発展的に理解
を深めた。

発達障害等のある子どもの
状態像、行動特徴について
、十分に理解を深めた。

発達障害等のある子どもの
状態像、行動特徴について
、一定程度、理解できた。

発達障害等のある子どもの
状態像、行動特徴について
、部分的に理解できたが、
さらに学修が必要である。

発達障害等のある子どもへ
の配慮、教育的な対応につ
いて、十分に理解し、学修
した知識を基盤に、周辺の
他障害への対応についても
思考・判断・表現力を高め
た。

発達障害等のある子どもへ
の配慮、教育的な対応につ
いて、十分に思考・判断・
表現力を高めた。

発達障害等のある子どもへ
の配慮、教育的な対応につ
いて、一定程度の思考・判
断・表現力を高めた。

発達障害等のある子どもへ
の配慮、教育的な対応につ
いて、部分的に思考・判断
・表現力を高めたが、さら
に学修が必要である。

発達障害等のある子どもへ
の配慮、教育的な対応につ
いて、思考・判断・表現力
の高まりが不十分である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 原　仁 合同出版 978-4-7726-1382-8

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新版子どもの発達障害事典』 2014年

2

3

4

5

科目名称 発達障害等教育総論

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122123（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に関する今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、10回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ １０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

682－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（90分）

2 発達障害等の状態像の概要について 発達障害の用語や概念を調べておくこと (90分)発達障害等について概要と重要事項を整理すること　(90分)

発達障害児の診断基準を調べておくこと　   　(90
分)3 高機能自閉症･学習障害･注意欠陥多動性障害の定義

と診断基準等 授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)発達障害等の行動特徴を調べておくこと 　 （90分
）

高機能自閉症･学習障害･注意欠陥多動性障害の行動
の特徴や原因4

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)高機能自閉症の行動の特徴を調べておくこと  (90
分)発達障害等のある子の特徴的な心理･生理等の症状5

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)学習障害児の特徴的な症状について調べておくこと
　　　学習障害児の特徴的な心理･生理等の症状6

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)特徴的な症状について調べておくこと　　　　
(90分)

注意欠陥多動性障害のある子の特徴的な心理･生理
等の症状7

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)望ましい配慮と対応についてまとめておくこと (90
分)

知的障害を伴う発達障害等の子への望ましい配慮と
対応8

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)望ましい配慮と対応についてまとめておくこと (90
分)高機能自閉症児との望ましい配慮と対応9

10 学習障害児への望ましい配慮と対応 望ましい配慮と対応についてまとめておくこと (90
分) 授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)望ましい配慮と対応についてまとめておくこと (90
分)注意欠陥多動性障害児への望ましい配慮と対応11

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)各障害に応じた実態把握にはどのような方法がある
か事前に調べておくこと　　　　 (90分)

発達障害児の発達や行動特徴等についての実態把握
の方法12

授業内容の概要と重要事項を整理すること(90分)個別の教育支援計画等の作成方法等を調べておくこ
と(90分)個別の教育支援計画･個別の指導計画の作成13

授業内容の概要と重要事項を整理すること(90分)職業教育や進路指導在り方について調べておくこと
(90分)発達障害児に対する職業教育と進路指導の在り方14

授業内容の概要と重要事項を整理すること　(90分)社会生活上、効果的な支援、環境について調べてお
くこと (90分)発達障害児を取り巻く環境及び支援の方法15

結果を自己採点し、疑問点をまとめておくこと(90
分)

講義内容を整理しておくこと　　　　　　　　（90
分）

【定期試験】60分の試験終了後、残りの30分で解説
を行う16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を整理すること(90分)

科目名称 発達障害等教育総論

専門科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

SNE122123（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 2 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に関する今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期



インターネットやメール，
ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS)を使う際
，情報倫理を最低限守ろう
としているが，適切でない
。

683－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
受講学生は，第4次産業革命が急速に進み，あらゆる場面でAIが行うような時代になりつつあり、、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題も克服できる
得る社会の変革（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、共通して求められる力とは何なのか、社会を
牽引していくためにどのような人材が必要とされているかを考察する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
社会福祉分野でも情報技術が不可欠であることを認識し，卒業論文作成や情報検索による資料収集が，コンピュータ及びインターネットを駆使して安全にかつ確実
にできる。また，電子メールやSNSを利用する際のマナーやルールを遵守し，セキュリティの重要性を認識できる。

授業全体の内容と概要
最近のインターネット・マルチメディア技術の動向や社会福祉分野へのインターネット活用事例を提示し， 情報社会の中でコンピュータをツールとして積極的に活
用するための技術や知識について理解を図る。ま た，福祉国家としてフィンランドを取り上げ，先進的な情報社会と福祉国家の両立を目指すフィンランド・ モデ
ルについて概観する。

授業の方法
講義ノートをオフィス３６５の「クラスノート」で受講者全員に配布し，パワーポイント及び「クラスノート」 等をプロジェクターまたは大型液晶画面にて提示し
て，直感的理解が深まるように配慮する。 オフィス３６５の「フォームズ」にて作成したアンケートや，理解度チェックの確認テストを実施し、フィードバックと
して回収後、回答の解説を行う。 与えた課題テーマに対して，パソコン及びスマホでインターネット検索して，課題解決に繋げる努力を促したい。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
遅刻しないこと。授業には真剣にかつ集中して臨み，私語はしないこと｡挨拶を心がけること。レポート課 題は，期限厳守。なお，レポート課題・提出方法及びC室
における授業時間中に指示するので，授業を欠席 することのないよう留意すること。パソコンだけでなく，個人のスマホによるオフィス３６５への接続・利用を許
可し ている。オフィス３６５アカウントにてサインインすると，無償でオフィスプロプラス最新版をインストールできるの で，ぜひ活用して頂きたい。ワードや
エクセルだけでなく，クラウドサービスとして提供されているオフィス３６５のツールも活用できるようになって頂きたい。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ICTスキル（情報倫理）

情報リテラシー

情報整理（資料作成）

インターネットやメール，
ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS)を使う際
，情報倫理を適切に守るこ
とができる。

インターネットやメール，
ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS)を使う際
，情報倫理をある適度守る
ことができる。

インターネットやメール，
ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS)を使う際
，情報倫理を最低限守るこ
とができる。

インターネットやメール，
ソーシャルネットワーキン
グサービス（SNS)を使う際
，情報倫理を守ることがで
きるが，適切ではない。

PCを用い，情報を分析・解
釈し、その結果を適切に分
かりやすく図や表に表すこ
とができる。

PCを用い，情報を分析・解
釈し、その結果をある適度
分かりやすく図や表に表す
ことができる。

PCを用い，情報を分析・解
釈し、その結果を最小限図
や表に表すことができる。

PCを用い，情報を分析・解
釈し、その結果を図や表に
表すことができるが，適切
ではない。

PCを用い，情報を分析・解
釈し、その結果を図や表に
表すことができない。

PCを用い，適切で分かりや
すい資料等が作成できる。

PCを用い，ある程度分かり
やすい資料等が作成できる
。

PCを用い，最低限資料等が
作成できる。

PCを用い，資料等が作成で
きるが，適切でない。

PCを用い，資料等が作成で
きない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 情報社会と福祉

専門科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

LIH122127（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１１回以上とします。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ５０％ ２０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

684－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバスの説明）
 Office365メールアカウントの確認
 最近のインターネット技術動向 （家庭）

メールアカウントの確認（９０分）

2 最近のインターネット技術動向 （社会） クラスノートの予習 （９０分） 毎回の授業内容チェック（９０分）

クラスノートの予習 （９０分）3 最近のインターネット技術動向 （企業） 毎回の授業内容チェック（９０分）

毎回の授業内容チェッ（９０分）クラスノートの予習 （９０分）社会福祉分野へのインターネット活用事例 （家庭
）4

毎回の授業内容チェック （９０分）クラスノートの予習 （９０分）社会福祉分野へのインターネット活用事例 （社会
）5

毎回の授業内容チェック（９０分）クラスノートの予習 （９０分）社会福祉分野へのインターネット活用事例 （社会
福祉 分野）6

毎回の授業内容チェック（９０分）クラスノートの予習 （９０分）クラウドサービスの活用 その１(Microsoft編)7

毎回の授業内容チェック （９０分）クラスノートの予習 （９０分）クラウドサービスの活用 その２（Google編）8

毎回の授業内容チェック（９０分）クラスノートの予習 （９０分）クラウドサービスの活用 その３（Amazon編）9

10 情報社会における障害者支援（家庭） クラスノートの予習 （９０分） 毎回の授業内容チェック（９０分）

毎回の授業内容チェック（９０分）クラスノートの予習 （９０分）情報社会における障害者支援 (社会)11

毎回の授業内容チェック （９０分）クラスノートの予習 （９０分）情報社会における障害者支援 （社会福祉分野）12

毎回の授業内容チェック （９０分）クラスノートの予習 （９０分）福祉情報技術の動向 （クラウドサービス）13

毎回の授業内容チェック（９０分）クラスノートの予習 （９０分）福祉情報技術の動向 （障害に応じたサービス）14

毎回の授業内容チェック （９０分）クラスノートの予習 （９０分）福祉情報技術の動向（５G以降のサービスの変化）15

授業全体の振り返り （９０分）これまでの授業のまとめを しておくこと（９０分
）まとめ（課題提出及びFormsによる確認試験）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

メールの送受信・確認（９０分）

科目名称 情報社会と福祉

専門科目科目分類区分

舟橋　誠（経営学科・特任准教授）授業担当者（所
属・職名）

LIH122127（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）舟橋　誠 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



教育方法理論について、理
解が不十分であった。

685－ －

ルーブリック

評価項目

1 柴田義松・山崎準二編 学文社 978-4-7620-2869-4

概要

履修目標
教師がもつべき専門的教養の中核となる教育の方法と技術について、現実的な課題を整理しながら、実践的技術を解明するため知識を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．と５．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
児童生徒に正しい効果的な学び方を指導し、自ら学ぶ力をつけさせる方法論を会得し、具体的に述べる。

授業全体の内容と概要
各回のテーマに基づき必要な事項を講義するとともに、主体的・対話的で深い学びを実現するため、テーマに関連する事項に関して思考・考察、意見交換発表等の
一連の活動を行う。内容は、児童生徒理解、カリキュラム、授業づくり、学力と教育評価等について扱う。

授業の方法
教科書を輪読し、パワーポイント及び配布物資料で教科書の内容を確認するとともに、テーマに関する事項について、思考・考察、意見交換、討議、発表等の一連
の活動を行うなどして、総合的に教育の方法を取得させる。グループワークにて発表及びレポート提出も行う。なお、グループワーク発表、レポートにはコメント
にてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
教職を目指す学生としてふさわしい受講態度で履修すること。

資格指定科目
教職課程（全教科）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教育方法理論の理解

教育技術の思考・判断・表
現

授業への参加態度・姿勢

教育方法理論について、学
修した知識・技能を基盤に
、さらに学修を深めようと
することができた。

教育方法理論について、意
欲的に学び、必要な知識・
技能を理解することができ
た。

教育方法理論についての知
識・技能を理解できた。

教育方法理論についての知
識・技能を一定程度理解で
きた。

教育技術について積極的に
思考・判断し、自ら表現を
工夫して活動することがで
きた。

教育技術について思考・判
断し、自ら表現することが
できた。

教育技術について、思考活
動に取り組み、表現しよう
とすることができた。

教育技術について、一定程
度思考活動に取り組み表現
しようとした。

教育技術について、思考・
判断・表現について必要な
取り組みができなかった。

授業にとても積極的に参加
することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が一定程度み
られた。

授業への参加態度に課題が
あった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『教育の方法と技術　第三版』 2019

2

3

4

5

1 文部科学省 東山書房 978-4827815580

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『中学校学習指導要領(平成29年3月告示）』 2018

2 文部科学省 東山書房 978-4827815672『高等学校学習指導要領(平成30年3月告示）』 2018

3

4

5

科目名称 教育方法論

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）
　藤根　収（社会福祉学科・特任教授）

授業担当者（所
属・職名）

EDU242099・EDU342096・EDU442112・
EDU542125（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択（教職課

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（教育方法
）について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ２０％ ０％ ０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

686－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション
～シラバスの説明、教育方法論の概要～ シラバスを確認しておくこと。（９０分）

2
教育方法学の歴史①
・ソクラテス法，コメニウスの教授法の特質、ルソ
ーの教育方法史上の位置ほか

指定した教科書の「問題１～５」を事前に読んでお
くこと。　（９０分） 配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）

指定した教科書の「問題６～９」を事前に読んでお
くこと。　（９０分）3

教育方法学の歴史②
・２０世紀初頭の新教育運動、集団主義教育と総合
技術教育の思想ほか　

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題１０～１２」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）現代社会と教育4

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題１３～１４」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）学校の現在と学校論5

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題１５～１６」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）教育改革の内容6

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題１７～１８」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）

カリキュラム①
・児童中心カリキュラム、学問中心カリキュラムほ
か

7

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題１９～２３」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）

カリキュラム②
・子どもの発達段階と教育との関係、「総合的な学
習の時間」の意義と課題ほか

8

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題２４～２９」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）

カリキュラム③
・「教科書を教える」と「教科書で教える」、プロ
グラム学習ほか

9

10 授業論（授業の構造、学習指導案、発問等）　 指定した教科書の「問題３０～３５」を事前に読ん
でおくこと。（９０分） 配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題３６～３９」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）授業改善と情報機器の活用11

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題４０～４８」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）授業改善と視聴覚教材の活用12

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題４９～５４」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）

模擬授業（学習指導案、板書とノート指導、机間巡
視）13

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題５５～６０」を事前に読ん
でおくこと。（９０分）

学力と教育評価①
・相互評価と絶対評価、自己評価、「到達目標と方
向目標」

14

配付資料に基づき復習しておくこと。（９０分）指定した教科書の「問題６１」を事前に読んでおく
こと。（９０分）

学力と教育評価②
・指導要録、障害のある児童・生徒の教育、ＬＤ（
学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）ほ

15

試験の結果を見直す。（９０分）指定した教科書や講義内容について整理しておくこ
と。　（９０分）定期試験（６０分の試験後、残りの３０分で解説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布資料に基づき「教育方法論」について概念を確
認すること。（９０分）

科目名称 教育方法論

専門科目科目分類区分

坂上　俊樹（社会福祉学科・特任教授）
　藤根　収（社会福祉学科・特任教授）

授業担当者（所
属・職名）

EDU242099・EDU342096・EDU442112・
EDU542125（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）坂上　俊樹 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校現場における教員経験がある教員がその経験を活かして、今日的な教育課題（教育方法
）について指導する。

基本情報

開講時期



出席回数が決定的に不足し
ている学生でレジメの意義
を理解できなかった。

687－ －

ルーブリック

評価項目

1 岡　義武 岩波書店

概要

履修目標
速読法の取得。テーマと論点を明記するレジメの作成能力の構築。正しい本の読み方を身につければ、知識はそれについてくることが実感できる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．と４．に対応する。

到達目標
明治以降の近代日本の政治制度の特色を理解し、戦後の政治体制との類似性と相違性を考える

授業全体の内容と概要
岡義武著『近代日本の政治家』を読むことで、明治維新から第二次世界大戦直前までの代表的政治家を考察し、戦前の日本政治の特色と問題点の解明を目指します
。各時代の代表的な政治家を理解し、その周辺にあった問題を的確に把握し、漠然とした歴史像ではなく、象徴的な問題点と関連させて歴史を見る目を養ってもら
いたい。

授業の方法
講義の前半の６０分弱を通常の講義にあて、残りの３０分は各学生が講義内容について何が理解でき、何がわからなかったかを論述してもらいます。３週ないし４
週に一度、書き出したメモ書きの提出を求めます。毎回出席して、メモ書きさえ出せば、単位習得可能の講義とします。わからなかったことについて黒板に書き出
すことを求めます。それを前提として、事象について議論します。学生の数人に対して、次週の章について、テーマ、論点を整理したレジメの作成を求めることも
します。わからなかったことについての積極的な調査と発表を歓迎します。学生の数人に対して、次週の章について、テーマ、論点を整理したレジメの作成を求め
ることもします。質問は随時受け付け、フィードバックします。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視します。１２回以上出席すれば、最低限の成績ではありますが、単位は取得可能と考えてください。（最低出席数は１０回とします。）講義の過程で、
自主的なレポートをする機会を設けます。その発表ひとつひとつが加点の機会だと考えてください。７回以上欠席した場合、特段の事由がない限り、不可とします
。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

速読法の理解

論点の把握

知識の習得

自主性

各章のレジメ作成を２時間
以内にすませられる。

各章のレジメ作成３時間以
内にすまられる。

レジメの作成の仕方が理解
できる。

レジメの意義を理解できる
。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマの把握、論点の整理
が一応できる。

テーマと論点がわかる。 テーマと論点が理解できな
かった。

適切な知識を身に着けてい
る。

適切な知識を身に着けてい
る。

最重要課題についての知識
を身に着ている。

必要最低限の知識はある。 必要最低限の知識を習得出
来なかった。

発表回数多数回以上を達成
した学生。

発表回数３回以上を達成し
た学生。

発表回数２回以上を達成し
た学生。

発表回数１回以上を達成し
た学生。

発表できなかった学生。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『近代日本の政治家』 2001年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 日本政治史

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL422059（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。授業開始後２０分以降の出席は受講回数から除外する（公共交通機関などの遅延の場合は例外とする）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

688－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 初代首相、伊藤博文 テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）3 初代首相、伊藤博文 復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）初代首相、伊藤博文4

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）民衆政治家、大隈重信5

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）民衆政治家、大隈重信6

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）平民宰相、原敬7

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）平民宰相、原敬8

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）平民宰相、原敬9

10 挫折の政治家、犬養毅 テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）挫折の政治家、犬養毅11

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）挫折の政治家、犬養毅12

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）最後の元老、西園寺公望13

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）最後の元老、西園寺公望14

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）最後の元老、西園寺公望15

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）まとめ　(レポートの解説、フィードバック)16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

復習（９０分）

科目名称 日本政治史

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL422059（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



明治維新政府の本質、封建
的経済制度の改廃、近代的
産業経済制度に対する理解
が最小必要限のレベルに達
しているとはいいがたい。

689－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
理論的・実証的に明治以降の日本経済の歴史的発展＝日本における資本主義発展の跡を学ぶことにより、日本資本主義の特徴を理解すること。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
欧米の資本主義に比べ、日本の資本主義の特徴は何かを把握すること

授業全体の内容と概要
Ⅰ資本主義の創始───明治初期，Ⅱ資本主義の発展───明治中期から大正前期まで，Ⅲ資本主義の動揺───大正後期から終戦まで

授業の方法
板書を中心とした講義形式で行う

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
板書が多いのできちんとノートをとり，その内容をしっかり理解しておくこと。

資格指定科目
教職科目（社会・地理歴史）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

明治維新の諸変革

明治における投資者・企業
家・労働者の形成

近代産業の創成

明治維新政府の本質、封建
的経済制度の改廃、近代的
産業経済制度に対する正確
で深い理解。

明治維新政府の本質、封建
的経済制度の改廃、近代的
産業経済制度に対する理解
がほぼ正確といってよいレ
ベルに達している。

明治維新政府の本質、封建
的経済制度の改廃、近代的
産業経済制度に対する理解
が大体において達成されて
いる。

明治維新政府の本質、封建
的経済制度の改廃、近代的
産業経済制度に対する理解
が部分的には不正確・あい
まいであるが、全体として
一応のレベルに達している
。

投資者・企業家・労働者の
出自、企業家の類型に対す
る正確で深い理解。

投資者・企業家・労働者の
出自、企業家の類型に対す
る理解がほぼ正確といって
よいレベルに達している。

投資者・企業家・労働者の
出自、企業家の類型に対す
る理解が大体において達成
されている。

投資者・企業家・労働者の
出自、企業家の類型に対す
る理解が部分的には不正確
・あいまいさがあるが、全
体として一応のレベルに達
している。

投資者・企業家・労働者の
出自、企業家の類型に対す
る理解が最小必要限のレベ
ルに達しているとはいいが
たい。

近代的鉱工業、時に繊維工
業、近代的運輸通信・商業
貿易・金融業の創成に対す
る正確で深い理解。

近代的鉱工業、時に繊維工
業、近代的運輸通信・商業
貿易・金融業の創成に対す
る理解がほぼ正確といって
よいレベルに達している。

近代的鉱工業、時に繊維工
業、近代的運輸通信・商業
貿易・金融業の創成に対す
る理解が大体において達成
されている。

近代的鉱工業、時に繊維工
業、近代的運輸通信・商業
貿易・金融業の創成に対す
る理解が部分的には不正確
・あいまいさがあるが、全
体として一応のレベルに達
している。

近代的鉱工業、時に繊維工
業、近代的運輸通信・商業
貿易・金融業の創成に対す
る理解が最小必要限のレベ
ルに達しているとはいいが
たい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 日本経済史

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECH422037（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
単位認定は試験の成績６０点以上（１００点満点）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

690－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 明治維新の変革 学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

2 紙幣整理と官業の払下げ 学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）3 投資者・企業家・労働者の形成 講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと

（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）近代産業の創成4

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）農業・水産業の状態5

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）近代鉱工業の発達6

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）農業および水産業の発達7

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）近代的運輸通信・貿易・貨幣制度・金融業の発達8

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）大企業と財閥の形成9

10 資本の輸入と輸出 学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）経営者及び労働者の状態11

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）恐慌の続発12

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）カルテルと財閥の発展13

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）農村経済の推移と労働者の状態14

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）事変・戦争期の日本経済15

試験および解説を受けて講義全体を振り返り整理す
ること（９０分）試験へ向けた準備を行うこと（９０分）定期試験

６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

科目名称 日本経済史

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECH422037（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



資本主義の生成に対しても
つ商品生産の意義が理解で
きていない。

691－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
西洋経済史の典型である近代イギリス経済史を資本主義発展の視点から勉強し、歴史的視角から資本主義の本質を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する

到達目標
資本主義発展の歴史を学ぶことにより、資本主義の本質を理解すること。
大切なのは、自分で疑問や興味をもったことについて自主的に調べ、勉強する態度を見につけること。

授業全体の内容と概要
Ⅰ　資本主義の発展段階　　　Ⅱ　封建制経済の分解過程　Ⅲ　小営業段階
Ⅳ　マニュファクチュア段階　Ⅴ　機械制大工業段階

授業の方法
板書を中心とした講義形式で行う

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
板書が多いのできちんとノートをとり，その内容をしっかり理解しておくこと。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

資本主義の発展段階

イギリス資本主義の歴史的
生成過程

封建制から資本主義への移
行

３つの発展段階を正確に理
解し、その根底を貫く価値
法則＝階層分解をポイント
として把握。

３つの発展段階の特徴をほ
ぼ正しく理解し、キーワー
ドの価値法則の意味も理解
。

３つの発展段階と価値法則
、商品生産、階層分解など
に対する理解が一定のレベ
ルにある。

最初の発展段階、小営業段
階において商品生産の経済
史的意義の理解。

農村と都市の対立、農村市
場の成立、農民的商品経済
の成立、農民層の分解、農
村工業の発展などへの正確
な理解。

農村と都市の対立、農村市
場の成立、農民的商品経済
の成立、農民層の分解、農
村工業の発展などへの正確
な理解し、特に農民的商品
経済の成立と農民層の分解
に対する理解が正確。

農民的商品経済の成立、農
民層の分解、農村工業の発
展などへの正確な理解。

イギリス資本主義の生成に
とって不可欠な農民的商品
経済の発展、農民層の分解
を理解。

イギリス資本主義の生成に
とって不可欠な商品経済の
発展、特に農民的商品経済
の発展の無理解。

資本主義の概念、封建制か
ら資本主義への移行の過程
、移行の形態について正確
な理解。

資本主義の概念、封建制か
ら資本主義への移行の過程
、移行の形態について正確
に理解し、特に資本主義の
概念と移行の過程について
の正確な理解。

資本主義の概念、移行の過
程と形態についての理解。

封建制から資本主義への移
行の過程と形態について理
解。

封建制から資本主義への移
行の過程と形態について理
解できていない理解できて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 西洋経済史

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECH422036（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
単位認定は試験の成績６０点以上（１００点満点）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

９０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

692－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 （序論）資本主義の発展段階（１）
－資本主義とは何か－

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

2 （序論）資本主義の発展段階（２）
－資本主義の発展段階－

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）3 封建制経済の構造 講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと

（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）都市の成立4

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）封建制経済の分解過程5

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）「民富」の成立6

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）都市の衰退と変質7

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）絶対王政の成立8

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）囲い込み運動9

10 マニュファクチュア段階の展開過程 学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）市民革命　（１）－革命へ－11

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）市民革命　（２）－市民革命－12

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）産業革命　（１）－農業革命・工業革命－13

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）産業革命　（２）－交通革命－14

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

学習内容に関連する専門用語の意味を経済学辞典等
で調べておくこと（９０分）近代資本主義社会の成立15

試験および解説を受けて講義全体を振り返り整理す
ること（９０分）試験へ向けた準備を行うこと（９０分）定期試験

６０分の試験終了後，残りの３０分で解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，ノートをまとめておくこと
（９０分）

科目名称 西洋経済史

専門科目科目分類区分

近藤　保義（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

ECH422036（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）近藤　保義 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



読み手に内容が伝わらない
。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本講義は、学生が北海道における産業の歴史的変遷について学ぶことを目的としている。北海道は明治政府によって計画的に開拓された土地であり、開拓者の苦労
や各産業の発展過程、各産業の特徴について理解することをねらいとしている。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
本講義修了時の達成目標は以下の通り。①北海道の産業における歴史的変遷の概要を自分の言葉で述べることができる。②北海道における各産業の特徴を自分の言
葉で述べることができる。③北海道における各産業の課題を自分の言葉で述べることができる。

授業全体の内容と概要
本講義は、原則１回の講義で１つの産業の歴史、特徴、課題等を網羅的に学ぶが、１次産業（農業，酪農業，漁業，林業）については、政府による保護政策や農協
という特有の組織があることから、詳しく解説する。また、講義回数を重ねて行く中で，他産業と比較分析を交えながら，各産業の特徴をより深く理解する。

授業の方法
本講義は、パワーポイント及び配布物資料で進める。１枚のパワーポイントを掲示して、一連の解説が終了した後、一定の時間、学生がノートを書く時間を取る。
ノートが書ききれない場合は、スマホでの写真撮影を認める。講義の最後に本日のフィードバックとして、講義レポートを実施し、レポートを提出した学生を出席
扱いとする。また、本講義ではアクティブラーニングを活用して、グループワークやディスカッションを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
本講義は４年生を対象としていることから、受講マナーを守れる学生のみ受講を認める。マナーの守れない学生は履修中止を勧告する場合がある。尚、欠席届に該
当する理由を除き、初回ガイダンスを欠席した学生は、２回目以降の受講を認めない。

資格指定科目
教職課程（地歴公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

北海道産業史に係るレポー
ト・試験に対応した文章表
現力

北海道における産業別の歴
史と特徴について

課題解決策の提案力

講義で学んだ内容を自分の
言葉で要約ができ、かつ自
分の意見もある。

講義で学んだ内容を自分の
言葉で要約できている。

講義で学んだ内容が書かれ
ている。

最低限、読み手に内容が伝
わる。

講義で学んだ北海道におけ
る産業別の歴史と特徴をそ
れぞれ自分の言葉で３つ以
上述べることができる。

講義で学んだ北海道におけ
る産業別の歴史と特徴をそ
れぞれ３つ以上述べること
ができる。

講義で学んだ北海道におけ
る産業別の歴史と特徴を述
べることができる。

最低限、講義で学んだ北海
道全体の歴史を理解してい
る。

北海道の歴史を全く理解し
ていない。

北海道産業史の課題を３つ
以上述べることができ、か
つその課題に対して具体的
で精度の高い解決策を提案
できる。

北海道産業史の課題を３つ
以上述べることができ、か
つその課題に対して解決策
を提案できる。

北海道産業史の課題を３つ
以上述べることができる。

北海道産業史の課題を最低
１つ述べることができる。

そもそも北海道産業史の課
題を見つけることができな
い。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 大沼盛男 北海道大学図書刊
行会

絶版のため中古でし
か購入できない

978-4832963313

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『北海道産業史』 2002年

2

3

4

5

科目名称 北海道産業史

専門科目科目分類区分

石山　玄幸（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ECH522041・ECH122136（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石山　玄幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 「北海道産業史」ガイダンス　講義の進め方，評価
方法などを説明

必ずシラバスを読んでから，初回ガイダンスを受講
すること。（９０分）

2 北海道産業と北海道開拓のはじまり 北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）3 北海道産業の歴史的区分 講義終了時に提示する課題についてレポートを作成

すること。（９０分）

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における農業と酪農の歴史的変遷4

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における林業と漁業の歴史的変遷5

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における食品工業の歴史的変遷6

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における石炭業の歴史的変遷7

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における製造業の歴史的変遷①8

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における製造業の歴史的変遷②9

10 北海道における建設業の歴史的変遷① 北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における交通・運輸業の歴史的変遷11

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における卸・小売業の歴史的変遷12

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道における観光・ホテル業の歴史的変遷13

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

北海道の歴史に関する新聞記事やインターネットの
記事を読むこと。（９０分）北海道におけるＩＴ産業の歴史的変遷14

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

定期試験に向けて，これまでの講義レポートを見返
し準備すること。（９０分）まとめ　試験対策15

フィードバックを受けて、北海道産業史を総括する
。（９０分）定期試験に向けた対策をしてくること。（９０分）定期試験とフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義終了時に提示する課題についてレポートを作成
すること。（９０分）

科目名称 北海道産業史

専門科目科目分類区分

石山　玄幸（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

ECH522041・ECH122136（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）石山　玄幸 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



地形図の等高線のコンター
ワークから谷線や尾根線を
記入できなかった。　
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自然地理学の地理学における位置とその対象が地球の地表面の岩石圏・水圏・大気圏である。本講義では、地形学を中心に自然地理学の理解を深める。また、地表
面を把握するためのツールとしての地形図を使った作業を通して地表空間の地形の理解、すなわち地表面の凹凸がどのような成因で形成されるのか、その結果とし
てどのような地形が形成されるのかを理解することができる。　

授業の位置づけ
社会福祉学科ＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
地表空間にはどのよう地形が観られるのか、国土地理院発行の1：25,000の地形図の等高線から地形が判読できるようになる。また、その地形がどのような営力でで
きているのか理解できるようになる。　

授業全体の内容と概要
自然地理学の地理学における位置、その系譜を講述し、地形図の作業を通して地表空間を理解する。また，地形の形成要因からどの結果としてどのような地形がつ
くられるのかを講述する。　

授業の方法
①授業の具体的な形態：講義形式、②進行方法：おもにパワーポイントと板書、③使用する教材：配布資料及びビデオ、④課題に対する説明：地図作業を課題とし
て予定しているので、赤色と青色の色鉛筆の用意、⑤要望への対応等：集中講義期間中随時対応します。　

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①受講者数の制限：なし、②受講条件：なし、③履修上必要な知識・学力等：本学の学生であれば全て可、④遅刻・欠席等のルール等：クラブ等でやむ負えなく欠
席する場合には、届けを出して承認を得ること、⑤受講の心構え：受講を集中講義であるため、日毎に出される課題を復習として着実に取組むこと。　

資格指定科目
教職課程(社会・地理歴史)必須科目　

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

地形図の作業（谷・尾根線
及び断面図の作成）を通し
て地表空間に展開する地形
の理解　

現在の地表空間に広がる地
形がどのような営力で形成
されてきたのか、その理解
　

人々の生活や生産活動の基
盤になる地表空間にはどの
ような地形が分布し、それ
らの地形の形成過程や形成
要因の理解　

地形図の等高線のコンター
ワークから谷線や尾根線を
正確に記入ができ、地形断
面図することができた。さ
らに、等高線から地形が読
み取ることができた。　

地形図の等高線のコンター
ワークから谷線や尾根線を
正確に記入ができ、地形断
面図することができた。　

地形図の等高線のコンター
ワークから谷線や尾根線を
正確に記入できた。　

地形図の等高線のコンター
ワークから谷線や尾根線を
記入できた。　

地形を形成する営力につい
て説明でき、さらにそれら
の営力がどのような地形を
形成するのか説明できる。
なおかつそれぞれ地形が地
表空閑において理解でき、
地図上で読図できる。

地形を形成する営力につい
て説明でき、さらにそれら
の営力がどのような地形を
形成するのか説明できる。
なおかつそれぞれ地形が地
表空閑において理解できる
。　

地形を形成する営力につい
て説明でき、さらにそれら
の営力がどのような地形を
形成するのか説明できる。
　

地形を形成する営力につい
て説明できる。　

地形の形成する営力につい
て説明できない。　

人々の生活や生産活動の基
盤になっている地表空間が
どのような地形や地盤でで
きているのか、それらの地
形の空間的配置、形成過程
及び形成要因を説明できる
。　

人々の生活や生産活動の基
盤になっている地表空間が
どのような地形や地盤でで
きているのか、それらの地
形の空間的配置及び形成過
程を説明できる。　

人々の生活や生産活動の基
盤になっている地表空間が
どのような地形や地盤でで
きているのか、さらにそれ
らの地形の空間的配置が説
明できる。　　

人々の生活や生産活動の基
盤になっている地表空間が
どのような地形や地盤でで
きているのかを説明できる
。　

人々の生活や生産活動の基
盤になっている地表空間が
どのような地形や地盤でで
きているのかを説明できな
い。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布資料』

2

3

4

5

科目名称 自然地理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

鈴木　正章（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

GGR122139（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階　　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）鈴木　正章 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上とする。　

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １５％ １５％ ４０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、講義内容と授業計画のガイダンス 本授業のシラバスの熟読しておくこと。（90分）　

2 地理学とその方法 地理学の系譜についてインターネットなどで調べて
おくこと。（90）分） 地理学と地図の歴史をまとめる。（90分）

身の回りにどのような地図があるのか調べてみる。
　　　　　　3 地形図の理解Ⅰ（道具としての地図の種類と用途　 地理調査に使用する地図にどのようなものがあるの

かまとめる。（90 分）

地形図に盛り込まれている等高線からどのような地
形を読み取れるか習熟すること。（90分）

国土地理院発行の地形図に盛り込まれている情報に
どのようなものがあらかじめ確認しておくこと。
（90分）

地形図の理解Ⅱ（等高線から地形を読む）4

地形図の等高線や高低差を表わす地図記号を読み断
面図や谷尾根線が描けるよう練習しておくこと。
（90 分）　

地形図に含まれる高さ（標高）を表す地図記号を探
しておくこと。（90分）　地形図の理解Ⅲ（谷尾根線や地形断面図の書き方）

　
5

地形形成営力にはどのようなものがあるのか整理し
ておくこと。（90分）地形形成営力について調べておくこと。（90分）地形を形成する営力Ⅰ6

マスムーブメントにはどのようなものがあるのか整
理しておくこと。（90分）

マスムーブメントについて調べておくこと。（90分
）地形を形成する営力Ⅱ7

河成作用について整理をしてまとめておくこと。
（90分）河成作用について調べておくこと。（90分）地形を形成する営力Ⅲ8

浸食輪廻のプロセスについて整理しておくこと。
（90分）浸食輪廻とは何か調べておくこと。（90分）地形を形成する営力IV

（第１回テスト）9

10 氷河地形　 氷河の作用について調べておくこと。（90分） 氷河の作用について調べておくこと。（90分）

浸食平野についてまとめておくこと。（90分）浸食平野のことについて調べておくこと。（90分）平野の地形Ⅰ（構造平野・ケスタ地形）11

浸食平野と堆積平野の違について整理しておくこと
。（90分）堆積平野のことについて調べておくこと。（90分）平野の地形Ⅱ（丘陵・台地）12

河川が作る地形についてまとめておくこと。（90分
）

河川が形成する平野の地形について調べておくこと
。（90分）平野の地形Ⅲ（扇状地・氾濫原平野）13

河口付近や海岸付近で観られる地形について調べて
おくこと。（90分）

海岸線で観られる平野の地形について調べておくこ
と。
（90分）

平野の地形Ⅳ（三角州・海岸地形）14

沖積平野の形成と過去の海面変化の関係について調
べておくこと。（90分）

氷河性海面変動と河岸段丘について調べて置くこと
（90分）沖積平野の形成過程15

これまで授業のまとめをして整理しておくこと。
（90分）これまで授業のまとめをしてくこと。（90分）まとめ及び講評

（第２回テスト）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

地理学とはどのような学問なのかインターネットで
調べてまとめる。（90分）　

科目名称 自然地理学Ⅰ

専門科目科目分類区分

鈴木　正章（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

GGR122139（科目ナンバリング： ）

前期集中

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階　　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）鈴木　正章 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



プレートとは何か、世界の
地表を覆っているプレート
の分布を説明できない　
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自然地理学Ⅰに引き続き地形学を中心に自然地理学の理解を深めることと我々の生活の身の回りに発生する自然災害について理解することが出来る。　

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
変動帯とよばれている日本列島にはなぜ地震や火山活動が多いのかその理由が説明することができるようになる。地形図の読図や空中写真判読から地形の様子が理
解できるようになる。自然災害に対する防災について考えることが出来るようになる。　

授業全体の内容と概要
日本列島はなぜ地震や火山が多いのかプレートの運動、火山分布や活断層の運動の仕方などから説明する。また、活断層がどのようような活動するのか阿寺断層の
地図作業をとおして説明する。それらによってもたらされる自然災害について講述する。

授業の方法
①授業の具体的な形態：講義形式、②進行方法：おもにパワーポイントと板書、③使用する教材：配布資料及びビデオ、④課題に対する説明：地図作業を課題とし
て予定しているので、12色程度の鉛筆の用意、⑤要望への対応等：集中講義期間中随時対応します。　

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①受講者数の制限：なし、②受講条件：なし、③履修上必要な知識・学力等：本学の学生であれば全て可、④遅刻・欠席等のルール等：クラブ等でやむ負えなく欠
席する場合には、届けを出して承認を得ること、⑤受講の心構え：受講を集中講義であるため、日毎に出される課題を復習として着実に取組むこと。なお、高等学
校で使用した地図帳が資料として参照できることが望ましい。

資格指定科目
教職課程(地理歴史)必須科目。　　

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

プレートテクトニクスに基
づく地球表面を覆うプレー
トの運動でどのような地形
が形成されるのか説明でき
る。　

世界の火山分布や地震帯と
プレートの運動の関係の理
解。　

活断層についての理解。　

火山活動と噴火様式につい
ての理解　

プレートとは何か、世界の
地表を覆っているプレート
の分布、プレートの運動と
運動する原因について明で
る。その結果として何のよ
うな地形が形成されるのか
説明できる。　

プレートとは何か、世界の
地表を覆っているプレート
の分布、プレートの運動に
ついて明でる。その結果と
して何のような地形が形成
されるのか説明できる。　

プレートとは何か、世界の
地表を覆っているプレート
の分布、それらのプレート
の運動について説明できる
。　

プレートとは何か、世界の
地表を覆っているプレート
の分布を説明できる。　

世界の火山分布と地震帯の
分布の特徴が説明できる。
さらに、それらの分布の特
徴と生じる原因とプレート
の運動の関係から説明でき
る。　

世界の火山分布と地震帯の
分布の特徴が説明できる。
さらに、それらの分布の特
徴をプレートの運動の関係
から説明できる。　

世界の火山分布と地震帯の
分布の特徴が説明できる。
　

世界の火山分布とその特徴
が説明できる。　

世界の火山分布とその特徴
を説明できない。

活断層とは何か？さらに、
日本列島の活断層の分布の
特徴をプレートの運動の関
係から説明できる。また、
空中写真から活断層を判読
でき、活断層の活動の仕方
を説明できる。　　　　　
　　

活断層とは何か？さらに、
日本列島の活断層の分布の
特徴をプレートの運動の関
係から説明できる。　　　
　　　空中写真から活断層
を判読できる。　　　　　
　　　　　　

活断層とは何か？さらに、
日本列島の活断層の分布の
特徴をプレートの運動の関
係から説明できる。　

活断層とは何か？説明でき
る。　

活断層とは何か？説明でき
ない。　

火山の噴火現象について説
明でき、それに由来する噴
出物について何のような物
があり、それぞれの性質や
特徴が説明できる。さらに
噴火様式及び火山地形につ
いて説明できる。　

火山の噴火現象について説
明でき、それに由来する噴
出物について何のような物
があり、それぞれの性質や
特徴が説明できる。さらに
噴火様式について説明でき
る。　

火山の噴火現象について説
明でき、それによってもた
らされた噴出物について何
のような物があり、それぞ
れの性質や特徴が説明でき
る。　

火山の噴火現象について説
明できる。　

火山の噴火現象について説
明できない。　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布資料』

2

3

4

5

科目名称 自然地理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

鈴木　正章（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

GGR122140（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階　　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）鈴木　正章 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上とする。　

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １５％ １５％ ４０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 講義内容と授業計画のガイダンス　
シラバスの説明 本授業のシラバスの熟読しておくこと。（９０分）

2 プレートテクトニクス（１） 大陸移動説について調べておくこと。（９０分） 大陸移動説を提唱したウエェゲナーの業績について
まとめておくこと。（９０分）

プレートのことについてインターネットなどで調べ
ておくこと。（９０分）3 プレートテクトニクス（２） プレートと地殻やマントルの違いについて整理して

おくこと。（９０分）

日本列島の地質構造とプレートの関係をまとめてお
くこと。（９０分）

日本列島および周辺にはどのプレートが分布してい
るのか調べておくこと。
（９０分）

日本列島の地質構造（プレートの運動との関係）　4

日本列島の生成過程についてまとめておくこと。
（９０分）

日本列島の地質について調べておくこと。
（９０分）日本列島の生い立ち　5

活断層とどのような断層なのかまとめておくこと
（９０分）

断層にはどのような種類があるのか調べておくこと
。
（９０分）

活断層とは（断層，断層の運動と種類，活断層の定
義）　6

日本列島の活断層の分布の特徴を整理しておくこと
。
（90分）　

日本列島の活断層の分布図を観て分布する特徴を考
えてみよう。（90分）日本の活断層の分布と特徴　7

地図作業を通して阿寺断層がどのよう性質をもつ断
層なのかまとめておくこと。（90分）　

阿寺断層の日本列島における位置を調べておくこと
。
（90分）　

阿寺断層（１）（活断層としての特徴）　8

活断層の運動の仕方を整理しておくこと。
（90分）　河岸段丘のことについて調べておくこと。（90分）

　

阿寺断層（２）（活断層としての運動の仕方）
（第１回テスト）　9

10 火山活動とは　 火山の定義について調べておくこと。（90分） 世界の火山の分布の特徴とプレートの関係を整理し
ておくこと。（90分　

火山ごとの噴火の様子の違を整理しておくこと。
（90分）　

様々な火山の噴火の様子をインターネットで調べて
おくこと。（90分）　火山の噴火現象11

火山ごとに噴火様式の違う理由を整理しておくこと
（90分）火山噴火の様式について調べておくこと（90分）　火山の噴火様式　12

日本列島に活動的な火山が多い理由をまとめておく
こと。（90分）　

火山フロントとは何か
調べておくこと。（90分）　日本列島における火山の特徴　13

日本列島で地震災害が多い理由につてまとめておく
こと（90分）　

日本列島でこれまで経験した地震災害について調べ
ておくこと。（90分）　日本列島における自然災害Ⅰ14

日本列島で火山災害が多い理由につてまとめておく
こと（90分）　

日本列島でこれまで経験した火山災害について調べ
ておくこと。（90分）　日本列島における自然災害Ⅱ15

これまで授業のまとめをして整理しておくこと。
（90分）これまでの授業のまとめをしておくこと。（90分）

　

まとめ及び講評
（第２回テスト）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

世界の地震や火山がどのような所に多いのかまとめ
ておくこと（９０分）

科目名称 自然地理学Ⅱ

専門科目科目分類区分

鈴木　正章（社会福祉学科・非常勤講師
）

授業担当者（所
属・職名）

GGR122140（科目ナンバリング： ）

後期集中

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階　　非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）鈴木　正章 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

699－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
地誌学は地域で生じている自然や社会などのさまざまな事象を総合的に理解することによって、その地域の性格を明らかにしようとする地理学の一分野である。本
年度の地誌の講義では、地誌の考え方や地誌で取り扱われる資史料、地誌の事例としては地元北広島市をフィールドとして学修する。
教職（中学社会・高校地理歴史科）に必要な知識・技術・能力を培うことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
地誌学を通して、地域の特性を把握することができる。

授業全体の内容と概要
１）地域の調査方法（地図作業・地図読解・図表の読解等）について学修する。
２）北広島市の地誌項目、自然（気候・地形）、社会（人口，歴史，地名，農業，工業，交通，都市等）について学修する。

授業の方法
主に授業形態は、講義形式（板書と配布資料）で行われる。地図作業や地図読解でスキルを磨き、フィールドワーク（現地調査）を行う予定である。また、実際に
河川や丘陵・土地利用など、自分の目で確認ができる調査学習を実施することができる。
課題は、レポート３回の提出と地図作業作成（水系図・土地利用図など）で、３回程度を予定している。レポートについては、コメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・講義には高等学校で使用した地図帳を持参すると便利。
・地図作業を必ず行うので12色程度の色鉛筆や定規を用意すること。
・レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出する。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

技能

態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

作業課題（地図作業や地図
読解）において、９割以上
の得点を上げた。

作業課題（地図作業や地図
読解）において、８割以上
の得点を上げた。

作業課題（地図作業や地図
読解）において、７割以上
の得点を上げた。

作業課題（地図作業や地図
読解）において、６割以上
の得点を上げた。

作業課題（地図作業や地図
読解）において、６割未満
の得点であった。

右の記述を高いレベルで実
現した。

フィールドワークなどに進
んで参加し、調査学習の意
義を理解することができた
。

フィールドワークなどに参
加し、調査学習の意義を理
解することができた。

フィールドワークなどに参
加し、調査学習の意義をや
や理解することができた。

フィールドワークなどに参
加し、調査学習の意義を理
解することができなかった
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『北広島遺産ハンドブック』

2 『2.5万分の1地形図』

3

4

5

科目名称 地誌

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122141（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ３０％ ０％ ２０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

700－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、授業の内容・進め方・評価の仕方
のガイダンス 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 地誌の捉え方と考え方 前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分） レポート課題等を作成すること。（９０分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）3 地誌で取り扱われる資料についてⅠ（市勢要覧） レポート課題等を作成すること。（９０分）

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）地誌で取り扱われる資料についてⅡ（市勢要覧の資
料編）4

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）地誌で取り扱われる資料についてⅢ（農林業センサ
ス・グラフや表等の読解）5

指示された部分を作業しておくこと。（９０分）地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分）地図作業Ⅰ（切峰断面図の作成）6

指示された部分を作業しておくこと。（９０分）地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分）地図作業Ⅱ（水系図の作成）7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）予習としてのレポート課題等を作成すること。
（９０分）北広島市の自然環境Ⅰ（地形・地質）8

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）予習としてのレポート課題等を作成すること。
（９０分）北広島市の自然環境Ⅱ（気候）9

10 地図作業Ⅲ（平成版の土地利用図作成① 地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分） 指示された部分を作業しておくこと。（９０分）

指示された部分を作業しておくこと。（９０分）地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分）地図作業Ⅳ（平成版の土地利用図作成②）11

調査学習の課題をしておくこと。（９０分）フィールドワークに使用する地図を作成すること。
（９０分）フィールドワークⅠ12

調査学習の課題をしておくこと。（９０分）フィールドワークに使用する地図を作成すること。
（９０分）フィールドワークⅡ13

指示された部分を作業しておくこと。（９０分）地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分）地図作業Ⅴ（大正版の土地利用図作成①）14

指示された部分を作業しておくこと。（９０分）地図作業の用意（色鉛筆・定規等）、地図帳で記号
を確認しておくこと。（９０分）地図作業Ⅳ（大正版の土地利用図作成②）15

まとめの振り返り（９０分）まとめの準備（９０分）課題（地図読解・レポートなど）の解説の実施16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

レポート課題等を作成すること。（９０分）

科目名称 地誌

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122141（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



レポート課題において、６
割未満の得点であった。

701－ －

ルーブリック

評価項目

1 都道府県研究会 洋泉社 97848000313928

概要

履修目標
地誌学的に「北海道」を人文・社会・自然的背景から、包括的に地域性を導き出し具体的に学修する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
｢北海道｣に関して、人文・社会・自然分野から学び、地誌学的に地域性を考察することができる。

授業全体の内容と概要
「北海道」を時系列な時間軸の流れだけではなく、人文・社会・自然的な背景を踏まえ、地域性を考察する。また、過去の事象から、北海道の包括的な位置づけを
学修する。

授業の方法
授業形態は講義形式であるが、板書の他に視聴覚メディア等を利用する。テキスト及び配布資料等を中心に講義を行う。また、北海道に関連する課題において、デ
ィスカッションを行う予定である。レポート課題（10本程度）は授業の予習であり、復習でもあるので重要である。なお、レポートにはコメントにてフィードバッ
クする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目
教職課程（社会・地理歴史）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・判断力・表現力

関心・意欲・態度

レポート課題において、９
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、８
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、７
割以上の得点を上げた。

レポート課題において、６
割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

人文・社会・自然的な背景
を踏まえ、北海道の地域性
をより深く考察することが
できる。

人文・社会・自然的な背景
を踏まえ、北海道の地域性
を深く考察することができ
る。

人文・社会・自然的な背景
を踏まえ、北海道の地域性
を考察することができる。

人文・社会・自然的な背景
を踏まえ、北海道の地域性
を考察することができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『地図で楽しむすごい北海道』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 北海道誌

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122142（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

702－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明、授業の内容・進め方・評価の仕方
ガイダンス 事前にシラバスを読んでいること。（９０分）

2 自然的背景Ⅰ（気候と地形） 事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）3 自然的背景Ⅱ（火山と災害） レポート課題等を作成すること。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）事前にテキストの範囲を読んでおくこと。（９０分
）自然的背景Ⅲ（平地と山地）4

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）北海道誌ディスカッションⅠ（自然的背景）5

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史的背景Ⅰ（古代）6

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史的背景Ⅱ（中世）7

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史的背景Ⅲ（松前藩時代・近世）8

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史的背景Ⅳ（開拓使時代①・近代）9

10 歴史的背景Ⅴ（開拓使時代②・近代） 前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）歴史的背景Ⅵ（現代）11

レポート課題等を作成すること。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）社会的背景Ⅰ（人口分布）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）社会的背景Ⅱ（過疎と過密）13

レポート課題等を作成すること。（９０分）前回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）社会的背景Ⅲ（産業構造）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）ディスカッションの準備学修。（９０分）北海道誌ディスカッションⅡ（北海道の課題）15

まとめの振り返り。（９０分）まとめの準備。（９０分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（９０分）

科目名称 北海道誌

専門科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

HUG122142（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



民法の基本原理と仕組みに
ついて理解できなかった。

703－ －

ルーブリック

評価項目

1 野村豊弘 有斐閣 978-4-641-22136-9

概要

履修目標
売買・賃貸借などの契約，夫婦・親子，相続など身近な法律問題について，生活者として必要な民法の基本的な知識を修得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の３．に対応する。

到達目標
・わが国の民法の基本原理と仕組みについて理解できる。
・契約、相続などのトラブルに対処するための民法の考え方を説明できる。
・生活者として身近に発生したトラブルに対処する方法を六法等で調べることができる。

授業全体の内容と概要
民法の総則，物権，債権，親族，相続各編を概説し，市民生活を送るうえで想定される法律問題を取り上げながら法的な思考力を高める。

授業の方法
授業は，板書及び配布資料を活用しながら，ディスカッションを交えつつ講義形式で行う。毎回，前回授業についてのまとめをレポートとして提出し，コンメント
を付して返却する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業は，板書及び配布物資料を活用しながら講義形式で行う。また判例や立法動向を紹介して理解を求めるともに，毎回、前回授業についてのまとめをレポートと
して提出する。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）選択科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考・判断

関心・意欲

契約など身近な法律問題に
ついての基本的な知識を具
体的事例に応用できた。

契約など身近な法律問題に
ついての基本的な知識を修
得できた。

民法上の権利義務関係につ
いて具体的に理解できた。

民法の基本原理と仕組みに
ついて理解できた。

身近な法律問題への対処に
ついて判例を踏まえながら
学修を進めることができた
。

契約等に関する民法の知識
を具体的な事例に当てはめ
て理解できた。

身近なトラブルに対処する
ために必要な民法の基本的
な知識を修得できた。

身近なトラブルに対処する
ための民法の考え方を説明
できた。

身近なトラブルに対処する
ための民法の考え方を説明
できなかった。

授業内容を越えて身近に生
じたトラブルに際し六法等
で調べて対処することがで
きた。

身近に生じたトラブルに対
処する方法を六法等で調べ
ることができた。

身近なトラブルに際して「
六法」を参照して対処する
意欲を示した。

授業で取り上げた法律につ
いて「六法」の条文参照す
ることができた。

授業中に「六法」を使いな
がら理解を深めるという意
欲に乏しかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『民事法入門[第８版] 』 ２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 民法

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW422056・LAW522050（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

７０％ ０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

704－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
民法とは（1）－私たちの暮らしと民法の関わり，
民法改正の動向について，最近の判例について

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）

2 民法とは（2）－民法の意義・構造・基本原理 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）3 総則（1）－権利と義務，権利の主体 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）総則（2）－法律行為①　意思表示，無効・取消し4

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）教科書
を読み授業範囲の予習をする（90分）

総則（3）－法律行為②　権利能力，意志能力，行
為能力5

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）総則（4）－代理6

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）総則（5）－時効7

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）物権－物権の種類，所有権8

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）債権（1）－契約①9

10 債権（2）－契約② 教科書を読み授業範囲の予習をする（90分） 授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）債権（3）－事務管理，不当利得11

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）債権（4）－不法行為12

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）親族（1）－家族法の基本原理，婚姻，親子13

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）親族（2）－親権，後見・保佐・補助後見，扶養14

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）教科書を読み授業範囲の予習をする（90分）相続15

試験内容をふまえ授業全体を振り返る(90分)全授業を振り返り試験に向けた準備（90分）試験（60分の試験終了後、30分で解説をする）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業のまとめをレポートとして提出する準備（90分
）

科目名称 民法

専門科目科目分類区分

大倉　司（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW422056・LAW522050（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）大倉　司 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



全く意欲･関心･興味が感じ
られない。遅刻・欠席が目
立つ。積極性に欠ける。

705－ －

ルーブリック

評価項目

1 尾崎　哲夫 自由国民社 ９７８－４－４２６
－

概要

履修目標
国際社会のルールが国際法である。国際法は国際社会を構成する各々国家が遵守すべき法である。国際社会
の秩序維持に欠かすことのできない国際法についての関心を深め，国際社会のルールについて学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
「国際社会の平和と安全」を維持するための国際法について理解を深め，更に高度な知識を得るための
基礎をつくる。

授業全体の内容と概要
国際法の存在意義について考え，国際法に関する基礎知識の習得を目指す。

授業の方法
板書、パワーポイントを用い講義形式・学生参加型授業を行う。　中間テスト、定期試験の解説等のフィードバックを実施する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席重視，テキスト持参

資格指定科目
教職課程（社会）選択科目
　（公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

参加型授業への取り組み姿
勢

知識

思考力・表現力

大いに意欲・関心・興味を
持って授業に参加している
。クラスでの発表も多く積
極的

意欲･関心・興味を持って
授業に参加している。クラ
スでの発表に努め積極的

ある程度意欲・関心・興味
を持って授業に参加してい
る。やや積極的

あまり意欲･関心・興味が
感じられない。無難に授業
を消化している。やや積極
性に欠ける。

試験の成績９割以上。用語
･理論共によく理解してい
る。

試験の成績８割以上。用語
・理論を理解している。

試験の成績７割以上。用語
･理論をある程度理解して
いる。

験の成績６割以上。用語・
理論の理解が浅い。

試験の成績６割以下。用語
・理論の理解ができていな
い。

思考力に長けている。表現
方法も豊かで自分の考えを
正確に伝えることができる
。

思考力･表現能力共に良。
自分の考えを適切に伝える
ことができる。

思考力・表現力共に普通。
自分の考えを伝えることが
できる。

思考力･表現力共に若干弱
い。自分の考えを伝えるの
に苦労する。

思考力･表現力共に弱い。
自分の考えを正確に伝える
ことができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『「はじめての国際法　第２版」』 ２０１６

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 国際法

専門科目科目分類区分

岡島　徳昭（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW423055（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）岡島　徳昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
成績評価には１０回以上の出席必要。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ０％ ４０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

706－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
授業の進め方，採点に関すること，その他授業に関
するガイダンス。（シラバスの説明）
国際法とは何か

シラバスを読むこと。(９０分

2 国際私法と国際公法について 指定されたページを読み予習する。(９０分) 授業中に学んだことを復習。
(９０分)

指定されたページを読み予習する。(９０分)3 国際公法とは何か
　国際法主体・国際法の法源

授業中に学んだことを復習。
(９０分)

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国際法の歴史・現代国際法制度4

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)条約，条約の改定・修正5

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国家とは

　国家は国際法の主体6

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国家の承認

　政府の承認7

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)中間テスト

国家の権利・義務・権能8

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国家領域　「陸」「海」「空」9

10 海の区分
　内水・領海・ 指定されたページを読み予習する。(９０分) 授業中に学んだことを復習。

(９０分)

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)海の区分

　接続水域・排他的経済水域・公海11

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)領空と国際空域12

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)宇宙空間13

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国際紛争・領土問題　　①14

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)国際紛争・領土問題　　②15

授業中に学んだことを復習。
(９０分)指定されたページを読み予習する。(９０分)総合評価　定期試験６０分、解説３０分16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業中に学んだことを復習。
(９０分)

科目名称 国際法

専門科目科目分類区分

岡島　徳昭（経営学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

LAW423055（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）岡島　徳昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



出席回数が決定的に不足し
ている学生でレジメの意義
を理解できなかった。

707－ －

ルーブリック

評価項目

1 佐古　丞 晃洋書房

概要

履修目標
速読法の取得。テーマと論点を明記するレジメの作成能力の構築。正しい本の読み方さえ身につけば、知識はそれについてくることを実感できる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の３．と４．に対応する。

到達目標
正しい読書法を身に着ければ、知識は自然とついてくることを実感する。講義を通して、国際政治の成り立ち、今後の行方を展望する。

授業全体の内容と概要
佐古丞著、『変容する国際政治』を使い、現在の国際政治の体系の成立の歴史的な推移を学びます。理解に必要なのは集中力と論点の整理がうまくできるか否かで
す。時間をかければいいというものではありません。効率よく学んでください。

授業の方法
講義の前半の６０分弱を通常の講義にあて、残りの３０分は各学生が講義内容について何が理解でき、何がわからなかったかを論述してもらいます。３週間ないし4
週間に一度、書き出したメモ書きの提出を求めます。毎回出席して、メモ書きさえ出せば、単位習得可能の講義とします。わからなかったことについて黒板に書き
出すことを求めます。それを前提として、事象について議論します。学生の数人に対して、次週の章について、テーマ、論点を整理したレジメの作成を求めること
もします。質問は随時受け付け、フィードバックします。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

〇 調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席を重視します。１２回以上出席すれば、最低限の成績ではありますが、単位は取得可能と考えてください。（最低出席数は１０回とします。）講義の過程で、
自主的なレポートをする機会を設けます。その発表ひとつひとつが加点の機会だと考えてください。７回以上欠席した場合、特段の事由がない限り、不可とします
。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

速読法の理解

論点の把握

知識の習得

自主性

各章のレジメ作成を２時間
以内にすませられる。

各章のレジメ作成３時間以
内にすまられる。

レジメの作成の仕方が理解
できる。

レジメの意義を理解できる
。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマ、論点を適切に提示
できる。

テーマの把握、論点の整理
が一応できる。

テーマと論点がわかる。 テーマと論点が理解できな
かった。

適切な知識を身に着けてい
る。

適切な知識を身に着けてい
る。

最重要課題についての知識
を身に着ている。

必要最低限の知識はある。 必要最低限の知識が修得で
きなかった。

発表回数多数回以上を達成
した学生。

発表回数３回以上を達成し
た学生。

発表回数２回以上を達成し
た学生。

発表回数１回以上を達成し
た学生。

発表できなかった学生。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『変容する国際政治』 2003年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 国際政治論

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL422054（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。授業開始後２０分以降の出席は受講回数から除外する（公共交通機関などの遅延の場合は例外とする）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

708－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 並存した複数の国際体系 テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）3 並存した複数の国際体系 復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ヨーロッパ国際体系の世界的拡大4

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ヨーロッパ国際体系の世界的拡大5

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）ヨーロッパ国際体系の世界的拡大6

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）第一次世界大戦と第二次世界大戦の衝撃7

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）第一次世界大戦と第二次世界大戦の衝撃8

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）第一次世界大戦と第二次世界大戦の衝撃9

10 変革期としての現代 テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）復習（９０分）

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）変革期としての現代11

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）変革期としての現代12

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）日本と世界13

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）日本と世界14

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）日本と世界15

復習（９０分）テキストに何が書かれているか目を通す（９０分）まとめ　(レポートの解説、フィードバック)16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスの確認（９０分）

科目名称 国際政治論

専門科目科目分類区分

金子　敏也　（社会福祉学科・特任准教
授）

授業担当者（所
属・職名）

POL422054（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）金子　敏也 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



財政政策，金融政策の主体
と方法を理解できていない
。

709－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
経済・国際経済の基礎となる理論を学び，日本経済・国際経済の動き（特に要因）を把握し，政治動向やその他の状況変化等を考慮することにより，将来の日本社
会及び国際情勢を展望できるようになる。　日本経済の他国への影響，他国経済の日本社会への影響を考えつつ，グローバル化した経済が我々の日々の生活に大き
く関わっていることを理解できるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
国際経済の修学基礎として，需要と供給，財政政策，金融政策を理解する。
国際経済の中心となる代表的な貿易理論，外国為替理論を理解する。
地域の経済統合に関するFTA・EPAの理解と共に，EUの経済統合の大枠を理解する。

授業全体の内容と概要
グローバル化の進展と瞬時に変化する国際情勢を念頭に，講義前半は経済学の基礎・基本理論の理解を深めることに集中する。講義後半では，貿易，外国為替，国
際経済システム，経済統合（EU・ユーロ圏）の課題を考察すると共に，時事問題を通して世界経済の課題と解決策を探っていく。

授業の方法
授業のポイントを記したレジュメ（プリント）を配布する。
開始5～10分は，前回の復習を口頭試問形式で行う。その後は，配布済みレジュメに従い空き行間に重要事項をメモする形の講義形式をとるが，理解度の確認のため
随時問いかけをさせてもらう。質問には随時対応する。
復習を兼ねて，授業中のメモを教科書などを参考にノートにまとめることを推奨する。
中間試験（論述）を採点後返す際，解答の仕方など個別に指導する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
授業中の積極性は，授業終了時に名前を呼んでの出席確認を行うことで判定する。
遅刻３回で欠席１回とみなす。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

経済政策の基礎

貿易と外国為替

地域の経済統合

どの国の経済政策が，なぜ
，どのように，日本経済に
影響を及ぼすのか、その要
因を説明できる。

どの国の経済政策が国際経
済，特に日本経済に影響を
及ぼすのかを説明できる。

主要国の財政政策および金
融政策が国際経済に影響を
及ぼすことを理解する。

財政政策，金融政策の主体
と方法を理解する。

主要国の経済政策と貿易・
外国為替との因果関係をそ
の要因から説明できる。

経済政策と貿易・外国為替
との関係を説明できる。

貿易と外国為替の因果関係
を説明できる。

貿易および外国為替の仕組
みを理解する。

貿易および外国為替の仕組
みを理解できない。

EUの経済統合のメリットと
デメリットを説明できる。

経済統合の深化として，通
貨統合のメリットとデメリ
ットを説明できる。

貿易を主とした経済統合の
メリットとデメリットを説
明できる。

自由貿易の考えから地域の
経済統合を説明できる。

自由貿易の考えから地域の
経済統合を説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 国際経済論

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

ECP422035・ECP522039（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。
積極的な授業参加（発言する，回答する，メモを取る，など）を平常点とする。
論述の中間試験と定期試験，平常点の総計で単位認定を行う。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ ０％ ２５％ ２５％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

710－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む）と市
場メカニズムについて

シラバスの読み込みと価格メカニズムを調べてくる
　（90分）

2 総需要と総供給（GDP,GNI,など）及び景気 参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）3 経済活動と物価（インフレーションとデフレーショ

ン） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）財政政策（政府の役割を含む）4

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）金融政策（中央銀行の役割・機能を含む）5

今回のノートをまとめるとともに中間試験のため見
直しを行う（90分）

参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）ポリシー・ミックス（財政政策と金融政策）6

自身の解答を振り返る　　（90分）中間試験の準備をする　　（90分）経済学の基本的考え方についての復讐と中間テスト
（小試験）7

今回のノートをまとめるとともに自身の課題克服の
方法を考える（90分）

参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）貿易理論（比較優位など）8

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）外国為替理論（中央銀行のスタンスなど）9

10 貿易と外国為替（為替リスク，多国籍企業の行動） 参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分） 用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）

ブレトンウッズ体制（IMF，世界銀行，GATT，WTO，
変動相場制など）11

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）

経済統合Ⅰ（FTA，EPA，TPP，APEC，EU，ASEAN　な
ど概要）12

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）

経済統合Ⅱ（統合の深化およびメリットとデメリッ
ト）13

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）参考となる経済入門書を読み本授業のイメージを持
てるようにする（90分）欧州通貨統合とユーロの課題14

定期試験に向け自身のノートの最終チェックを行う
　（90分）ポリシー・ミックスを復習してくる　（90分）まとめとして経済統合とポリシー・ミックス15

試験の振り返り（90分）定期試験の準備をする（90分）定期試験（60分の試験終了後、試験のポイントを解
説）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

用語の整理とメモ等をノートにまとめる（90分）

科目名称 国際経済論

専門科目科目分類区分

小早川　俊哉（社会福祉学部・教授）授業担当者（所
属・職名）

ECP422035・ECP522039（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）小早川　俊哉 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



テキスト資料の要旨をまと
める作業が難しい。新しく
学ぶことについて、説明は
難しい。

711－ －

ルーブリック

評価項目

1 小熊英二 講談社 講談社現代新書25289784065154298

概要

履修目標
授業の目的は、以下の2つに具体化されます。①社会学の基礎を学修します。②現代社会の特質、社会生活の変化、青年期の意義、自己形成、自己実現、職業生活、
〈高等学校　学習指導要領、公民、現代社会の部分〉に対応する、社会学用語、思考を修得します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．４．６．７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①社会学の基本になる学術用語の説明ができる、②社会学応用領域における社会問題について、社会学の概念、理論的枠組みを用いることで課題を把握して考察が
できる、③社会学の概念について、専門辞書を読解することで定義と問題を説明ができる。

授業全体の内容と概要
社会学の概念と理論的枠組みについて、社会化、社会集団、現代日本社会、教育社会学の基礎的概念を学びます。高校公民（現代社会）の基礎となる、社会学（現
代日本社会の歴史社会学、学校教育の比較社会学）の文献精読をおこないます。

授業の方法
・「授業の進行方法」：授業の初回にて、文献精読の方法、学生分担発表について説明をおこないます。

・文献精読は三色線引き読み（齋藤孝『三色ボールペンで読む日本語』角川書店、2005）の技法をもとに、プレゼンテーション（分担発表）、文献読解（下記、ア
クティブ・ラーニングの実施方法、その他）の授業構成になります。

・「課題に関する説明～課題に対するフィードバック」「要望等への対応方法」：授業中の個別報告、授業のまとめレポートなど課題や要望等の質問相談には、随
時、対応します。授業中、あるいは研究室オフィスアワー利用により、気軽に相談してください。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・教職課程科目（中学社会・高校公民）必修。中学校、高校教員準備のための自律的学修、教材研究は「単に教えられたことを暗記しはきだすのでなく、深い理解
、深い学習」（松下佳代：2015）　を行います。

・教育実習前年度の科目であることから、中学校、高校の教員の行動モデル（時間管理、体調管理、仕事責任遂行力）測定します。

資格指定科目
教職課程（社会）選択科目
　（公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

テキスト資料により学修し
た知識を使い、収集した情
報を分析し、理解すること
ができる、情報分析力とし
ての知識・技能

文献資料の信頼性を保ちな
がら、学術概念を使って考
察すること、客観的立場か
ら社会的事象について論理
的に分析表現をすることが
できる、思考力・判断力・
表現力

大学の学修環境を創造する
メンバー（教職課程の教生
）として自覚し、自分の意
見と異なる意見を統合させ
ながら、学修経験を高めて
いこうとする、関心・意欲
・態度

テキスト資料の要旨をてい
ねいにまとめており、これ
までの学修内容との関連を
適切にふまえている。新し
く学ぶことについて、複数
の例をあげながら、自分の
言葉でていねいに説明をし
ている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、これまでの学修
内容のいくつかを関連づけ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉で例を
あげて説明をしている。

テキスト資料の要旨をまと
めており、新しく学ぶこと
について、自分の言葉で説
明をしている。

テキスト資料の要旨は、改
善の余地があるが、まとめ
ている。新しく学ぶことに
ついて、自分の言葉でいく
らか説明をしようとするが
、充分ではない。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を複数選び、
適切に引用している。新し
く学ぶことは、これまでの
ものと対比して、類似点や
相違点をあげながら表現を
している。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、適切
な手続きで引用している。
新しく学ぶことは、これま
でのものと関連づけながら
、論理的に表現をしている
。

課題に関連して、信頼性の
ある文献資料を選び、引用
している。新しく学ぶこと
は、これまでのものと関連
づけながら表現をしようと
している。

課題に関連して、改善の余
地があるが、文献資料を選
び引用している。新しく学
ぶことは、十分ではないが
、これまでのものを関連づ
けて表現をしようとしてい
る

課題に関連して、文献資料
を選び、引用することが難
しい。新しく学ぶことは、
表現することが難しい。

大学生（教職課程の教生）
としての役割と責任を自覚
し、積極的、協同的に行動
することができる。

大学生（教職課程の教生）
として役割は、おおむね理
解しており、行動すること
ができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、基本
的な行動をすることができ
る。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、改善
の余地はあるが、行動する
ことができる。

大学生（教職課程の教生）
として自分の役割は、自ら
理解して行動することが難
しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『日本社会のしくみ』 2019

2

3

4

5

1 渡辺雅子 東洋館 9784491020211

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『納得の構造』 2004

2 日本社会学会 丸善出版 9784621082546『社会学事典』 2010

3 吉見俊哉 弘文堂 9784335551482『現代社会学事典』 2012

4 見田宗介 弘文堂 9784335551642『社会学文献辞典（縮刷版）』 2014

5 田中正人/香月孝史 プレジデント社 9784833423113『社会学用語図鑑』 2019

科目名称 社会学概論

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC123147（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定のためには、授業第１回から第１５回までに計１０回以上の出席が必要です。

・文献読解（分担報告；本文、ソースノートの要旨をまとめる。新しい知見、学術用語をについて、例をあげて説明記述する）、プレゼンテーション（分担発表）
をします。学修のまとめとしてレポート作成提出します。

・分担割当は履修登録にもとづき調整します。小熊英二（2019）、渡辺雅子（2004）計２回以上を基本とします。
（個別報告、レポート作成提出を含む）

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ５０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

712－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明をおこないます。文献講読のスケジ
ュール調整をします。履修学生状況をふまえ、報告
役割分担のを確認をします。（小熊英二：2019、

シラバスを熟読しておいてください。（90分）

2 文献精読　小熊英二（2019）；日本社会の三つの生
き方 テキストを予習してください。（90分） 今回の学習内容を復習します。（90分）

テキストを予習してください。（90分）3 文献精読　小熊英二（2019）；日本の働き方、世界
の働き方 今回の学習内容を復習します。（90分）

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；「日本型雇用」の起
源4

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；慣行の形成5

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；民主化と「社員の平
等」6

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；高度成長と「学歴」7

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；「一億総中流」から
「新たな二重構造」へ8

今回の学習内容を復習します。（90分）テキストを予習してください。（90分）文献精読　小熊英二（2019）；「社会のしくみ」と
「正義」のありか9

10 文献精読　小熊英二（2019）と高校「現代社会」の
比較 テキストを予習してください。（90分） 今回の学習内容を復習します。（90分）

今回の学習内容を復習します。（90分）配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分）

文献精読　渡辺雅子（2004）；学校教育の比較社会
論（作文、歴史）を精読します。11

今回の学習内容を復習します。（90分）配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分）

文献精読　渡辺雅子（2004）；学校教育の比較社会
論（作文、歴史1-2）を精読します。12

今回の学習内容を復習します。（90分）配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分）

文献精読　渡辺雅子（2004）；学校教育の比較社会
論（作文、歴史3-4）を精読します。13

今回の学習内容を復習します。（90分）配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分）

文献精読　渡辺雅子（2004）；学校教育の比較社会
論（作文、歴史5）を精読します。14

今回の学習内容を復習します。（90分）配布資料を読んで予習をしておいてください。（90
分）

文献精読　渡辺雅子（2004）；学校教育の比較社会
論（作文、歴史6-7）を精読します。15

全授業を振り返り、学習内容の内省的レポートを期
日までに提出ください。（90分）

これまでのテキスト、資料、視覚教材の学習内容を
整理してください。（90分）

社会学の基礎的理解、現代日本社会、日本の学校教
育について総括をおこないます。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の学習内容を復習してください。（90分）

科目名称 社会学概論

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SOC123147（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業で取り上げた経済用語
を説明できない。

713－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
経済の出来事に関するニュースや記事の理解ならびに経済事象に関する考察のための経済学の基礎的な知識・考え方を身につける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の４．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
景気の動向などの経済のニュースや記事の概要を理解できる。また、経済事象に関する簡単な分析ができる。

授業全体の内容と概要
経済学をはじめて学ぶことを前提として、経済学の基礎知識とその考え方を説明する。実際の経済ニュースを紹介しながら、国内所得や成長率などの経済学の知識
・考え方について演習問題もまじえて学ぶ。

授業の方法
各回の計画にそって、板書による講義と演習問題とを組み合わせた授業をおこなう。また、授業中に随時、受講生の理解の確認や受講生自身に考えさせることを目
的とした問いかけ（質問・対話）と演習問題をおこなう。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
演習への取り組みを評価するため、履修人数によっては座席を指定する場合がある。また、質問や演習問題の回答・解答を書くために必ずノートが必要である。ノ
ートがない場合には演習点（平常点）を認めない。また、理由のない遅刻が複数回におよぶ場合には、平常点を減点する。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

経済用語の理解

経済学の考え方の理解

経済学の演習問題への取組
み

授業で取り上げた経済用語
について、事例をあげて明
確に説明できる。

授業で取り上げた経済用語
について、事例をあげてわ
かりやすく説明できる。

授業で取り上げた経済用語
について、わかりやすく説
明できる。

授業で取り上げた経済用語
ついて、ある程度説明でき
る。

経済学の基礎的な考えにも
とづいた数式と計算の結果
について、明確にコメント
できる。

経済学の基礎的な考えにも
とづいた数式と計算の結果
について、コメントできる
。

経済学の基礎的な考えにも
とづいた数式を書き・計算
できる。

経済学の基礎的な考え方に
ついて、ある程度説明でき
る。

経済学の基礎的考え方を理
解できていない。

すべての演習問題に取り組
み、友人と互いに解答を確
認しあえる。

ほぼすべての演習問題に取
り組み、友人と互いに解答
を確認しあえる。

ほぼすべての演習問題に取
り組み、解答をノートに書
ける。

ある程度（評価前提基準回
数程度）の演習問題に取り
組み、解答をノートに書け
る。

授業のなかで演習問題に取
り組まない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 Ｎ・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 4492315217

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『マンキュー入門経済学（第３版）』 ２０１９

2

3

4

5

科目名称 経済学概論

専門科目科目分類区分

河野　善文（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ECT422031・ECT522035（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河野　善文 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

８０％ ０％ ０％ ０％ ２０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 経済学とは：この授業で学ぶこと
・授業計画（シラバス）の説明 経済学とは何かを考える（９０分）

2 日本の景気について：景気を知る方法
・景気と大学生の生活 景気ウオッチャー調査とは何か調べる（９０分） 景気を調べる方法についてノートにまとめる（９０

分）

国内総生産について調べる（９０分）3
国内総生産からみた世界経済：国内総生産
（ＧＤＰ）とは
・世界の国内総生産（ＧＤＰによる世界地域比較）

地域比較で気付いたことをノートにまとめる（９０
分）

生産要素と生産活動についてノートにまとめる
（９０分）生産要素について調べる（９０分）希少な資源と生産活動：生産活動と資源

・富裕国と最貧国との比較4

経済成長率の計算式と意味をノートにまとめる
（９０分）経済成長率について調べる（９０分）経済成長とは：経済成長率の計算5

生産要素と成長についてノートにまとめる（９０分
）成長著しい国の成長率を調べる（９０分）経済成長と国民所得：生産要素と経済成長

・途上国の経済成長率の例6

幸福と経済的豊かさのまとめ（９０分）幸福の要因について考える（９０分）経済と幸福の問題：幸福の要因7

所得の伸びと豊かさの実感についてノートにまとめ
（９０分）所得の伸びとゆたかさの実感のまとめ（９０分）所得と限界効用逓減：限界効用逓減の法則8

実質値と名目値の違いをノートにまとめる（９０分
）実質値と名目値の違いを調べる（９０分）実質値と名目値：

・値上げのニュース  ・物価とインフレ，実質値9

10
市場経済と価格：
・市場というしくみについて  ・供給の変動と市場
価格への影響

市場のしくみについて調べる（９０分） 供給の市場価格への影響をノートにまとめる（９０
分）

中央銀行と通貨についてノートにまとめ（９０分）通貨・中央銀行の機能を調べる（９０分）通貨と中央銀行：
・通貨の機能  ・中央銀行と通貨11

日銀の政策と金利についてノートにまとめ（９０分
）金利について調べる（９０分）日銀の資金供給と金利

・金利とは  ・日銀と資金供給12

信用創造と通貨供給量についてノートにまとめる
（９０分）通貨供給量について調べる（９０分）通貨供給量と信用創造

・通貨供給量とは  ・信用創造とは13

日銀の金融政策をノートにまとめる（９０分）金融政策の現状を調べる（９０分）日銀と金融政策
・金融政策にかんするニュース  ・金融政策の影響14

ノートの整理（９０分）ノート見直しと不明点の確認（９０分）経済政策とこれまでの授業のまとめ15

試験で間違った問題の復習（９０分）各回の演習問題に再挑戦（９０分）定期試験（６０分）と試験の説明・解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

経済学とは何かノートにまとめる（９０分）

科目名称 経済学概論

専門科目科目分類区分

河野　善文（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

ECT422031・ECT522035（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）河野　善文 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



講義の内容を理解しておら
ず、みずからの価値観や人
生観，人間観，恋愛観，結
婚観などに役立てていない
。
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ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
過去の倫理や具体例を踏まえながら，間接体験（感動）や創造的思索を通して，自他の心の支えとなりうるような確固とした価値観や人生観を形成することができ
る。また，これからの時代に必要な新たな倫理思想を探究する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
人生をみずから創造していくための基礎となる価値観や人生観，人間観，恋愛観，結婚観を構築することができる
。

授業全体の内容と概要
過去の倫理思想や教師自身の考えを紹介しながら，学生自身が主体的にみずからの価値観や人生観を形成していく。そのためには、学生自身がみずから主体的に考
え、かつ積極的に授業に参加することが欠かせない。

授業の方法
講義。対話、発表，ディベート，グループワークなどによるアクティブラーニング。適宜、平常点を付与する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講義中はスマホ等の電源を必ずOFFにし、机の上に置かないこと。置いている場合は、講義終了まで預かる。授業に関係のない私語禁止。座席を指定することもあり
うる。遅刻は一回につき一点減点。居眠り厳禁。レポートの採点基準は，「どれだけ講義の内容を理解し，自分のものにしているか」ということ。自分自身との対
話を通し，自分のことばで語ることが重要。講義で扱っていない内容や自分の考えばかりを書いても合格点に達することはできない。コピペは１００％単位認定さ
れない。最後に、全体的感想や自分の意見をつけ加えるとよりよい。レポートは、原稿用紙換算５枚以上(２千字以上)。文字数を明記する。書式は問わない。
公欠や特別な事由で欠席した場合、課題を提出しなければ、授業回数に反映されないことに留意。最終レポートの提出期限は、第１３回の講義当日。一日遅れるご
とに１点減点となる。学務課に成績票を提出した後は受領できない。

資格指定科目
教職課程（社会・公民）必修科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

発表

ディベート，グループワー
ク

講義の内容を十分理解し、
みずからの価値観や人生観
，人間観，恋愛観，結婚観
などに十分役立てている。

講義の内容をかなり理解し
、みずからの価値観や人生
観，人間観，恋愛観，結婚
観などにかなり役立ててい
る。

講義の内容をそれなりに理
解し、みずからの価値観や
人生観，人間観，恋愛観，
結婚観などにそれなりに役
立てている。

講義の内容を理解しようと
努め、みずからの価値観や
人生観，人間観，恋愛観，
結婚観などに役立てようと
努めている。

発表が１０回以上 発表が７回以上 発表が５回以上 発表が３回以上 発表が３回未満

ディベートやグループワー
クにおいて，中心的役割を
演じている。

ディベートやグループワー
クにおいて，積極的に発表
している。

ディベートやグループワー
クにおいて，それなりに発
表している。

ディベートやグループワー
クにおいて，あまり発表し
ていない。

ディベートやグループワー
クにおいて消極的で、ほと
んど発表していない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 倫理学概論

専門科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE122150（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は, １１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４２％ ０％ ０％ １０％ ４８％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス，シラバスの説明
倫理学とはなにか
現代において倫理学が果すべき役割

シラバスをきちんと読む（９０分）

2
古代の倫理学（ソフィスト、ソクラテス、プラトン
、アリストテレス、エピクロス学派、ストア学派） 第１回講義の復習と第２回講義の予習（９０分） 第２回講義の復習（９０分）

第２回講義の復習と第３回講義の予習（９０分）3 中世の倫理学（教父哲学、スコラ哲学）とキリスト
教 第３回講義の復習（９０分）

第４回講義の復習（９０分）第３回講義の復習と第４回講義の予習（９０分）近代の倫理学　Ⅰ（ベーコン、ホッブス、ロック、
ヒューム）4

第５回講義の復習（９０分）第４回講義の復習と第５回講義の予習（９０分）近代の倫理学　Ⅱ（カント『純粋理性批判』、『実
践理性批判』）5

第６回講義の復習（９０分）第５回講義の復習と第６回講義の予習（９０分）近代の倫理学　Ⅲ（ヘーゲル『法の哲学』、『精神
現象学』、『歴史哲学』）6

第７回講義の復習（９０分）第６回講義の復習と第７回講義の予習（９０分）現代の倫理学（実存主義、プラグマティズム）7

第８回講義の復習（９０分）第７回講義の復習と第８回講義の予習（９０分）東洋の倫理学（孔子、老子、荘子、墨子、仏教）8

第９回講義の復習（９０分）第８回講義の復習と第９回講義の予習（９０分）人間関係の倫理学　１　愛とはなにか ①9

10 間関係の倫理学　２　愛とはなにか ② 第９回講義の復習と第10回講義の予習（９０分）第１０回講義の復習（９０分）

第１１回講義の復習（９０分）第１０回講義の復習と第11回講義の予習（９０分）人間関係の倫理学　３  愛とはなにか ③11

第１２回講義の復習（９０分）第１１回講義の復習と第12回講義の予習（９０分）人間関係の倫理学　４  謙虚について ①12

第１３回講義の復習（９０分）第１２回講義の復習と第13回講義の予習（９０分）間関係の倫理学　５  謙虚について ②13

第１４回講義の復習（９０分）第１３回講義の復習と第14回講義の予習（９０分）人間関係の倫理学　６　ゆるしについて ①14

第１５回講義の復習（９０分）第１４回講義の復習と第15回講義の予習（９０分）人間関係の倫理学　７　ゆるしについて ②15

第１６回講義の復習（９０分）第１５回講義の復習と第16回講義の予習（９０分）課題(レポート)に対するフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１回講義の復習（９０分）

科目名称 倫理学概論

専門科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE122150（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 2 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



問題，方法，結果，考察，
引用文献のいずれかが欠け
ている。あるいは，レポー
トの本文中に剽窃が認めら
れる。
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ルーブリック

評価項目

1 村上香奈・山崎浩一 ミネルヴァ書房 ９７８－４－６２３
－

概要

履修目標
学生が基礎的な実験や調査，検査などを実際に体験することで，心理学を研究する科学的な方法・技術を習得する。さらに，実験などから得られた結果や考察を，
適切な書式や引用による科学的報告書としてレポートにまとめるための知識・技術を学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①心理学実験の演習・レポート作成を通して，研究レポートの書き方，文献の検索・引用方法といったアカデミックスキルを発揮する。
②心理学の知識について，先行研究と心理学実験の両方から理解し，説明する。
③小集団の実験演習に積極的に参加することを通して，協働的態度を発揮する。

授業全体の内容と概要
心理学実験を体験しながら各実験に関連する心理学概念について理解するとともに，問題，目的，方法，結果，考察といった構成の研究レポートの書き方，文献の
引用方法等を身につける。また，質問には随時対応し，レポートにはコメントをしてフィードバックをする。なお，この科目は日本心理学会認定心理士申請に必須
の科目であり，卒業論文に直接つながる位置づけの科目ではない。

授業の方法
板書および配布資料により，実験の目的および実施手順を説明した後，小グループに分かれて実験等を実施し，データを収集する。必ず全員が実験者および参加者
の両方を経験することで，学習の理解を深める。さらに，収集したデータを自ら分析し，まとめ，レポートを作成する。質問には随時対応し，提出されたレポート
にはコメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・受講の条件：「心理学研究法」を必ず修得していること。統計学関連科目も受講していることが望ましい。
・テキストを熟読すること。提出期限は厳守すること。
・授業前半は実験の概要や手続きの説明を行うことが多いため，遅刻しないこと。
・授業の進度，レポートの提出状況等で授業内容を一部変更することがありますので，了承ください。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

①アカデミック・スキル

②心理学の知識

③授業参加・態度

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってお
り，書式（フォント，１頁
あたりの文字数，図表等）
の誤りが１カ所以下である
。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が２カ所～４カ所守られ
ていない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が５カ所～９カ所守られ
ていない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が１０カ所以上守られて
いない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を十分に満た
したうえで，関連事項につ
いて言及されている。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を十分に網羅
している。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を一通り網羅
している。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っているが，
記述の誤りが認められるな
ど，内容は十分ではない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献のいずれかが欠け
ている。あるいは，レポー
トの本文中に剽窃が認めら
れる。

授業外でも自ら調べたり，
質問したりする行動が著し
く見られる。

授業外でも自ら調べたり，
質問したりする行動が見ら
れる。

授業内で実験に参加したり
，質問したりする姿が著し
く見られるが，授業外で自
主的に学ぶ姿は見られない
。

授業内で実験に参加したり
，質問したりする姿が見ら
れるが，授業外で自主的に
学ぶ姿は見られない。

最低出席回数に達している
ものの，授業に参加しよう
としない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる心理学実験実習』 ２０１８

2

3

4

5

1 森敏明・吉田寿夫 北大路書房 ９７８－４－７６２
８－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』 １９９０

2

3

4

5

科目名称 心理学基礎実験Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123065（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 実験 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員による指導の下，心理学実験に関わる実習を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要な最低出席回数は２６回以上。すべての実験への参加し，５本すべてのレポートを提出することが必要。かつレポートでは適切な引用が行われ，
剽窃を行っていないこと。剽窃がある場合は不可。
・総合的評価＝①「レポート作成」＋②「その他」（授業内外での質問や発言などの積極的な取り組み，自ら調べたり，質問したり，意見を述べるという自学自習
の程度など）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ９０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

718－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション①（シラバスの説明，実験レポ
ート，授業の進め方の説明） 心理学研究法の授業内容を復習する。（４５分）

2 オリエンテーション②（心理学研究法の基礎知識の
確認） 心理学研究法の授業内容を復習する。（４５分） 教科書を熟読する。（４５分）

教科書や参考資料を熟読する。（４５分）3 心理学実験で学ぶ内容，使用する主な統計手法を説
明する。 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）使用する主な統計手法の説明，実験レポートの書き
方の説明4

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験１（実験方法の説明と準
備）5

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験２（実験の実施とデータ
入力）6

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験３（データ分析，心理学
統計演習）7

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験４（文献の読み方，問題
・目的・方法の書き方）8

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験５（結果，考察の書き方
）9

10 実験①　感覚・知覚の実験６（統計結果の書き方や
考察のまとめ方） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験①　感覚・知覚の実験７（引用方法や引用文献
の一覧の書き方）11

サポート作成と次回の実験概要の把握。提出締め切
りは第１７回の授業。（４５分）

レポートの書式に準じて作成できているか，全体を
見直す。（４５分）

実験①　感覚・知覚の実験８（レポート作成上の留
意点の最終確認）12

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験②　学習・記憶の実験１（実験方法の説明と準
備）13

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験②　学習・記憶の実験２（実験の実施とデータ
入力）14

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験②　学習・記憶の実験３（データ分析，心理学
統計演習）15

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験②　学習・記憶の実験４（結果のまとめ方）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 実験②　学習・記憶の実験５（問題，方法の書き方
） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

18 実験②　学習・記憶の実験６（考察と引用文献，最
終確認）

レポートの書式に準じて作成できているか，全体を
見直す。（４５分）

サポート作成と次回の実験概要の把握。提出締め切
りは第２３回の授業。（４５分）

教科書や参考資料を熟読する。（４５分）19 実験③　社会・集団の実験１（実験方法の説明と準
備） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験③　社会・集団の実験２（実験の実施とデータ
入力）20

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験③　社会・集団の実験３（データ分析，心理学
統計演習）21

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験③　社会・集団の実験４（結果のまとめ方）22

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験③　社会・集団の実験５（問題，方法の書き方
）23

サポート作成と次回の実験概要の把握。提出締め切
りは第２９回の授業。（４５分）

レポートの書式に準じて作成できているか，全体を
見直す。（４５分）

実験③　社会・集団の実験６（考察と引用文献，最
終確認）24

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験④　質問紙調査や心理尺度，心理検査等の実施
１（説明と準備）25

26 実験④　質問紙調査や心理尺度，心理検査等の実施
２（実施とデータ分析） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験④　質問紙調査や心理尺度，心理検査等の実施
３（レポートのまとめ方1）27

サポート作成と次回の実験概要の把握。提出締め切
りは2週間後。（４５分）

レポートの書式に準じて作成できているか，全体を
見直す。（４５分）

実験④　質問紙調査や心理尺度，心理検査等の実施
４（レポートのまとめ方2，最終確認）28

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）予備　これまでの実験の補足説明あるいはその他の
心理学領域の実験体験　等29

レポート作成の再確認（４５分）レポートの書式に準じて作成できているか，全体を
見直す。（４５分）

予備　これまでの実験の補足説明あるいはその他の
心理学領域の実験体験とレポート執筆　等30

これまでの成果と課題と振り返る（４５分）これまでの成果を振り返り，疑問点を纏める（４５
分）レポート返却と講評31

これまでの成果と課題と振り返る（４５分）これまでの成果を振り返り，疑問点を纏める（４５
分）これまでの振り返り32

教科書を熟読する。（４５分）

科目名称 心理学基礎実験Ⅰ

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123065（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員による指導の下，心理学実験に関わる実習を行
う。

基本情報

開講時期



問題，方法，結果，考察，
引用文献のいずれかが欠け
ている。あるいは，レポー
トの本文中に剽窃が認めら
れる。

719－ －

ルーブリック

評価項目

1 村上香奈・山崎浩一 ミネルヴァ書房 心理学基礎実験Ⅰと
同じ教科書を使用

９７８－４－６２３
－

概要

履修目標
学生が体験する実験や調査などの研究対象を拡張し，心理学基礎実験Ⅰで身につけた科学的な心理学の研究方法・技術と，科学的報告書としてレポートにまとめる
ための知識・技術を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①心理学実験の演習・レポート作成を通して，研究レポートの書き方，文献の検索・引用方法といったアカデミックスキルを発揮する。
②心理学の知識について，先行研究と心理学実験の両方から理解し，説明する。
③小集団の実験演習に積極的に参加することを通して，協働的態度を発揮する。

授業全体の内容と概要
心理学実験を体験しながら各実験に関連する心理学概念について理解するとともに，問題，目的，方法，結果，考察といった構成の研究レポートの書き方，文献の
引用方法等を身につける。質問には随時対応し，提出されたレポートにはコメントをしてフィードバックをする。なお，この科目は日本心理学会認定心理士申請に
必須の科目であり，卒業論文に直接つながる位置づけの科目ではない。

授業の方法
板書および配布資料により，実験の目的および実施手順を説明した後，小グループに分かれて実験等を実施し，データを収集する。必ず全員が実験者および参加者
の両方を経験することで，学習の理解を深める。さらに，収集したデータを自ら分析し，まとめ，レポートを作成する。また，質問には随時対応し，レポートには
コメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・受講の条件：「心理学研究法」と「心理学基礎実験Ⅰ」を必ず修得していること。統計学関連科目も受講していることが望ましい。
・教科書を熟読すること。提出期限は厳守すること。
・授業前半は実験の概要や手続きの説明を行うことが多いため，遅刻しないこと。
・授業の進度，レポートの提出状況等で授業内容を一部変更することがありますので，了承ください。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

①アカデミック・スキル

②心理学の知識

③授業参加・態度

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってお
り，書式（フォント，１頁
あたりの文字数，図表等）
の誤りが１カ所以下である
。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が２カ所～４カ所守られ
ていない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が５カ所～９カ所守られ
ていない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献は全てそろってい
るが，書式（フォント，１
頁あたりの文字数，図表等
）が１０カ所以上守られて
いない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を十分に満た
したうえで，関連事項につ
いて言及されている。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を十分に網羅
している。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っており，求
められる内容を一通り網羅
している。

問題，方法，結果，考察，
引用文献が揃っているが，
記述の誤りが認められるな
ど，内容は十分ではない。

問題，方法，結果，考察，
引用文献のいずれかが欠け
ている。あるいは，レポー
トの本文中に剽窃が認めら
れる。

授業外でも自ら調べたり，
質問したりする行動が著し
く見られる。

授業外でも自ら調べたり，
質問したりする行動が見ら
れる。

授業内で実験に参加したり
，質問したりする姿が著し
く見られるが，授業外で自
主的に学ぶ姿は見られない
。

授業内で実験に参加したり
，質問したりする姿が見ら
れるが，授業外で自主的に
学ぶ姿は見られない。

最低出席回数に達している
ものの，授業に参加しよう
としない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかる心理学実験実習』 ２０１８

2

3

4

5

1 森敏明・吉田寿夫 北大路書房 ９７８－４－７６２
８－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』 １９９０

2

3

4

5

科目名称 心理学基礎実験Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123066（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

授業形態 実験 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員による指導の下，心理学実験に関わる実習を行
う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要な最低出席回数は２６回以上。すべての実験への参加し，５本すべてのレポートを提出することが必要。かつレポートでは適切な引用が行われ，
剽窃を行っていないこと。剽窃がある場合は不可。
・総合的評価＝①「レポート作成」＋②「その他」（授業内外での質問や発言などの積極的な取り組み，自ら調べたり，質問したり，意見を述べるという自学自習
の程度など）。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ９０％ ０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション１（シラバスの説明，授業の内
容の説明）

心理学基礎実験Ⅰの資料，レポートの振り返り
（４５分）

2 オリエンテーション１（心理学基礎実験Ⅰの振り返
り）

心理学基礎実験Ⅰの資料，レポートの振り返り
（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

教科書や参考資料を熟読する。（４５分）3 実験⑤　心理検査１（実験の説明および準備） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査２（実験の実施およびデータ入力
）4

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査３（データ分析，心理学統計演習
）5

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査４（レポートの書き方：文献検索
，問題，方法）6

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査５（レポートの書き方：結果のま
とめ）7

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査６（レポートの書き方：考察）8

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑤　心理検査７（レポートの書き方：考察，引
用文献）9

10 実験⑤　心理検査８（最終確認） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） レポート作成と次回の実験概要の把握（４５分）レ
ポート提出締め切り１６回の授業

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察１（実験の説明および準備）11

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察２（実験の実施およびデータ入力
）12

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察３（データ分析，心理学統計演習
）13

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察４（レポートの書き方：文献検索
，問題，方法）14

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察５（レポートの書き方：結果のま
とめ，考察，引用文献）15

レポート作成と次回の実験概要の把握（４５分）レ
ポート提出締め切り２２回の授業教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑥　行動観察６（最終確認）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17 実験⑦　社会・集団の実験１（実験の説明および準
備） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

18 実験⑦　社会・集団の実験２（実験の実施およびデ
ータ入力） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

教科書や参考資料を熟読する。（４５分）19 実験⑦　社会・集団の実験３（データ分析，心理学
統計演習） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑦　社会・集団の実験４（レポートの書き方：
文献検索，問題，方法）20

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑦　社会・集団の実験５（レポートの書き方：
結果のまとめ，考察，引用文献）21

レポート作成と次回の実験概要の把握（４５分）レ
ポート提出締め切りは２８回の授業教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑦　社会・集団の実験６（最終確認）22

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑧　情動・行動の実験１（実験の説明および準
備）23

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑧　情動・行動の実験２（実験の実施およびデ
ータ入力）24

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑧　情動・行動の実験３（データ分析，心理学
統計演習）25

26 実験⑧　情動・行動の実験４（レポートの書き方：
文献検索，問題，方法） 教科書や参考資料を熟読する。（４５分） 今回の内容について復習する（４５分）

今回の内容について復習する（４５分）教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑧　情動・行動の実験５（レポートの書き方：
結果のまとめ，考察，引用文献）27

レポート作成と次回の実験概要の把握（４５分）。
レポート提出締め切りは2週間後。教科書や参考資料を熟読する。（４５分）実験⑧　情動・行動の実験６（最終確認）28

今回の内容について復習する（４５分）これまでの実験内容を振り返り，留意点を確認する
。（４５分）

予備　これまでの実験の補足説明あるいはその他の
心理学領域の実験体験　等29

レポート作成の再確認（４５分）これまでの実験内容を振り返り，留意点を確認する
。（４５分）

予備　これまでの実験の補足説明あるいはその他の
心理学領域の実験体験とレポート執筆　等30

これまでの成果と課題と振り返る（４５分）これまでの成果を振り返り，疑問点を纏める（４５
分）レポート返却と講評31

これまでの成果と課題と振り返る（４５分）これまでの成果を振り返り，疑問点を纏める（４５
分）これまでの振り返り32

今回の内容について復習する（４５分）

科目名称 心理学基礎実験Ⅱ

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

EXP123066（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・３年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ×

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として調査研究の経験を持つ教員による指導の下，心理学実験に関わる実習を行
う。

基本情報

開講時期



レポート課題が提出されな
い。あるいは，本文につい
て理解が不十分である（理
解度が５割以下）。
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ルーブリック

評価項目

1 大坪庸介，アダム・スミス 有斐閣ブックス ９７８－４－６４１
－

概要

履修目標
学生が対人行動のしくみを理解するとともに，その知識と研究方法を日常生活や社会福祉の現場へ適用し，応用する方法を提案できるようになる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の３．と５．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
①対人行動に関する実証的な研究において実行されている方法論と，それによって導かれた理論に関する知識を身につけ，記述できる。
②対人行動に関する知識を整理し，それを他者に説明できる。
③対人行動に関するテーマについて，学生同士の討議に参加できる。

授業全体の内容と概要
社会心理学の研究テーマである人と人との関わりや人に対する行動といった対人行動について扱う。対人行動の方法論や理論のインプットに加えて，他者に対する
アウトプットを通して，社会心理学が対人行動をどのように探求してきたのか（方法論），その示された理論が社会福祉や教育等の現場（フィールド）においてど
のように展開できるかについて議論し，理解を深める。

授業の方法
授業は講義形式で行う。事前学習として，教科書の指定された章を全員が読み，その内容を理解するという課題を毎回課す。授業時間中は，冒頭に履修生の理解度
を確認するワークを行った後，各テーマに関する追加のプレゼンテーションとディスカッションを行う。また，質問には随時対応し，理解度を確認するワークには
コメントをしてフィードバックをする。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・教科書を読みこなせる英語力，あるいは英文に挑戦しようとする意欲は必須である。ただし，授業の進行は日本語で行う。
・第１回目にプレゼンテーションの分担や評価の観点を提示する。そのため，第１回目の授業を休んだ場合，その後の授業で著しい不利益を被る可能性があること
を了承していただきたい。
・授業の運営・進行を著しく妨害するような行為（私語，大学で認められたもの以外の飲食，携帯電話・スマートフォンの使用，代返　等）が認められた場合，総
合評価から大幅に減点することがある。

資格指定科目
認定心理士資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識（インプット）

説明（アウトプット）

討論

本文の内容に加えて，関連
事項についても理解してい
る。

本文の内容を概ね（９割）
理解している。

本文の内容について，７割
程度理解している。

本文の内容について，５割
程度理解している。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を９割以上満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を８割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を７割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を６割程度満たしている
。

プレゼンテーションの事前
説明時に示された評価の観
点を満たしていない（６割
未満）。

授業期間中，１１回以上質
問する。

授業期間中，８回～１０回
質問しない。

授業期間中，４～７回質問
する。

授業期間中，２～３回質問
する。

授業期間中，１度も質問し
ない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『英語で学ぶ社会心理学』 ２０１７

2

3

4

5

1 池上知子・遠藤由美 サイエンス社 ９７８－４－７８１
９－

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『グラフィック社会心理学　第2版』 ２００８

2

3

4

5

科目名称 対人行動論

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP123064（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として学生の心理的支援の経験を持つ教員がその経験を活かして，具体的な対人
行動上の課題や他者理解の視点を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上である。
・単位認定のため，履修者には最低２回以上のプレゼンテーションを求める。
・教科書を読みこなせる英語力，あるいは英文に挑戦しようとする意欲は必須である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ７０％ ０％ ０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション（シラバスの説明、プレゼンテ
ーションにおける評価の観点の説明、プレゼンテー
ションの分担の決定），社会心理学での対人行

教科書を読み、対人行動について把握する（９０分
）

2
Ｃｈａｐｔｅｒ１：Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　
ｔｏ　Ｓｏｃｉａｌ　
Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｙ（１～２）

指定箇所を読み、理解する（９０分） 今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）

指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）3 Ｃｈａｐｔｅｒ２：Ｓｅｌｆ（１～２） 今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ２：Ｓｅｌｆ（３～４）4

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ３：Ｓｏｃｉａｌ　

Ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（１～２）5

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ３：Ｓｏｃｉａｌ　

Ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（３～４）6

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）

Ｃｈａｐｔｅｒ４：Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　
Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｉｎｔｅｒｐｅｒｓｏｎａｌ　

7

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）

Ｃｈａｐｔｅｒ４：Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　
Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｉｎｔｅｒｐｅｒｓｏｎａｌ　

8

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ５：Ｅｍｏｔｉｏｎｓ（１～２）9

10 Ｃｈａｐｔｅｒ５：Ｅｍｏｔｉｏｎｓ（３～４） 指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分） 今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ６：ａｔｔｉｔｕｄｅｓ　ａｎｄ　

Ｐｅｒｓｕａｓｉｏｎ（１～２）11

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ７：Ｓｏｃｉａｌ　

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ（１～２）12

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ７：Ｓｏｃｉａｌ　

Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ（３～４）13

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ８：Ｉｎｔｅｒｇｒｏｕｐ　

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ（１～２）14

今回の内容を振り返り，ノートにまとめる（９０分
）指定箇所を読み、理解する／発表準備（９０分）Ｃｈａｐｔｅｒ８：Ｉｎｔｅｒｇｒｏｕｐ　

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ（３～４）15

これまでの内容を振り返る（９０分）これまでの内容を振り返る（９０分）これまでの内容の振り返りと相互フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

指定箇所を読み、理解する（９０分）

科目名称 対人行動論

専門科目科目分類区分

吉澤　英里（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOP123064（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉澤　英里 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

認定心理士として学生の心理的支援の経験を持つ教員がその経験を活かして，具体的な対人
行動上の課題や他者理解の視点を講義する。

基本情報

開講時期



理解が曖昧

723－ －

ルーブリック

評価項目

1 山野則子など ミネルヴァ書房 978-4-6230-7834-9

概要

履修目標
学校教育現場にスクール（学校）ソーシャルワーカーを導入する意義、スクールソーシャルワーカーの役割、スクールソーシャルワークなど、広範な専門性につい
て理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．今日の学校教育現場にスクールソーシャルワーカーを導入する意義とその必要性に理解・説明できる。
２．発展過程と具体的にスクールソーシャルワーカーの役割について理解・説明できる。
３．ソーシャルワークについてジェネリックおよびスペシフィックな視点での広範な知識・技術、支援方法について理解・説明できる。

授業全体の内容と概要
１．日本における、スクールソーシャルワーカーの役割、必要性やスクールソーシャルワークについて学びます。
２．海外における、スクールソーシャルワーカーの役割、必要性やスクールソーシャルワークについて学びます。

授業の方法
１．授業形態は講義形式です。
２．テキストを使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行います。
３．適宜質問を促し、質問に対応します。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
１．１５回目の授業時にノートの確認を行います。
２．板書した内容をしっかり写し,毎回の授業後にノートの整理をするように心がけてください。
３．適宜質問に対応します。

資格指定科目
スクール（学校）ソーシャルワーカー資格課程
社会福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

【知識】今日の学校教育現
場にスクールソーシャルワ
ーカーを導入された意義と
その必要性、発展過程につ
いて理解している。

【知識】今日の学校教育現
場にスクールソーシャルワ
ーカーを導入された意義「
スペシフィック」な視点で
の広範な支援について理解
している。

【知識】今日の学校教育現
場にスクールソーシャルワ
ーカーを導入された意義「
ジェネリック」な視点での
広範な支援について理解し
ている。

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧 理解が曖昧

非常に理解している おおむね理解している 理解している 理解が一部曖昧 理解が曖昧

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『よくわかるスクールソーシャルワーク』 2016年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『適宜紹介する。』

2

3

4

5

科目名称 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ論

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122057（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１．教科書は必ず持参すること。
２．必要な資料等は適宜配布します。
３．１５回目の授業時にノートの確認を行います。
４．出席回数は最低１０回なければ試験を受験することはできません。
５．その他については，出席状況３０％・ノート確認３０％の評価です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ６０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

724－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
児童生徒を取り巻く学校・家庭・地域について①－
学校からみる問題行動・家族の状況

教科書を事前に読んでおくこと(90分)

2 児童生徒を取り巻く学校・家庭・地域について②－
子どもの貧困・発達・マノリティ 教科書を事前に読んでおくこと(90分) ノート整理を行うこと(90分)

教科書を事前に読んでおくこと(90分)3 児童生徒を取り巻く学校・家庭・地域について③－
教員の実態、地域の機関 ノート整理を行うこと(90分)

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの価値・倫理について
①－スクールソーシャルワークとは4

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの価値・倫理について
②－人権と社会正義5

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの発展過程について－日
本・アメリカ6

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワーカーの役割と活動について7

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークにおけるソーシャルワー
クについて8

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの支援方法について－個
別・集団支援(ミクロレベル)の実践より①9

10 スクールソーシャルワークの支援方法について－個
別・集団支援(ミクロレベル)の実践より② 教科書を事前に読んでおくこと(90分) ノート整理を行うこと(90分)

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの支援方法について－学
校・家庭・地域(メゾレベル)の実践より①11

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの支援方法について－学
校・家庭・地域(メゾレベル)の実践より②12

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの支援方法について－制
度・政策(マクロレベル)の実践より①13

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークの支援方法について－制
度・政策(マクロレベル)の実践より②14

ノート整理を行うこと(90分)教科書を事前に読んでおくこと(90分)スクールソーシャルワークにおけるスーパービジョ
ンについて15

テストの振り返りを行うこと(90分)テスト勉強をしておくこと(90分)【定期試験】６０分の試験終了後，残りの３０分で
解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート整理を行うこと(90分)

科目名称 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｸ論

専門科目科目分類区分

上原　正希（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

SWS122057（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）上原　正希 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

ソーシャルワーカーとして現場経験のある教員が、自分自身のソーシャルワーク経験や体験
談を踏まえ、講義を行います。

基本情報

開講時期



左記の内容が何一つできて
いない。

725－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
現代家族が抱える諸課題、個々の機能、家族と社会の関係性の形成、家族政策を理解したうえで、効果的な子育て支援方法とは何か、を理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞２．と４．と５．と６．と７．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
家族支援の意義と役割、家庭生活を取り巻く社会的状況、子育て家庭への支援体制、家族形態の多様化と、それに対応した支援方法を学習し、学生各自の身近な地
域社会における家庭支援の方法を模索し、現状に即した支援方法を考察し、構築する。

授業全体の内容と概要
家族についての概念、家族変動、現代家族の課題など、家族社会学の基本的概念を学習したうえで、子育て支援ネットワークの事例及び家族システム理論について
講義を行う。

授業の方法
各時間ごとに、教員が講義プリントを配布し、それに基づいて講義を行う。配布プリントの内容を教員が説明し、重要事項は黒板に板書する。課題等は特に設定し
ないが、乳児保育の復習をしておくことが望ましい。学生の要望には可能な限り対応するが、教育上好ましくないと思われる要望には応えられない。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

◯ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
主体的・積極的な参加を望む。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

明治時代以降の、家族の構
造・機能変動について理解
する。

現代日本における子育て家
族が抱える課題について理
解する。

子育ての課題を抱えた家族
の支援方法について理解す
る。

明治時代からの家族の構造
機能変動について、事例と
家族社会学の諸理論を用い
て説明できる。

明治時代からの家族の構造
機能変動について、概略を
説明できる。

明治時代からの家族の構造
機能変動について、事例を
用いて説明できる。

明治時代からの家族の構造
変動についての概略を説明
できる。

子育て家族が抱える諸課題
と児童虐待発生の関係性を
、関係法規と家族社会学理
論及びシステム理論を用い
て説明できる。

子育て家族が抱える諸課題
と児童虐待発生の関係性を
、関係法規を交えて説明で
きる。

子育て家族が抱える諸課題
、特に児童虐待発生の関係
について説明できる。

子育て家族が抱える諸課題
の概略を説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

地域ネットワーク構築の方
法論を、ネットワーク構築
理論を用いて説明でき、且
つ事例を用いて説明でき、
さらに事例に用いられた支
援方法の課題を説明できる
。

地域ネットワーク構築の方
法論を、ネットワーク構築
理論を用いて説明でき、且
つ、事例を用いて解説でき
る。

地域ネットワーク構築の方
法論を、ネットワーク構築
理論を用いて説明できる。

地域ネットワーク構築の方
法論の概略を説明できる。

左記の内容が何一つできて
いない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 子ども家庭支援論

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122079（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位取得の最低出席回数10回をクリアすること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

８０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ２０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

726－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　シラバスの説明 乳児保育復習（90分）

2 家族支援の意義と役割１家族の意義と機能 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの読み込み（90分）

前回プリントの読み込み（90分）3 家族支援の意義と役割２家族支援の必要性 配布プリントの読み込み（90分）

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族支援の意義と役割３保育士が行う家族支援の原
理4

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況１現代社会における
人間関係の変化5

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況２地域社会の変容と
家族支援6

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）家族生活を取り巻く社会的状況３男女共同参画社会
とワークライフバランス7

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）子育て家族への支援体制１子育て家族の福祉を図る
ための社会資源8

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）子育て家族への支援体制２子育て支援施設・次世代
育成支援施設の推進9

10 多様な支援の展開と関係機関との連携１子育て支援
サービスの概要 前回プリントの読み込み（90分） 配布プリントの読み込み（90分）

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携２保育所入所
児童の家庭への支援11

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携３地域の子育
て家族への支援12

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携４要保護児童
及びその家族に関する支援13

配布プリントの読み込み（90分）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携５子育て支援
における関係機関との連携14

講義全体の総復習（2時間）前回プリントの読み込み（90分）多様な支援の展開と関係機関との連携６子育て支援
サービスの課題15

自己総括（90分）講義全体の総復習（2時間）定期試験（６０分の試験終了後、残りの３０分で解
説を行います）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

配布プリントの読み込み（90分）

科目名称 子ども家庭支援論

専門科目科目分類区分

杉本　大輔（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122079（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）杉本　大輔 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



子ども理解の視点について
の知識を理解することが難
しい。

727－ －

ルーブリック

評価項目

1 塚本美知子 萌文書林 9784893473066

概要

履修目標
この科目は、以下の３つを授業の目的とする。
１．保育実践において、実態に応じた子ども個々の心身の発達や学びを把握することの意義を理解する。
２．子どもの体験や学びの過程において、子どもを理解する上での基本的な考え方を学修し、子ども理解のための具体的な方法を理解する。
３．子どもの理解に基づく保育士の援助や態度の基本について理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．子どもを理解する視点について説明できる。
２．子どもを理解する上での基本的な考え方がわかる。

授業全体の内容と概要
子どもの実態に応じた発達を理解する視点及び理解する方法について学修する。さらに、発達課題に応じた援助と関わりについて理解を深める。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイントを活用し、授業の理解度を深めるためのグループ学習も取り入れる。特に各回でテーマを設定し、思考・考察、意見交換、討論、発
表等一連の活動を行う。
提出されたレポート及び質問等は、コメントを記入してフィードバックを行う。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の内容・提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

子ども理解の視点について
の知識を深く理解できる。

子ども理解の視点について
の知識をおおむね理解でき
る。

子ども理解の視点について
の知識を理解できる。

子ども理解の視点について
の知識を多少理解できる。

発達課題に応じた援助につ
いて十分に考察できる。

発達課題に応じた援助につ
いておおむね考察できる。

発達課題に応じた援助につ
いて考察できる。

発達課題に応じた援助につ
いて多少考察できる。

発達課題に応じた援助につ
いて考察することが難しい
。

子ども理解の方法について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

子ども理解の方法について
理解したことをおおむね説
明できる。

子ども理解の方法について
理解したことを説明できる
。

子ども理解の方法について
理解したことを多少説明で
きる。

子ども理解の方法について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『改訂　子ども理解と保育実践』 2018

2

3

4

5

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

科目名称 子どもの理解と援助

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122082（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における保育経験を活かし、発達課題と子どもを理解する視点との関連を指導する
。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ７０％ ０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

728－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
保育における子どもの理解の意義 指定した教科書を事前に読むこと（90分）。

2 子どもの理解に基づく養護及び教育の一体的展開 教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。3 子どもに対する共感的理解と子どもとの関わり ３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。子どもを理解する視点①子どもの生活や遊び4

５回目の授業で理解した点を整理する（90分）。保育計画の意味を理解しておく（90分）。子どもを理解する視点②保育の人的環境としての保
育者と子どもの発達5

授業終了時に示す１回目の課題を作成する（90分）
。

保育計画と指針、要領との関連を理解しておく（90
分）。

子どもを理解する視点③子ども相互のかかわりと関
係づくり6

７回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。子どもを理解する視点④集団における経験と育ち、
葛藤、つまずき7

授業終了時に示す２回目の課題を作成する（90分）
。発達心理等発達過程を理解しておく（90分）。子どもを理解する視点⑤保育の環境の理解と構成、

環境の変化・移行8

９回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。子どもを理解する方法①観察・記録9

10 子どもを理解する方法②省察・評価 計画作成の方法をよく読んでおく（90分）。 授業終了時に示す３回目の課題を作成する（90分）
。

１１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。対象年齢と計画の連動性を理解しておく（90分）。子どもを理解する方法③職員間の対話、保護者との
情報の共有11

１２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。発達の課題に応じた援助と関わり12

１３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の評価頁を事前に読んでおく（90分）。特別な配慮を要する子どもの理解と援助13

授業終了時に示す４回目の課題を作成する（90分）
。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。発達の連続性と就学への支援14

授業の目的の達成度を自己評価する（90分）。保育の計画で学んだ事を整理しておく（90分）。子どもの理解に基づく発達援助・まとめ15

試験、課題の解説に基づき復習し整理する(90分)。15回の講義内容を振り返り復習する(90分)。提出されたレポートの総合評価をフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 子どもの理解と援助

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122082（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における保育経験を活かし、発達課題と子どもを理解する視点との関連を指導する
。

基本情報

開講時期



助言しても理解できない。

729－ －

ルーブリック

評価項目

1 編集：遠藤郁夫、三宅捷太 学建書院 978-4762408892

概要

履修目標
子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を理解し、子どもの身体発育や生理機能及び運動機能並びに精神機能の発達と保健について学ぶ。また、子どもに多
い疾病とその予防法及び適切な対応について理解を深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と４．に対応する。

到達目標
子どもの健康と保健の意義を理解し、子どもの発育・発達及び子どもの疾病と保育について説明できる。

授業全体の内容と概要
子どもの保健の意義、子どもの健康と心身機能、発育・発達と保健及び子どもに多い疾病と予防について
学習する。

授業の方法
講義形式。板書やテキストを活用し、子どもを取り巻く社会問題や背景と関連付けて解説を行う。また、まとめや確認のために小試験やレポート（2回）を課題とし
、検索後返却し、解答・解説を行いフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

子どもの保健の意義

子どもの発育・発達

子どもに多い疾病

子どもの特徴や健康と生命
の安全、心身の健やかな育
ちを関連させ非常によく理
解できた。

子どもの特徴や健康と生命
の安全、心身の健やかな育
ちを関連させ概ね理解でき
た。

子どもの特徴や健康、生命
の安全や心身の健やかな育
ちについて部分的に理解で
きた。

子どもの特徴や健康、生命
の安全、心身の健やかな育
ちについて助言により理解
できた。

子どもの発育・発達の原則
を列挙し、心身機能、生理
・運動機能、社会性の発達
過程を詳しく説明できた。

子どもの発育・発達の原則
を列挙し、心身機能、生理
・運動機能、社会性の発達
過程を概ね説明できた。

子どもの発育・発達の原則
、心身機能、生理・運動機
能、社会性について部分的
に説明できた。

子どもの発育・発達の原則
、心身機能、生理・運動機
能、社会性について助言に
より説明できた。

助言しても説明できない。
　

子どもの健康状態の把握方
法を学び、子どもに多い病
気を列挙。その病気の特徴
や症状・対応について詳し
く説明できた。

子どもの健康状態の把握方
法を学び、子どもに多い病
気を列挙。その病気の特徴
や症状・対応について概ね
説明できた。

子どもの健康状態の把握方
法、子どもに多い病気とそ
の対応について部分的に説
明できた。

子どもの健康、子どもに多
い病気について助言により
説明できた。

助言しても説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『子どもの保健』 2019

2

3

4

5

1 編集：大西文子 中山書店 978-4521747774

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『子どもの健康と安全』 2019

2

3

4

5

科目名称 子どもの保健

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM122083（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。人の生命誕生から成長過程を学び、社会の構成員とし
ての子どもを健全に育む意義・保育の役割を説明する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ １０％ ０％ ２０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

730－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明、ガイダンス
子どもの健康と保健の意義（１）
保健活動の意義と目的

事前に教科書全体に目をとおしておく（90分）

2 子どもの健康と保健の意義（2）
健康の概念と健康指標

教科書の「子どもの保健の意義」について事前に読
んでおくこと（90分） 当日の授業で行ったことをまとめておく（90分）

教科書の「子どもの保健の意義」について事前に読
んでおくこと（90分）3 子どもの健康と保健の意義（3）

子どもの健康に関する現状と課題 当日の授業で行ったことをまとめておく（90分）

授業終了時に出す課題についてレポート作成するこ
と（90分）

教科書の「子どもの保健の意義」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの健康と保健の意義（4）
地域における保健活動と児童虐待防止4

返却レポートを見直し子どもの保健の意義を再確認
する（90分）

教科書の「子どもの発育・発達」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの発育・発達と保健（１）
ヒトの成り立ちと身体発育5

当日の授業で行ったことを復習しておくこと（90分
）

教科書の「子どもの発育・発達」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの発育・発達と保健（2）
生理機能の発達と保健6

小テストを行うので前半の授業の復習を欠かさぬこ
と（90分）

教科書の「子どもの発育・発達」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの発育・発達と保健（3）
子どもの運動機能の発達と保健7

確認テスト問題を見直し自己採点しておく（90分）前半の授業・ノートを見直しテストに臨むこと（90
分）前半の総括と学習到達度の確認テスト8

当日の授業で行ったことを復習しておくこと（90分
）

教科書の「子どもの精神機能の発達」について事前
に読んでおくこと（90分）子どもの精神機能の発達と保健9

10 子どもの健康状態の把握（1）
健康観察と健康状態把握

教科書の「子どもの健康状態の把握」について事前
に読んでおくこと（90分）

当日の授業で行ったことを復習しておくこと（90分
）

当日の授業で行ったことを復習しておくこと（90分
）

教科書の「子どもの健康状態の把握」について事前
に読んでおくこと（90分）

子どもの健康状態の把握（2）
発育・発達の把握と保護者11

当日の授業で行ったことを復習しておくこと（90分
）

教科書の「子どもの疾病と保育」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの疾病と保育（１）
子どもの疾病の特徴12

授業終了時に出す課題について復習すること（90分
）

教科書の「子どもの疾病と保育」について事前に読
んでおくこと（90分）

子どもの疾病と保育（2）
子どもの発達と疾病13

授業終了時に出す課題についてレポート作成するこ
と（90分）

教科書の「子どもの疾病の予防と対応」について事
前に読んでおくこと（90分）

子どもの疾病と保育（3）
子どもの疾病の予防と適切な対応14

返却レポート結果を見直し子どもの保健の課題に今
後も取り組んでいくこと
（90分）

これまで授業で行ったことを振り返り準備してくる
こと（90分）総括と後期に向けて15

試験の振り返りを行うこと（90分）定期試験の準備をすること（90分）定期試験60分の終了後，残りの時間で解説します。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

当日の授業で行ったことをまとめておく（90分）

科目名称 子どもの保健

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM122083（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 2 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。人の生命誕生から成長過程を学び、社会の構成員とし
ての子どもを健全に育む意義・保育の役割を説明する。

基本情報

開講時期



保育の計画について基礎的
な知識を理解することが難
しい。

731－ －

ルーブリック

評価項目

1 神永直美 萌文書林 9784893472397

概要

履修目標
この科目は、以下の３つを授業の目的とする。
１．保育内容の充実と質の向上に資する保育の計画と評価について理解する。
２．保育の全体計画の編成と指導計画の作成について具体的に理解する。
３．計画，実践，省察・評価，改善の過程についてその全体構造を動態的にとらえ，理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育の計画と評価の基本，保育所における保育の計画，保育の計画の作成と展開，保育所における保育の評価について理解し、保育の内容を具体的に説明する。

授業全体の内容と概要
保育の計画と評価の基本，保育所における保育の計画，保育の計画の作成と展開，保育所における保育の評価など保育の内容について学修する。保育の計画と作成
では、思考・考察、他者との意見交換、討論、発表等一連の活動を行う。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイントを活用しながら講義形式で行う。
授業の理解度を深めるためのグループ学習も取り入れ、質疑応答の時間を設定する。
提出された課題・作品はコメントをつけてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の内容・提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

保育の計画について基礎的
な知識を深く理解できる。

保育の計画について基礎的
な知識をおおむね理解でき
る。

保育の計画について基礎的
な知識を理解できる。

保育の計画について基礎的
な知識を多少理解できる。

保育の内容を踏まえた計画
作成について十分に考察で
きる。

保育の内容を踏まえた計画
作成についておおむねに考
察できる。

保育の内容を踏まえた計画
作成について考察できる。

保育の内容を踏まえた計画
作成について多少考察でき
る。

保育の内容を踏まえた計画
作成について考察すること
が難しい。

保育の計画作成と評価につ
いて理解したことをわかり
やすく説明できる。

保育の計画作成と評価につ
いて理解したことをおおむ
ね説明できる。

保育の計画作成と評価につ
いて理解したことを説明で
きる。

保育の計画作成と評価につ
いて理解したことを多少説
明できる。

保育の計画作成と評価につ
いて理解したことを説明す
ることが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『フォトランゲージで学ぶ子どもの育ちと実習日
誌・指導計画第2版』

2018

2

3

4

5

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

科目名称 保育の計画と評価

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123085（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における計画立案の経験を活かし、保育所における計画作成と保育内容の関連を講
義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

４０％ ０％ ３０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

732－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 指定した教科書を事前に読むこと（90分）。

2 保育の計画と評価の基本（１）カリキュラムの基礎
理論 教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。3 保育の計画と評価の基本（２）保育所における保育
の計画と評価の意義 ３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育の計画と評価の基本（３）保育所以外の児童福
祉施設における計画と評価の意義4

５回目の授業で理解した点を整理する（90分）。保育計画の意味を理解しておく（90分）。保育の計画と評価の基本（４）計画，実践，省察・
評価，改善の過程の循環による保育の質の向上5

授業終了時に示す１回目の課題を作成する（90分）
。

保育計画と指針、要領との関連を理解しておく（90
分）。

保育所における保育の計画（１）保育所保育指針と
幼稚園教育要領6

７回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育所における保育の計画（２）保育の全体的な計
画と指導計画7

授業終了時に示す２回目の課題を作成する（90分）
。発達心理等発達過程を理解しておく（90分）。保育所における保育の計画（３）全体的な計画の編

成8

９回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育所における保育の計画（４）指導計画（長期的
・短期的）の作成と作成上の留意事項9

10 育の計画の作成と展開（１）保育の全体的な計画の
編成と展開 計画作成の方法をよく読んでおく（90分）。 授業終了時に示す３回目の課題を作成する（90分）

。

１１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。対象年齢と計画の連動性を理解しておく（90分）。保育の計画の作成と展開（２）指導計画の実際の作
成と展開11

１２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育所における保育の評価（１）保育の省察及び記
録12

１３回目の授業で理解した点を整理する（90分）。教科書の評価頁を事前に読んでおく（90分）。保育所における保育の評価（２）保育士及び保育所
の自己評価13

授業終了時に示す４回目の課題を作成する（90分）
。教科書の専門用語の意味を理解しておく（90分）。保育所における保育の評価（３）保育の計画の再編

成14

授業の目的の達成度を自己評価する（90分）。保育の計画で学んだ事を整理しておく（90分）保育所における保育の評価（４）生活と発達の連続
性を踏まえた保育所児童保育要録15

試験、課題の解説に基づき復習し整理する(90分)15回の講義内容を振り返り復習する(90分)定期試験60分。試験終了後に解説を行う
提出された課題の総合評価をフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 保育の計画と評価

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123085（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における計画立案の経験を活かし、保育所における計画作成と保育内容の関連を講
義する。

基本情報

開講時期



12回以下の出席である。

733－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に合格できる力を身に着ける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
過去3年間の過去問の正答率が8割程度であり、問題の内容、解答を説明できる。

授業全体の内容と概要
科目ごとに過去問を行い、解答の解説を行います。また、問題毎に説明ができるまで、取り組んでもらう。

授業の方法
過去問を回答してもらい、頻出分野を解説します。板書や資料などを用いて学習を進めていきます。質問や疑問点などは解説を行い、そのつど対応します。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受験科目になるため、基本的には毎回出席をしてもらう必要があります。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程
，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に出席し、科目ごとに
問題を解説することができ
る。

社会福祉士・精神保健福祉
士国家試験の第３０回の共
通科目を8割以上の点数で
回答できる。

30回の共通科目の解説が行
える。

１５回以上出席し、共通科
目の問題を５科目以上解説
することができる。

１５回以上出席し、共通科
目の問題を４科目解説する
ことができる。

１４回出席し、共通科目の
問題を３科目解説すること
ができる。

１３回出席し、共通科目の
問題を２科目解説すること
ができる。

第30回の共通科目の点数が
8割以上である。

第30回の共通科目の点数が
７割である。

第30回の共通科目の点数が
６割である。

第30回の共通科目の点数が
５割である。

第30回の共通科目の点数が
４割以下である。

11科目の解説が行える。 ９～１０科目の解説が行え
る。

７～８科目の解説が行える
。

５～６科目の解説が行える
。

解説を行うことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会福祉特講Ⅰ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）、小
早川　俊哉（社会福祉学科・教授）、上

授業担当者（所
属・職名）

SWS122151（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

実際に受験を行った教員が過去問をベースに指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１２回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２５％ ２５％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

734－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 過去問の学習（９０分）

2 過去問の学習方法 過去問の学習（９０分） 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の学習（９０分）3 人体の構想と機能及び疾病 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）心理学理論と心理的支援4

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）社会理論と社会システム5

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）現代社会と福祉6

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）地域福祉の理論と方法7

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）福祉行財政と福祉計画8

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）社会保障9

10 中間テスト 中間テストに向けた学習（９０分） 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）障害者に対する支援と障害者自立支援制度11

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）低所得者に対する支援と生活保護制度12

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）保健医療サービス13

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）権利擁護と成年後見制度14

過去問の振り返り、解説（９０分）第30回の予習（30分）第30回共通科目のテスト15

過去問の振り返り、解説（９０分）解説のロールプレイ（90分）各科目の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

過去問の振り返り、解説（９０分）

科目名称 社会福祉特講Ⅰ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）、小
早川　俊哉（社会福祉学科・教授）、上

授業担当者（所
属・職名）

SWS122151（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

実際に受験を行った教員が過去問をベースに指導を行う。

基本情報

開講時期



助言してもまとめることが
できない。

735－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
養護と教育にかかわる保育内容が、それぞれに関連性を持つことを理解し、総合的に保育を展開していくための知識、技術、判断力を養う。また、子どもの発達を
保育内容の領域を通して捉え、子ども理解を深めながら「健康」について具体的に学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と４．に対応する。

到達目標
健康な子どもを捉える視点を学び子どもの観察を行い、健康を考えた生活・生活習慣について説明できる。
領域「健康」のねらいにつながる具体的な活動（健康につながる遊び）を提案できる。

授業全体の内容と概要
保育内容の各領域を関連させて学ぶことにより、子どもの発達促進、健康生活・活動、安全な生活のための支援方法など健康について具体的に学ぶ。また、子ども
の健康と健康を守る力を育むことの必要性を総合的に検討し理解を深める。

授業の方法
講義と実習形式。参考図書や配布資料を活用。実施前に基本学習事項、事前課題への取り組み方を提示する。
テーマについて説明後、グループワークや課題解決学習の発表・実施、その後レポート提出（2回）を行う。その都度、コメントを返す。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

健康な子どもを捉える視点

子どもの健康を考えた生活
・生活習慣

領域「健康」のねらいにつ
ながる具体的な活動

子どもの健康把握の視点を
学び、生活の中の子どもを
観察。その観察結果を非常
によくまとめ発表できた。

子どもの健康把握の視点を
学び、生活の中の子どもを
観察。その観察結果を概ね
まとめ発表できた。

子どもの健康把握の視点か
ら子どもの観察を行い部分
的にまとめることができた
。

子どもの健康把握の視点で
子どもの観察を行い助言に
よりまとめることができた
。

子どもの健康的な生活と生
活習慣獲得過程を項目別に
整理し詳しく説明すること
ができた。

子どもの健康的な生活と生
活習慣獲得過程を項目別に
整理し概ね説明することが
できた。

子どもの健康的な生活と生
活習慣について部分的に整
理し説明することができた
。

子どもの健康的な生活と生
活習慣について、部分的に
説明することができた。

助言しても説明できない。

領域「健康」のねらいにつ
ながる具体的な活動を討議
し、非情に良い提案・発表
ができた。

領域「健康」のねらいにつ
ながる具体的な活動を討議
し、提案・発表ができた。

領域「健康」のねらいにつ
ながる具体的な活動を討議
し、一部を提案・発表でき
た。

領域「健康」のねらいにつ
ながる具体的な活動を助言
により提案できた。

助言しても提案できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『指定はしないが授業の中で随時案内する』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育内容「健康」、「子どもの保健Ⅱ」など』

2

3

4

5

科目名称 保育内容演習Ⅰ（健

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122087（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの観察を行い、健やかな子どもについて理解を
深め、健康を考えた生活習慣と活動（遊び）について演習する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は６回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ４０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

736－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス、シラバス説明
健康の概念と健やかな子ども、子どもの成長・発達
・特徴①

履修を終えている「保育内容」の概要を理解してお
く（90分）

2 健康の概念と健やかな子ども
子どもの成長・発達・特徴②（子どもの観察） 調べた課題の討議・発表の準備をしておく（90分）授業で出された課題について要領に沿い調べ、レポート作成する（90分）

討議・発表準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）3 子どもの健康生活と習慣①（生理的欲求と習慣） 返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見

直し追加修正しておく（90分）

当日の授業で行った課題について調べ、ノートにま
とめておく（90分）指定した参考図書と配布資料を読んでおく（90分）子どもの健康生活と習慣②（基本的生活習慣の形成

）4

授業で出された課題について要領に沿い調べ、レポ
ート作成する（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）健康的な活動と環境構成①（健康的な遊びの計画）5

返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し整理しておく（90分）

発表・実施準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）健康的な活動と環境構成②（健康的な遊びの指導）6

授業で行った課題について調べておく（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）事故防止と安全指導7

子どもの健康問題や保育課題に今後も取り組んでい
く
（90分）

これまで授業で行ったことを振り返り、準備してく
る
（90分）

提出レポート・課題について解説、フィードバック
し総括します。8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業で行った課題について調べておく（90分）

科目名称 保育内容演習Ⅰ（健

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122087（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの観察を行い、健やかな子どもについて理解を
深め、健康を考えた生活習慣と活動（遊び）について演習する。

基本情報

開講時期



12回以下の出席である。

737－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に合格できる力を身に着ける。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
過去3年間の過去問の正答率が8割程度であり、問題の内容、解答を説明できる。

授業全体の内容と概要
科目ごとに過去問を行い、解答の解説を行います。また、問題毎に説明ができるまで、取り組んでもらう。

授業の方法
過去問を回答してもらい、頻出分野を解説します。板書や資料などを用いて学習を進めていきます。質問や疑問点などは解説を行い、そのつど対応します。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

〇 反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
受験科目になるため、基本的には毎回出席をしてもらう必要があります。

資格指定科目
社会福祉士国家試験受験資格課程
，精神保健福祉士国家試験受験資格課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

授業に出席し、科目ごとに
問題を解説することができ
る。

社会福祉士・精神保健福祉
士国家試験の第３１回の共
通科目を９割以上の点数で
回答できる。

３１回の共通科目の解説が
行える。

１５回以上出席し、共通科
目の問題を５科目以上解説
することができる。

１５回以上出席し、共通科
目の問題を４科目解説する
ことができる。

１４回出席し、共通科目の
問題を３科目解説すること
ができる。

１３回出席し、共通科目の
問題を２科目解説すること
ができる。

第３１回の共通科目の点数
が９割以上である。

第３１回の共通科目の点数
が８割である。

第３１回の共通科目の点数
が６～７割である。

第３１回の共通科目の点数
が５割である。

第３１回の共通科目の点数
が４割以下である。

11科目の解説が行える。 ９～１０科目の解説が行え
る。

７～８科目の解説が行える
。

５～６科目の解説が行える
。

解説を行うことができない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 社会福祉特講Ⅱ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）、小
早川　俊哉（社会福祉学科・教授）、上

授業担当者（所
属・職名）

SWS122152（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

実際に受験を行った教員が過去問をベースに指導を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１２回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ２５％ ２５％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

738－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション、シラバスの説明 過去問の学習（９０分）

2 過去問の学習方法 過去問の学習（９０分） 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の学習（９０分）3 人体の構想と機能及び疾病 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）心理学理論と心理的支援4

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）社会理論と社会システム5

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）現代社会と福祉6

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）地域福祉の理論と方法7

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）福祉行財政と福祉計画8

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）社会保障9

10 中間テスト 中間テストに向けた学習（９０分） 過去問の振り返り、解説（９０分）

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）障害者に対する支援と障害者自立支援制度11

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）低所得者に対する支援と生活保護制度12

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）保健医療サービス13

過去問の振り返り、解説（９０分）過去問の学習（９０分）権利擁護と成年後見制度14

過去問の振り返り、解説（９０分）第３１回の予習（９０分）第３１回共通科目のテスト15

過去問の振り返り、解説（９０分）解説のロールプレイ（９０分）各科目の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

過去問の振り返り、解説（９０分）

科目名称 社会福祉特講Ⅱ

専門科目科目分類区分

飯浜　浩幸（社会福祉学科・教授）、小
早川　俊哉（社会福祉学科・教授）、上

授業担当者（所
属・職名）

SWS122152（科目ナンバリング： ）

後期

社会福祉学科・４年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）大島　康雄 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

実際に受験を行った教員が過去問をベースに指導を行う。

基本情報

開講時期



領域（人間関係）について
、基本的な知識を著しく欠
いており、理解することが
難しい。

739－ －

ルーブリック

評価項目

1 寺見陽子 教育情報出版 9784938795771

概要

履修目標
授業の目的は、以下の２つに具体化されます。１．養護と教育にかかわる保育の内容を展開するための知識、技術、判断力を修得します。２．保育の内容５領域、
「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」を総合的にとらえ、人は社会と関わり生活していくための「人間関係」の重要性について、子どもの理解を深めな
がら、具体的に学修します。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
領域「人間関係」について、子どもの適切な理解を深めながら保育内容を実践することができる。テキスト課題「考えてみよう」を具体的に識別して列挙すること
ができる。

授業全体の内容と概要
授業の概要は、幼児教育の基本・乳幼児期の発達、子どもと保育者、遊びと人間関係・家庭生活と子ども、幼児教育と課題となります。授業内容の取扱いは、①保
育の実践に必要となる知識、理論、②保育現場でおこり得る事例、③事例を考える際の問題点、④事例の対応方法、の４観点から構成します。

授業の方法
テキストのワークシート「事例　考えてみよう」（66例）を利用し、ケース学習をすすめます。「保育の現場で実際に起こり得る事例」について、ケース学習（下
記、アクティブ・ラーニングの実施方法、その他）、グループワークをおこない、授業展開します。授業では視聴覚教材を利用します。レポートはコメントしフィ
ードバックします。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
「保育内容演習Ⅱ（人間関係）」は、保育の内容（５領域）から「人間関係」を抽出する科目です。保育の内容を統合して理解する視点が必要です。第8回授業では
、「レポート」作成について説明をします。配布資料はファイリングし、授業内容、資料の欠落することのないように留意します。授業は学生のみなさんと担当教
員による協同学習ですから、主体的に参加、授業に貢献します。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

保育の内容の統合的視点を
ふまえながら、領域「人間
関係」について、知識・技
能を修得する。（知識・技
能）

保育内容の統合的視点をふ
まえながら、領域「人間関
係」について、展開するこ
とができる。（思考力・判
断力・表現力）

保育者として、保育内容の
理解に関心と意欲を持ち、
積極的、協同的に参加する
ことができる。（関心・意
欲・態度）

領域（人間関係）について
、深く理解している。

領域（人間関係）について
、おおむね理解している。

領域（人間関係）について
、基本的な知識を理解して
いる。

領域（人間関係）について
、基本的な知識に欠ける部
分があり、充分な理解とは
いえない。

領域（人間関係）について
、充分に思考をして、表現
することができる。

領域（人間関係）について
、おおむね思考して、表現
することができる。

領域（人間関係）について
、基本的な思考をして、表
現することができる。

領域（人間関係）について
、改善の余地があるが、思
考をして、表現することが
できる。

領域（人間関係）について
、思考をして、表現するこ
とが難しい。

領域（人間関係）について
、保育者の役割と責任を自
覚し、積極的、協同的に行
動することができる。

領域（人間関係）について
、保育者の役割をおおむね
理解して、自ら行動するこ
とができる。

領域（人間関係）について
、保育者の役割について、
基本的な行動をすることが
できる。

領域（人間関係）について
、、改善の余地があるが、
自分の役割を考えながら、
行動することができる。

領域（人間関係）について
、自分の役割を理解して、
行動することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『事例と図解で学ぶ保育実践 子どもの心の育ち
と人間関係　第２版』

2016

2

3

4

5

1  高橋惠子 岩波書店 9784004317609

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『子育ての知恵: 幼児のための心理学』 2019

2 鯨岡 峻 東京大学出版会 9784130120425『エピソード記述入門』 2005

3 日本保育学会 東京大学出版会 9784130522052『保育を支えるネットワーク: 支援と連携　保育
学講座5 』

2016

4 厚生労働省 フレーベル館 9784577814482『保育所保育指針解説　平成30年』 2018

5 協同教育研究会 協同出版 9784319333639『札幌市・帯広市・江別市　公立保育士　採用試
験対策シリーズ』

2019

科目名称 保育内容演習Ⅱ（人間

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122088（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定のための出席要件は、授業第１回から第８回までに計６回以上の出席が必要です。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ４０％ ０％ ０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

740－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
幼児教育の基本・乳幼児期の発達①（心理学的接近
と教育学的接近）

シラバスを熟読しておいてください。（45分）

2 幼児教育の基本・乳幼児期の発達②（視聴覚教材の
視聴）

テキストⅠ，Ⅱ章と演習課題を熟読してださい。
（45分）

今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）

テキスト学習範囲を熟読してください。（45分）3 子どもと保育者①（社会学的接近） 今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）

今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）テキスト学習範囲を熟読してください。（45分）子どもと保育者②（保育学的接近）4

今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）

テキストⅢ，Ⅳ章と演習課題を熟読してください。
（45分）

遊びと人間関係・家庭生活と子ども①（社会学的接
近と社会心理学的接近）5

今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）テキスト学習範囲を熟読してください。（45分）遊びと人間関係・家庭生活と子ども②（視聴覚教材

の視聴6

今回の学習テキスト，視聴覚教材を復習します。
（45分）テキスト学習範囲を熟読してください。（45分）幼児教育と課題　まとめ①（エピソード記述法）7

全授業を振り返り，学習内容の内省的レポートを期
日までに提出ください。（45
分）

これまでのテキスト、資料、視覚教材の学習内容を
整理してください。（45分）幼児教育と課題　まとめ②（保育学）8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の学習内容を復習してください。（45分）

科目名称 保育内容演習Ⅱ（人間

専門科目科目分類区分

松下　守邦（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122088（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松下　守邦 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



領域「環境」について基礎
的な知識を深理解すること
が難しい。

741－ －

ルーブリック

評価項目

1 厚生労働省 フレーベル館 9784577814239

概要

履修目標
この科目は、以下の２つを授業の目的とする。
１．養護と教育にかかわる保育の内容が，それぞれに関連性を持ち，総合的に保育を展開していくための知識，技術，判断力を習得する。
２．子どもの発達を「環境」の領域の観点から捉え，子ども理解を深めながら保育内容について具体的に学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
１．保育を展開していくための方法や技術、援助の関わりについて具体的に理解する。
２．保育所保育指針に示す乳児保育の３つの視点や保育における領域「環境」について理解する。

授業全体の内容と概要
保育における子どもの生活や遊びを総合的に捉え、保育を展開していくための方法や技術、援助の関わりについて具体的に学修する。保育所保育指針に示す乳児保
育の３つの視点や保育における領域「環境」について学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイント、グループ学習を取り入れ、質疑応答の時間を設定する。
課題・作品提出やレポートには必ずコメントを記入し、フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

○ フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の内容及と提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

領域「環境」について基礎
的な知識を深く理解できる
。

領域「環境」について基礎
的な知識をおおむね理解で
きる。

領域「環境」について基礎
的な知識を理解できる。

領域「環境」について基礎
的な知識を多少理解できる
。

保育の基本を踏まえた保育
内容「環境」の展開につい
て十分に考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容「環境」の展開につい
ておおむね考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容「環境」の展開につい
て考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容「環境」の展開につい
て多少考察できる。

保育の基本を踏まえた保育
内容「環境」の展開につい
て考察することが難しい。

環境を通した保育について
理解したことをわかりやす
く説明できる。

環境を通した保育について
理解したことをおおむね説
明できる。

環境を通した保育について
理解したことを説明できる
。

環境を通した保育について
理解したことを多少説明で
きる。

環境を通した保育について
理解したことを説明するこ
とが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育所保育指針＜平成29年告示＞』 2017

2

3

4

5

1 田宮　縁 萌文書林 9784893472915

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『体験する・調べる・考える　領域環境』 2018

2

3

4

5

科目名称 保育内容演習Ⅲ（環

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122089（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、保育内容の各領域の関連を講義する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は６回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ２０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

742－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
環境教育の意義と目的，環境教育における保育者の
重要性と役割①

保育指針「環境」を事前に読むこと（90分）。

2 環境教育の意義と目的，環境教育における保育者の
重要性と役割② 身の回りの環境を事前学習しておく（90分）。 ２回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

動物図鑑の事前学習しておく（90分）。3 動物・植物に関わる保育①　フィールドワークの実
施 １回目の課題を作成する（90分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（90分）。植物図鑑の事前学習しておく（90分）。動物・植物に関わる保育②　課題の提示4

２回目の課題を作成する（90分）。環境と健康について事前学習しておく（90分）。環境の定義・豊かな自然環境がもたらす心身の健康5

６回目の授業で理解した点を整理する（90分）。精神構造について事前学習しておく（90分）。環境の定義・人的，空間的環境がもたらす健康と精
神性6

７回目の授業で理解した点を整理する（90分）。動植物の飼育について事前学習しておく（90分）。動物・植物を育てることの意義　まとめ①7

授業の目的の達成度を自己評価する（90分）。これまでの授業内容を確認しておく（90分）。動物・植物を育てることの意義　まとめ②
レポートの解説とフィードバック8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（90分）。

科目名称 保育内容演習Ⅲ（環

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122089（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、保育内容の各領域の関連を講義する。

基本情報

開講時期



基本ステップを行わない。
意欲もなくパートナーとハ
ンドリングが
全くできない。

743－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自身のダンスの技術の分析をし、自身で課題の克服ができる。
ダンスの振り付けを分析し、評価することができる。
ダンス特有の面白ささを理解し、グループで踊ることの楽しさを味合うことが出来る。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の２．と４．に対応する。

到達目標
ダンスの特性について理解することができる。
ダンスの基礎技術、指導法、発表技法について理解することができる。
主体かつ積極的に課題に取り組むことができる。
仲間と協力して課題に取り組むことができる。
リズムの特徴やイメージをとらえて、即興的かつ自由な身体表現ができる。
課題に即した作品づくり・発表ができる。

授業全体の内容と概要
表現運動・ダンス領域は、社会におけるダンスの広がりに対応し、創作ダンス現代的なリズムのダンスフォークダンスから構成され保育園において発達段階に対応
した内容で構成されている。

授業の方法
授業は板書及び配布物資料で実施し、資料にて説明した後、グループワークにてグループ発表
グループ発表(全２回)レポートにはコメントにてフィードバックする。
フィードバックとして回収後、回答の解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
得意・不得意等あると思いますが、積極的に取り組むことを期待します。また学習にはグループワークもあるので、お互い声を掛け合い、協力して実施すること。
自分の健康は自分で管理すること。実技参加の際には、体調を整えて参加してください。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

表現活動の基礎技能

創作ダンスの技術の向上

作品創作の発表

学んだ基礎ステップを基に
新たなダンステクニックを
発揮ができ、ダンスにおけ
るパートナーとのハンドリ
ードが正確にできる。

積極的に基本ステップを行
うことができ、意欲的に取
り組み、パートナーとハン
ドリードがそれなりにでき
る。

基本ステップができ、普通
に取り組み、パートナーと
ハンドリードがそれなりに
できる。

基本ステップを果たそうと
しない時もありパートナー
とハンドリングができない
。

各種ダンスの技術向上への
姿勢は優れ、充分できてい
る。

各種ダンスの技術向上への
姿勢は７割ほどできている
。

各種ダンスの技術向上への
姿勢は5割ほどできている
。

各種ダンスの技術向上への
姿勢は3割ほどできている
。

各種ダンスの技術向上への
姿勢は全くできていない。

ダンス創作作品のグループ
作りの作品発表についてし
っかりとできる。

ダンス創作作品のグループ
で作りの作品発表について
取り組みができている。

ダンス創作作品のグループ
で作りの作品発表について
ややできている。

ダンス創作作品のグループ
で作りの作品発表について
何となくできている。

ダンス創作作品のグループ
作りの作品発表についてで
きなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『資料配布』

2 新リズム表現研究会 かもがわ出版 978-4-7803-0948-5『身体表現を楽しむあそび作品集』 ２０１８年

3

4

5

科目名称 身体表現

専門科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122092（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学及び専門学校において、身体表現の授業を担当している。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数10回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ６０％ ０％ ３０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

744－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　(シラバスの説明) 事前にシラバスを読んで確認する(９０分)

2 身体表現①　(ダンスの映像鑑賞) シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)3 身体表現② (ウオーミングアップ、ダンスの導入) ノートに記載された内容を復習し、理解する。

(９０分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)身体表現③(リズムの特徴をとらえた動き)4

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)身体表現④(外国フォークダンス・日本の民謡)5

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)指導案作成6

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)創作ダンス (映像鑑賞)7

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)創作ダンス①(スポーツ動作から)8

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)創作ダンス②(対極の動きの連続)9

10 創作ダンス③(もの・道具を使って) シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)

創作活動の基礎(群構成、空間の使い方、グループ
分け)11

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)作品創作①(グループ・個人の作品づくり)12

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)作品創作②(グループ・個人の作品づくり)13

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)作品創作③(グループ・個人の作品づくり)14

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

シラバスを参考にし、事前に参考文献で予習する。
(９０分)

作品創作④(グループ・個人の作品づくり、
作品発表リハーサル)15

解説の内容を確認する。
(９０分)

ノートに記載された内容を再度確認し、理解する。
(９０分)創作ダンス・作品発表16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノートに記載された内容を復習し、理解する。
(９０分)

科目名称 身体表現

専門科目科目分類区分

尾西　則昭（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122092（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）尾西　則昭 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

大学及び専門学校において、身体表現の授業を担当している。

基本情報

開講時期



子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を理解す
ることが難しい。

745－ －

ルーブリック

評価項目

1 星山麻木 萌文書林 978-4893472854

概要

履修目標
子どもの心身の発達や子どもを取り巻く環境等と保育所保育指針に示される保育の内容を理解した上で，子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識や
技術を実践的に習得する。保育における教材等の活用及び作成と，身近な自然やものの音や音色，人の声や音楽等に親しむための保育の環境構成及び展開のための
技術を実践的に習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
保育の内容を理解し，子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識，技術である音楽表現ができる。
身近な自然やものの音や音色，人の声や音楽等に親しむための保育の環境づくりを実践することができる。

授業全体の内容と概要
保育の内容を理解し，子どもの遊びを豊かに展開するために必要な音楽表現の知識，技術を習得する。身近な自然やものの音や音色，人の声や音楽等に親しむため
の保育の環境について実践的に習得する。

授業の方法
教科書や板書を用いて説明を行い，実技を通して保育における教材等の活用及び作成と，身近な自然やものの音や音色，人の声や音楽等に親しむための保育の環境
構成及び展開のための技術を実践的に習得する。質問や相談に対して随時応答する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
準備学習において，しっかりしたイメージをもって授業に臨むよう準備すること。限られた授業時間なので，事後学習として各個人でトレーニングを行うこと。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

福祉・保育における関心、
意欲及び授業態度

音楽の基礎知識と理解

音楽表現における技術と演
習

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を深く理
解できる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性をおおむ
ね理解できる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を理解で
きる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を多少理
解できる。

音楽の基礎的な知識を十分
に理解できる。

音楽の基礎的な知識をおお
むね理解できる。

音楽の基礎的な知識を理解
できる。

音楽の基礎的な知識を多少
理解できる。

音楽の基礎的な知識を理解
することが難しい。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を十分に
修得している。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術をおおむ
ね修得している。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を修得し
ている。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を多少修
得している。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を修得す
ることが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『改訂　ユニバーサルデザインの音楽表現』 ２０１８年

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 音楽表現Ⅰ

専門科目科目分類区分

小黒　万里子（社会福祉学科・非常勤講
師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS122093（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）小黒　万里子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上。実技による試験。毎回の課題に対する取り組みの態度。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ３０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

746－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
保育の内容「表現」の中の音楽表現について シラバスを確認すること（４５分）

2 音・動き・リズム・ことばの音楽表現①（歌と楽器
） 教科書を読み学習しておくこと（４５分） 講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ

と（４５分）

教科書を読み学習しておくこと（４５分）3 音・動き・リズム・ことばの音楽表現②（歌と楽器
）

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現③（歌と楽器

）4

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現④（歌と楽器

）5

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑤（歌と楽器

）6

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑥（歌と楽器

）7

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑦（歌と楽器

）8

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑧（歌と楽器

）9

10 音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑨（歌と楽器
） 教科書を読み学習しておくこと（４５分） 講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ

と（４５分）

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）音・動き・リズム・ことばの音楽表現⑩（歌と楽器

）11

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）てあそび歌，わらべ歌①12

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）てあそび歌，わらべ歌②13

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）てあそび歌，わらべ歌③14

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（９０分）教科書を読み学習しておくこと（９０分）音楽表現のまとめ15

解説を受けて，講義全体のふりかえりを行うこと
（４５分）教科書を読み学習しておくこと（４５分）定期試験

60分の試験終了後，残りの30分で解説を行います。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容についてまとめ、ふりかえりをしておくこ
と（４５分）

科目名称 音楽表現Ⅰ

専門科目科目分類区分

小黒　万里子（社会福祉学科・非常勤講
師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS122093（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）小黒　万里子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を理解す
ることができない。

747－ －

ルーブリック

評価項目

1 鈴木恵津子 教育芸術社 9784877886134

概要

履修目標
保育士として弾き歌い，伴奏付，ピアノ奏法等「音楽表現Ⅰ」の学習を更に深める。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
子どもの生活と遊びを豊かに展開するために必要な知識、技術を実践的に習得することができる。

授業全体の内容と概要
個人のレベルを重視して，現場で役立つ力を身につけられるようピアノ、歌、弾き歌い、手遊び等の実技をレッスンする。

授業の方法
ピアノ，歌唱等実技課題の確認評価を適宜行い，実技課題の学習確認と合わせてレッスンする。教科書や板書を用いて説明し、実技を通した実践形式で行う。質問
や相談等は随時対応する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
ピアノ，歌唱等実技課題の確認評価を適宜行い，実技課題の学習確認と合わせて採点する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

福祉・保育における関心、
意欲及び授業態度

音楽の基礎知識と理解

音楽表現における技術と演
習

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を深く理
解できる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性をおおむ
ね理解できる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を理解で
きる。

子どもの遊びを豊かにする
音楽表現の必要性を多少理
解できる。

音楽の基礎的な知識を十分
に理解できる。

音楽の基礎的な知識をおお
むね理解できる。

音楽の基礎的な知識を理解
できる。

音楽の基礎的な知識を多少
理解できる。

音楽の基礎的な知識を理解
することができない。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を十分に
修得できた。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術をおおむ
ね修得できた。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を修得で
きた。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を多少修
得できた。

保育の環境構成を展開する
ための音楽的技術を修得す
ることができない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『うたっておどって　おもちゃ箱１』 ２０１７年

2

3

4

5

1 松山祐士 ドレミ楽譜出版社 9784285148015

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『こどもの歌大百科』 ２０１８年

2

3

4

5

科目名称 音楽表現Ⅱ

専門科目科目分類区分

小黒　万里子（社会福祉学科・非常勤講
師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS123094（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）小黒　万里子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０以上。実技による試験。毎回の課題に対する取り組みの態度。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ３０％ １０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

748－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
長音階の構成と運指 シラバスを確認すること（４５分）

2 メジャーコード メジャーコードを調べる（４５分） 視唱力を充実させる（４５分）

メジャーコードを調べる（４５分）3 初見視唱力をより充実させる 視唱力を充実させる（４５分）

曲と表現を研究する（４５分）表現方法をイメージする（４５分）短音階の構成と運指4

曲と表現を研究する（４５分）表現方法をイメージする（４５分）個々に応じた曲を与え、よい表現をめざす5

視唱力を高めること（４５分）マイナーコードを調べる（４５分）マイナーコード6

アンサンブルの練習（４５分）マイナーセブンスコードを理解すること（４５分）マイナーコードとマイナーセブンスコード7

和音アレンジについて調べること（４５分）和音を調べること（４５分）前時の学習を深める8

民謡や子守歌を調べておく（４５分）民謡や子守歌を調べておく（４５分）片手練習からアレンジ9

10 各国の民謡、子守歌を歌う 民謡や子守歌を調べておく（４５分） 民謡や子守歌を調べておく（４５分）

伊独の歌曲を聞いておく（４５分）伊独の歌曲を聞いておく（４５分）両手練習（メロディーと伴奏）11

日本の歌曲の詩を理解する（４５分）アレンジの基本を理解しておくこと（４５分）伴奏付けと簡単なアレンジの基本12

初見視唱ができるように工夫すること（４５分）各拍子を調べておくこと（４５分）各拍子の理解と実践13

初見視唱ができるように工夫すること（４５分）各拍子を調べておくこと（４５分）初見視唱で、いろいろな子供の歌14

弾き歌いによる表現力を高めること（４５分）弾き歌いできる曲を練習しておくこと（４５分）弾き歌いのレパートリーを増やす15

解説・フィードバックを受けて講義全体をふりかえ
ること（４５分）実技試験の準備をしておくこと（４５分）定期試験（実技）を実施後、解説を行う。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

教科書を読んでおくこと（４５分）

科目名称 音楽表現Ⅱ

専門科目科目分類区分

小黒　万里子（社会福祉学科・非常勤講
師）

授業担当者（所
属・職名）

CHS123094（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）小黒　万里子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



全く出来ていない

749－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が保育の内容を理解し、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な造形表現の知識、技術を習得する。身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親し
むための保育の環境について実践的に習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜履修目標＞２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
学生が保育環境の中での造形表現がどのような特徴を持っているのかを理解し、具体的な表現を自ら製作してその（最低限の）基本を身につけることが出来る。

授業全体の内容と概要
保育の内容を理解し、子どもの遊びを豊かに展開するために必要な造形表現の知識、技術を学修する。身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむため
の保育の環境について実践的に学修する。

授業の方法
板書と配付資料で授業を実施し，講義形式で各回のテーマに沿った解説を行う。各テーマについて、グループワーク的な方法やディスカッションによる問題解決等
ののプレゼンテーションを行う。
プレゼン手－ションは口頭発表等。
また、実験・実習・実技的な課題については各自が毎回、課題を制作する。課題のフィードバックとして各自が制作した課題の確認・評価を双方向的授業としてお
こなう。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
指定した用具・用品等，自筆ノート，配布した参考資料，各自が準備した材料・用材等を持ってくること。
出席を取り終わった後は欠席とする。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

保育における造形表現につ
いて将来、保育士として十
分に子供たちに指導できる
。

造形表現が持っている可能
性について、自ら考えて具
体的な作品作り等に展開す
ることができる。

発達に合わせた保育におけ
る造形表現や保育の環境に
ついて理解し実践できる。

十分に目標に達成している 概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている

十分に目標に達成している 概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている 全く出来ていない

十分に目標に達成している 概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている 全く出来ていない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 くまがいゆか 自由国民社 保育の現場で必ず役
に立つものであり、

9784426603434

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『U-CANの製作・造形なんでも大百科』 2012

2

3

4

5

科目名称 造形表現Ⅰ

専門科目科目分類区分

松岡　龍介（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122095（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松岡　龍介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数（１回目から１５回目までで）は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ６０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

750－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　　シラバスの説明
　保育の内容における造形表現とは シラバスの確認 (45分)

2 ３歳未満児と造形表現 ３歳未満児と造形表現(45分) ３歳以上児と造形表現（45分）

３歳以上児と造形表現(45分)3 ３歳以上児と造形表現 造形表現のための基本技法①はじき絵（45分）

造形表現のための基本技法②スクラッチ（45分）造形表現のための基本技法①はじき絵（45分）造形表現のための基本技法①はじき絵4

造形表現のための基本技法③スタンピング（45分）造形表現のための基本技法②スクラッチ（45分）造形表現のための基本技法②スクラッチ5

造形表現のための基本技法④ステンシル（45分造形表現のための基本技法③スタンピング（45分造形表現のための基本技法③スタンピング6

造形表現のための基本技法⑤スパッタリング（45分
）造形表現のための基本技法④ステンシル（45分）造形表現のための基本技法④ステンシル7

造形表現のための応用技法①フィンガーペインティ
ンング（45分）

造形表現のための基本技法⑤スパッタリング（45分
）造形表現のための基本技法⑤スパッタリング8

造形表現のための応用技法②草、木、花等自然物の
素材（45分）

造形表現のための応用技法①フィンガーペインティ
ンング（45分）

造形表現のための応用技法①フィンガーペインティ
ンング9

10 造形表現のための応用技法②草、木、花等自然物の
素材

造形表現のための応用技法②草、木、花等自然物の
素材（45分）

造形表現のための応用技法③空き箱、新聞紙等の素
材（45分）

造形表現のための応用技法④寒天、小麦粉等食品の
素材（45分）

造形表現のための応用技法③空き箱、新聞紙等の素
材（45分）

造形表現のための応用技法③空き箱、新聞紙等の素
材11

造形表現のための応用技法⑤洗濯ばさみ等日用品の
素材（45分）

造形表現のための応用技法④寒天、小麦粉等食品の
素材（45分）

造形表現のための応用技法④寒天、小麦粉等食品の
素材12

さまざまな造形表現と保育の環境１（45分）造形表現のための応用技法⑤洗濯ばさみ等日用品の
素材（45分）

造形表現のための応用技法⑤洗濯ばさみ等日用品の
素材13

さまざまな造形表現と保育の環境２（45分さまざまな造形表現と保育の環境１（45分）さまざまな造形表現と保育の環境１14

全課題のまとめ（45分）さまざまな造形表現と保育の環境２（45分）さまざまな造形表現と保育の環境２15

返却課題に対する振り返り（45分）全１５回に対する振り返り（45分）講評　課題返却16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンス　保育の内容における造形表現とは（45
分）

科目名称 造形表現Ⅰ

専門科目科目分類区分

松岡　龍介（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122095（科目ナンバリング： ）

４Ｑ

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松岡　龍介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



全く出来ていない

751－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
学生が「感じる・考える・工夫する」造形活動を支えるための素材を活用した造形表現の知識、技術を習得する。身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に
親しむための保育の環境について実践的に習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜履修目標＞２．と３．と４．と６．＜履修すべき科目と単位＞２．に対応する。

到達目標
学生が、造形表現の内容に関してより興味を持ち保育の実践の中で具体的な応用を考えることを身につける（最低限の）機会となることが出来る。

授業全体の内容と概要
「感じる・考える・工夫する」造形活動を支えるための素材を活用した造形表現を学修する。身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむための保育の
環境について実践的に学修する。
進度に応じて漸次，課題を更新しながら進めてゆく。

授業の方法
板書と配付資料で授業を実施し，講義形式で各回のテーマに沿った解説を行う。
各テーマについて、グループワーク的な方法やディスカッションによる問題解決等のプレゼンテーションを行う。
プレゼン手－ションは口頭発表等。
また、実験・実習・実技的な課題として各自が課題を制作する。
各自が制作した課題の確認・評価を双方向的授業としておこなう。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

○ 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
指定した用具・用品等，自筆ノート，配布した参考資料，各自が準備した材料・用材等を持ってくること。
出席を取り終わったあとは欠席とする。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

保育士として十分に子供た
ちに造形表現の楽しさ体感
させ理解させることが出来
る。

造形表現が持っている可能
性について、自ら積極的に
考えて具体的な作品作り等
においてより高次元に展開
することができる。

発達に合わせた保育におけ
る造形表現や保育の環境に
ついて理解し十分に実践で
きる。

十分に目標出来に達成して
いる

概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている

十分に目標出来に達成して
いる

概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている 全く出来ていない

十分に目標出来に達成して
いる

概ね出来ている 不十分ではあるが出来てい
る

最低限出来ている 全く出来ていない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 造形表現Ⅱ

専門科目科目分類区分

松岡　龍介（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123096（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松岡　龍介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数（１回目から１５回目までで）は，１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ０％ ６０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

752－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス　課題説明　シラバスの説明 シラバスの確認 (45分)

2 新聞紙で折り紙を作る 新聞紙で折り紙を作る(45分) 模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　テーマ
の決定（45分）

模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　テーマ
の決定(45分)3 模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　テーマ

の決定
模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　模造紙
を貼り合わせる（45分）

模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　模造紙
を貼り合わせる（45分）

模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　模造紙
を貼り合わせる（45分）

模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　模造紙
を貼り合わせる4

モールアート　基本の作品の制作（45分模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　模造紙
を貼り合わせる（45分）

模造紙を貼り合わせて大きな折り紙を作る　作品完
成5

モールアート　複雑な形の作品の制作（45分）モールアート　基本の作品の制作（45分）モールアート　基本の作品の制作6

モールアートからバルーンアートを考える（45分）モールアート　複雑な形の作品の制作（45分）モールアート　複雑な形の作品の制作7

バルーンアート　基本の作品の制作（45分）モールアートからバルーンアートを考える（45分）モールアートからバルーンアートを考える8

アルミホイルを使った造形　エスキース（下絵
）（45分）バルーンアート　基本の作品の制作（45分）バルーンアート　基本の作品の制作9

10 アルミホイルを使った造形　エスキース（下絵） アルミホイルを使った造形　エスキース（下絵
）（45分） アルミホイルを使った造形　作品の完成（45分）

紙粘土で作る造形　エスキース（下絵）（45分）アルミホイルを使った造形　作品の完成（45分）アルミホイルを使った造形　作品の完成11

紙粘土で作る造形　制作　完成（45分）紙粘土で作る造形　エスキース（下絵）（45分）紙粘土で作る造形　エスキース（下絵）12

紙粘土で作る造形　フロッタージュする（45分）紙粘土で作る造形　制作　完成（45分）紙粘土で作る造形　制作　完成13

紙粘土で作る造形　彩色と紙に転写（45分）紙粘土で作る造形　フロッタージュする（45分）紙粘土で作る造形　フロッタージュする14

全課題のまとめ（45分）紙粘土で作る造形　彩色と紙に転写（45分）紙粘土で作る造形　彩色と紙に転写15

全１５回に対する総括（45分）全１５回に対する総括（45分）講評　課題返却16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンス　課題説明（45分）

科目名称 造形表現Ⅱ

専門科目科目分類区分

松岡　龍介（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS123096（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）松岡　龍介 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



児童文化財について基礎的
な知識を理解することが難
しい。

753－ －

ルーブリック

評価項目

1 松本和美 株式会社みらい 9784860154615

概要

履修目標
この科目は、以下の３つを授業の目的とする。
１．子どもの発達と絵本，紙芝居，人形劇，ストーリーテリング等に関する知識と技術を習得する。
２．子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環境を構成する知識と技術を習得する。
３．子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを結びつける遊びの展開を習得する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
子どもの発達と絵本，紙芝居，人形劇，ストーリーテリング等に関する知識と技術，子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環境を構成する知識と技術，
子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを結びつける遊びの展開について理解し、実演する。

授業全体の内容と概要
子どもの発達と絵本，紙芝居，人形劇，ストーリーテリング等に関する知識と技術，子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環境を構成する知識と技術，
子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを結びつける遊びの展開について実践を通して学修する。

授業の方法
授業は、板書とパワーポイント、グループ学習を取り入れ、意見を出し合う場を多く設定する。
児童文化財（パネルシアター）制作を行い発表してお互いを評価しあう時間も設定する。
課題や作品、レポート及び中間試験レポートはコメントをつけてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

○ 模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
課題の内容及と提出方法及び課題・平常点の評価は加点方式とし、授業時間に説明する。
児童文化財制作（パネルシアター）のため、各自でクレヨン、マジック、絵具等教材の用意が必要。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

児童文化財について基礎的
な知識を深く理解できる。

児童文化財について基礎的
な知識をおおむね理解でき
る。

児童文化財について基礎的
な知識を理解できる。

児童文化財について基礎的
な知識を多少理解できる。

子どもの発達と児童文化財
の関連について十分に考察
できる。

子どもの発達と児童文化財
の関連についておおむね考
察できる。

子どもの発達と児童文化財
の関連について考察できる
。

子どもの発達と児童文化財
の関連について多少考察で
きる。

子どもの発達と児童文化財
の関連について考察するこ
とが難しい。

子どもの表現活動と児童文
化財の関わりについて理解
したことをわかりやすく説
明できる。

子どもの表現活動と児童文
化財の関わりについて理解
したことをわかおおむね説
明できる。

子どもの表現活動と児童文
化財の関わりについて理解
したことを説明できる。

子どもの表現活動と児童文
化財の関わりについて理解
したことを多少説明できる
。

子どもの表現活動と児童文
化財の関わりについて理解
したことを説明することが
難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『保育に役立つ言語表現教材第2版』 2018

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 言語表現

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122097（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、子どもの表現活動と児童文化財を結びつける遊びの展
開を実践的に指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ２０％ ２０％ ２０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

754－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明 指定した教科書を事前に読むこと（45分）。

2 子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，パネルシアター
１ 児童文化財の種類を理解しておく（45分）。 ２回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

児童文化財の種類を理解しておく（45分）。3 子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，パネルシアター
２ ３回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

４回目の授業で理解した点を整理する（45分）。児童文化財の種類を理解しておく（45分）。子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，パネルシアター
３4

５回目の授業で理解した点を整理する（45分）。素話の意味を理解しておく（45分）。子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，ストーリーテリ
ング１5

授業終了時に示す課題を作成する（45分）。素話の実演方法を理解しておく（45分）。子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，ストーリーテリ
ング２6

７回目の授業で理解した点を整理する（45分）。昼間テストに向け発表練習をしておく（45分）。子どもの発達と絵本，紙芝居，劇，ストーリーテリ
ング３7

８回目の授業で理解した点を整理する（45分）。昼間テスト（発表）の準備をしておく（45分）。
子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環
境１　　　　　　　　　　　　　　　　　
中間テスト（制作発表）

8

９回目の授業で理解した点を整理する（45分）。望ましい保育環境について事前学習する（45分）。子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環
境２　　中間テストの評価解説9

10 子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環
境３　 望ましい保育環境について事前学習する（45分）。１０回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

１１回目の授業で理解した点を整理する（45分）。児童文化財と遊びの関係を事前学習する（45分）。子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを
結びつける遊びの展開１11

１２回目の授業で理解した点を整理する（45分）。児童文化財と遊びの関係を事前学習する（45分）。子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを
結びつける遊びの展開２12

１３回目の授業で理解した点を整理する（45分）。児童文化財と遊びの関係を事前学習する（45分）。子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを
結びつける遊びの展開３13

授業終了時に示す課題を作成する（45分）。言語発表の準備、練習をしておく（45分）。学生による言語表現の展開１14

授業の目的の達成度を自己評価する（45分）。授業を通して学んだ事を整理しておく（45分）。学生による言語表現の展開２・まとめ・レポート提
出15

試験、課題の解説に基づき復習し整理する(45分)15回の内容を振り返り復習する(45分)。提出されたレポート、課題の総合評価をフィードバ
ック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

１回目の授業で理解した点を整理する（45分）。

科目名称 言語表現

専門科目科目分類区分

吉江　幸子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

CHS122097（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）吉江　幸子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場における実践経験を活かし、子どもの表現活動と児童文化財を結びつける遊びの展
開を実践的に指導する。

基本情報

開講時期



乳児保育について基礎的な
知識を理解することが難し
い。

755－ －

ルーブリック

評価項目

1 児童育成協会 中央法規 9784805857953

概要

履修目標
乳児（３歳未満児）期は人間形成の基礎づくりの時期であることを知り，乳児保育の大切さを理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
３歳未満児の心身諸機能の発達など，乳児保育の知識が身につく。

授業全体の内容と概要
３歳未満児の保育について，心身の発達にそって諸機能の発達と健康と安全の基本を理解する。

授業の方法
講義を中心とした授業を行っていく中で，実際の保育現場の事例をあげ，子どもや保護者，保育者の様子をイメージしながら，一人ひとり学生の考える場となるよ
うに授業を進めていく。質問については随時対応する。レポートは解説し、フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席とレポート提出を重要視する。レポート，課題の内容及び提出方法は，授業時間に指示する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

乳児保育について基礎的な
知識を深く理解できる。

乳児保育について基礎的な
知識をおおむね理解できる
。

乳児保育について基礎的な
知識を理解できる。

乳児保育について基礎的な
知識を多少理解できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について十
分に考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開についてお
おむね考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について考
察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について多
少考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について考
察することが難しい。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
わかりやすく説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
おおむね説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
多少説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・基本保育シリーズ１５、乳児保育Ⅰ・Ⅱ』 ２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 乳児保育Ⅰ

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS122098（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場での実務経験のある教員が，実際の保育現場の事例等を通じて，３歳未満児の新信
書機能の発達など乳児保育について講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ １０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

756－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
乳児保育の意義・目的と歴史的変遷 シラバスを読んでおくこと（９０分）

2 乳児保育および子育て家庭に対する支援をめぐる社
会状況と課題 教科書を読み、学習しておくこと（９０分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分

）

教科書を読み、学習しておくこと（９０分）3 保育所における乳児保育 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）保育所以外の児童福祉施設（乳児院等）における乳

児保育4

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）家庭的保育・小規模保育等における乳児保育5

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳未満児とその家庭を取り巻く環境と子育て支援

の場6

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳未満児の生活と環境7

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳未満児の遊びと環境8

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳以上児の保育に移行する時期の保育9

10 ３歳未満児の発育・発達をふまえた保育者による援
助やかかわり 教科書を読み、学習しておくこと（９０分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分

）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）３歳未満児の発育・発達をふまえた保育における配

慮11

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）乳児保育の計画・記録・評価とその意義12

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）職員間の連携・協働13

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）保護者との連携・協働14

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）教科書を読み、学習しておくこと（９０分）自治体や地域の関係機関との連携・協働15

解説を受け、講義全体をふりかえること（９０分）講義全体をとおして質問など整理しておく（９０分
）レポートに関する解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（９０分
）

科目名称 乳児保育Ⅰ

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS122098（科目ナンバリング： ）

２Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 2 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場での実務経験のある教員が，実際の保育現場の事例等を通じて，３歳未満児の新信
書機能の発達など乳児保育について講義を行う。

基本情報

開講時期



乳児保育について基礎的な
知識を理解することが難し
い。

757－ －

ルーブリック

評価項目

1 児童育成協会 中央法規 9784805857953

概要

履修目標
乳児（３歳未満児）期は人間形成の基礎づくりの時期であることを知り，乳児保育の大切さを理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
３歳未満児の心身諸機能の発達など，乳児保育の知識が身につく。

授業全体の内容と概要
３歳未満児の保育について，心身の発達にそって諸機能の発達と健康と安全の基本を理解する。

授業の方法
講義・演習を中心とした授業を行っていく中で，実際の保育現場の事例をあげ，子どもや保護者，保育者の様子をイメージしながら，一人ひとり学生の考える場と
なるように授業を進めていく。質問については随時対応する。レポートは解説し、フィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

○ その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
出席とレポート提出を重要視する。レポート，課題の内容及び提出方法は，授業時間に指示する。

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・技能（何を知ってい
るか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
（知っていること、できる
ことをどう使うか）

主体的に取り組む態度（ど
のように関わるか）

乳児保育について基礎的な
知識を深く理解できる。

乳児保育について基礎的な
知識をおおむね理解できる
。

乳児保育について基礎的な
知識を理解できる。

乳児保育について基礎的な
知識を多少理解できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について十
分に考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開についてお
おむね考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について考
察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について多
少考察できる。

乳児保育の基本を踏まえた
保育内容の展開について考
察することが難しい。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
わかりやすく説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
おおむね説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
多少説明できる。

三歳未満児保育の多様な展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『新・基本保育シリーズ１５、乳児保育Ⅰ・Ⅱ』 ２０１９

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 乳児保育Ⅱ

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS123099（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場での実務経験のある教員が，実際の保育現場の事例等を通じて，３歳未満児の新信
書機能の発達など乳児保育について講義を行う。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は，１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ６０％ １０％ ０％ ３０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
乳児保育の基本 シラバスを読んでおくこと（４５分）

2 子どもの生活の流れ（０歳児クラス） 教科書を読み、学習しておくこと（４５分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）

教科書を読み、学習しておくこと（４５分）3 子どもの保育環境（０歳児クラス） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの援助の実際（０歳児クラス）4

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの生活の流れ（１歳児クラス）5

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの保育環境（１歳児クラス）6

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの援助と実際（１歳児クラス）7

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの生活の流れ（２歳児クラス）8

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの保育環境（２歳児クラス）9

10 子どもの援助の実際（２歳児クラス） 教科書を読み、学習しておくこと（４５分） 講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）子どもの心身の健康・安全と情緒の安定を図るため

の配慮11

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）集団での生活における配慮12

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）環境の変化や移行に対する配慮13

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、学習しておくこと（４５分）長期的な指導計画と短期的な指導計画14

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）教科書を読み、４５分）個別的な指導計画と集団の指導計画15

解説を受け、講義全体をふりかえること（４５分）講義全体をとおして質問など整理しておく（４５分
）レポートに関する解説及びフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め、復習しておくこと（４５分
）

科目名称 乳児保育Ⅱ

専門科目科目分類区分

中嶋　史（社会福祉学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

CHS123099（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館１階 非常勤講師室

単位数 1 (単位認定責任者： ）中嶋　史 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

保育現場での実務経験のある教員が，実際の保育現場の事例等を通じて，３歳未満児の新信
書機能の発達など乳児保育について講義を行う。

基本情報

開講時期



助言しても討議・発表がで
きなかった。

759－ －

ルーブリック

評価項目

1 大西文子編集 中山書店 978-4521747774

概要

履修目標
保育における保健の観点から保育環境や支援のあり方について学ぶ。
子どもを取り巻く社会状況・指針をふまえた衛生・安全管理やその対策を学び、体制つくり、活動計画・評価等の一連について理解を深める。また、子どもの保健
の基本をふまえ、心身の状態や発達に即した適切な対応について学ぶ。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．と３．と７．＜履修すべき科目と単位＞の１．と２．と４．に対応する。

到達目標
子どもを取り巻く社会状況を把握し、安全管理の実際について討議・発表できる。
子どもの健康状態の把握の方法を理解し計測できる。
子どもの保健の基本をふまえ、心身の状態や発達に即した適切な対応について説明できる。

授業全体の内容と概要
子ども保健の基本的な考え方を理解し、子どもの健康と安全な生活のための支援方法を学ぶ。
子どもを取り巻く社会状況・指針をふまえた衛生・安全管理やその対策、体制つくりの活動計画・評価の一連等の理解を深めるとともに、心身の状態や発達に即し
た適切な対応についての保健活動を具体的に学習する。

授業の方法
講義と実習形式。参考図書や配布資料を活用。実施前に基本学習事項、事前課題への取り組み方を提示する。
テーマについて説明後、グループワークや課題解決学習の発表・実施、その後レポート提出（2回）を行う。その都度、コメントを返す。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
なし

資格指定科目
保育士養成課程

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

子どもを取り巻く社会状況
の把握と衛生・安全管理　

子どもの健康状態の把握　

子どもの体調や心身の状態
把握の方法　

体験した安全管理の活動を
振り返り、子どもを取り巻
く社会状況と関連させて活
発に討議し非常によい発表
ができた。

体験した安全管理のための
活動を振り返り、子どもを
取り巻く社会状況と関連さ
せて概ね討議・発表できた
。

安全管理のための活動と子
どもを取り巻く社会状況に
ついて部分的に討議・発表
できた。

安全管理のための活動と子
どもを取り巻く社会状況を
助言により討議・発表でき
た。

子どもの健康状態の把握の
方法を詳しく調べ、正しく
計測できた。

子どもの健康状態の把握の
方法を調べ、概ね計測でき
た。

子どもの健康状態の把握の
方法を調べ、部分的に計測
できた。

子どもの健康状態の把握の
方法について、助言により
計測できた。

助言しても計測できなかっ
た。

子どもの発達状況に即した
体調や心身の状態把握、そ
の対応方法について詳しく
説明できた。

子どもの発達状況に即した
体調や心身の状態把握、そ
の対応方法について概ね説
明できた。

子どもの発達と、体調や心
身の状態把握、その対応方
法について部分的に説明で
きた。

子どもの体調や心身の状態
把握、その対応について助
言により説明できた。

助言しても説明できない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『子どもの健康と安全』 2019

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『授業の中で随時案内する』

2

3

4

5

科目名称 子どもの健康と安全

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM123100（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの発達状態や健康状態の把握の方法について演
習する。また、子どもが育つ環境つくりや子ども自身で心身健康で安全な生活をつくりだせ
るような支援方法を考える。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は６回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４０％ ４０％ ０％ １０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス、シラバス説明
子どもを取り巻く社会状況と子ども保健

履修を終えている「子どもの保健」の概要を理解し
ておく（90分）

2 事故防止及び健康安全管理１
　保育環境と衛生・安全対策 指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）当日授業や討議で行った課題について調べ、レポート作成する（90分）

討議・発表準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）3 事故防止及び健康安全管理２　

子どもの事故、危機回避と体つくり
返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し追加修正しておく（90分）

当日の授業で行ったことをノートにまとめ、出され
た課題を調べておく（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）子どもの健康に関する適切な対応１

保健的対応・対策4

返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し整理しておく（90分）

発表・実施準備のため十分に予習して授業に臨む
（90分）

子どもの健康に関する適切な対応２
健康状態の把握　計測・測定5

当日授業や討議で行った課題について調べ、レポー
ト作成する（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）子どもの健康に関する適切な対応３

病児の状態把握の方法と対応6

返されたコメントや他の評価を参考に自己課題を見
直し追加修正しておく（90分）指定した参考図書・配布資料を読んでおく（90分）子どもの健康・安全にかかわる実施体制7

子どもの保健の課題に今後も取り組んでいく（90分
）

これまで授業で行ったことを振り返り準備してくる
（90分）

提出レポート・課題について解説、フィードバック
し総括します。8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

当日の授業で行ったことをノートにまとめておく
（90分）

科目名称 子どもの健康と安全

専門科目科目分類区分

中村　則子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

SOM123100（科目ナンバリング： ）

前期

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 1 (単位認定責任者： ）中村　則子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

看護実践、看護教育の実務経験あり。子どもの発達状態や健康状態の把握の方法について演
習する。また、子どもが育つ環境つくりや子ども自身で心身健康で安全な生活をつくりだせ
るような支援方法を考える。

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない

761－ －

ルーブリック

評価項目

1 角山　照彦 成美堂 978-4-7919-7203-6

概要

履修目標
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目であり,基本的な文法やリスニングなどの知識に絞って学習していきます。文法ベースで初級から徐々に積
み上げることで、最終的にはコミュニケーションに生かせる力をしっかりと身につけていき、 実用的なコミュニケーションの場面にふさわしい基本的な語彙や表現
を用いることができる。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と ３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と ３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜履修すべき科目と単位＞の１． と ３．に対応する。

到達目標
文法やリスニングを中心にやさしい英語で書かれた英文での練習を通じて、英語の文がどのような構成要素から成り立っているのかを明確に把握する。リスニング
に最低限必要な語彙力、文法力を身につけて、スピーキング、ライティングなどのアウトプットへの発展を意識して、バランスのとれた4技能の習得を目指す。

授業全体の内容と概要
リスニング（音声インプット）を中心に基本的な英語コミュニケーション能力を身につけることを目的とします。
英語リスニングに最低限必要な語彙力や文法力を身につけながら、リスニングの訓練に取り組みます。
英語を聴きながら、常に意味と文法を意識して聴くよう練習する。
教材中の表現を利用したコミュニケーション演習も行う。

授業の方法
授業では視聴覚メディアを活用し,英語によるコミュニケーションへ接続するための運用能力を身に着けることを目的とする。テキストの練習問題を解き、疑問点な
どは個々に対応、或いはクラス全体への解答を解説し学生へのフィードバックを行う。授業中の発表やペアやグループワーク、ロールプレイでの活動を取り入れる
ので積極的に授業に参加してください。授業外でも普段から英語の音声を聞く習慣をつけ、音声による英語のインプットを心がける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
15分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で欠席1回とします。授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。テキストを忘れ、授業前に申し出ない場合は欠席
扱いとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

英語表現能力

積極性

事前・事後学修

リスニング

授業内容を超えた学修が認
められる

授業内容を十分に理解して
いる

授業内容を理解している 授業内容の理解に不足があ
る

優れた創造的表現を行うこ
とができる

文献等を参考としながら、
創造的表現を行うことがで
きる

自在に定型的表現を行うこ
とができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができない

授業全体の流れを理解し、
質問・問題提起により授業
展開に貢献する

授業全体の流れを理解し、
発問に対して積極的に応じ
る

発問に対して、指名されれ
ば正しく応じることができ
る

授業に集中して理解しよう
とする態度が見られる

授業に集中できず、授業放
棄の態度が見られる

自ら進んで学修範囲を超え
て調べている

学修範囲を十分に調べて、
授業内容を他人に説明でき
る

学修範囲の理解に曖昧な点
がある

指示された範囲の事前・事
後学修はするが、理解が不
十分である

指示された範囲の事前・事
後学修をほとんどせず理解
が不十分である。

授業内て取り扱った単語・
表現の習得が不十分であり
、リスニング技能の運用に
不正確さが目立つ。

授業内で取り扱った単語・
表現を完璧に習得し、リス
ニング技能を問題なく正確
に運用できる

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能を正確に運用
できる。

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能をほぼ正確に
運用できる。

授業内で取り扱った単語・
表現を部分的に習得してい
るが、リスニング技能の運
用に不適切な部分が見受け
られる。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Let's Learn English with Pop hits！』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の必要となる最低出席回数は10回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ １５％ ０％ ２０％ １５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

762－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション　英語で自己紹介文作成
シラバスの説明

シラバスを参照しながらテキスト内容を理解する。
（90分）

2 5文型（1） 次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）3 5文型（2） 授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。

　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You’re Beautiful 　be 動詞
Maria Lawson4

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You’re Beautiful be 動詞（２）
Maria Lawson5

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Want It That Way　一般動詞（現在形）
Backstreet Boys6

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Want It That Way　一般動詞（現在形）（２）
Backstreet Boys7

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

The First Time　一般動詞（過去形）
Surface8

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

The First Time　一般動詞（過去形）（２）
Surface9

10 Complicated　進行形
Avril Lavigne

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Complicated　進行形（２）
Avril Lavigne11

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

My Heart Will Go On　未来表現
Celine Dion12

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

My Heart Will Go On　未来表現（２）
Celine Dion13

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

With You　助動詞
Chris Brown14

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

With You　助動詞（２）
Chris Brown15

授業で説明を受けた解説を復習。（90分）試験範囲の復習。（90分）Final Exam.  60分の試験終了後，残りの30分で解
説。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業各回のテーマを理解しておくこと。（90分）

科目名称 基礎英語Ⅰ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



授業内容を理解していない

763－ －

ルーブリック

評価項目

1 角山　照彦 成美堂 978-4-7919-7203-6

概要

履修目標
グローバル化に対応するため「外国語」を学ぶための科目であり,基本的な文法やリスニングなどの知識に絞って学習していきます。文法ベースで初級から徐々に積
み上げることで、最終的にはコミュニケーションに生かせる力をしっかりと身につけていき、 実用的なコミュニケーションの場面にふさわしい基本的な語彙や表現
を用いることができる。

授業の位置づけ
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と ３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と ３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。
建築学科のＤＰ＜履修すべき科目と単位＞の１． と ３．に対応する。

到達目標
文法やリスニングを中心にやさしい英語で書かれた英文での練習を通じて，英語の文がどのような構成要素から成り立っているのかを明確に把握する。リスニング
に最低限必要な語彙力、文法力を身につけて、スピーキング、ライティングなどのアウトプットへの発展を意識して、バランスのとれた4技能の習得を目指す。

授業全体の内容と概要
リスニング（音声インプット）を中心に基本的な英語コミュニケーション能力を身につけることを目的とします。
英語リスニングに最低限必要な語彙力や文法力を身につけながら、リスニングの訓練に取り組みます。
英語を聴きながら、常に意味と文法を意識して聴くよう練習します。
教材中の表現を利用したコミュニケーション演習も行う。
。

授業の方法
授業では視聴覚メディアを活用し,英語によるコミュニケーションへ接続するための運用能力を身に着けることを目的とする。テキストの練習問題を解き、疑問点な
どは個々に対応、或いはクラス全体への解答を解説し学生へのフィードバックを行う。授業中の発表やペアやグループワーク、ロールプレイでの活動を取り入れる
ので積極的に授業に参加すること。授業外でも普段から英語の音声を聞く習慣をつけ、音声による英語のインプットを心がける。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

〇 グループワーク

〇 ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
15分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で欠席1回とします。授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。テキストを忘れ、授業前に申し出ない場合は欠席
扱いとする。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

理解度

英語表現能力

積極性

事前・事後学修

リスニング

授業内容を超えた学修が認
められる

授業内容を十分に理解して
いる

授業内容を理解している 授業内容の理解に不足があ
る

優れた創造的表現を行うこ
とができる

文献等を参考としながら、
創造的表現を行うことがで
きる

自在に定型的表現を行うこ
とができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができる

与えられた条件を満たした
最低限度の表現を行うこと
ができない

授業全体の流れを理解し、
質問・問題提起により授業
展開に貢献する

授業全体の流れを理解し、
発問に対して積極的に応じ
る

発問に対して、指名されれ
ば正しく応じることができ
る。

授業に集中して理解しよう
とする態度が見られる

授業に集中できず、授業放
棄の態度が見られる

自ら進んで学修範囲を超え
て調べている

学修範囲を十分に調べて、
授業内容を他人に説明でき
る

学修範囲の理解に曖昧な点
がある

指示された範囲の事前・事
後学修はするが、理解が不
十分である

指示された範囲の事前・事
後学修をほとんどせず理解
が不十分である。

授業内て取り扱った単語・
表現の習得が不十分であり
、リスニング技能の運用に
不正確さが目立つ。

授業内で取り扱った単語・
表現を完璧に習得し、リス
ニング技能を問題なく正確
に運用できる

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能を正確に運用
できる。

授業内で取り扱った単語・
表現の大部分を習得し、リ
スニング技能をほぼ正確に
運用できる。

授業内で取り扱った単語・
表現を部分的に習得してい
るが、リスニング技能の運
用に不適切な部分が見受け
られる。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『Let's Learn English with Pop hits！』 2020

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定の必要となる最低出席回数は10回以上とする。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

５０％ ０％ １５％ ０％ ２０％ １５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

764－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
Torn
Natalie Imbruglia　受動態

シラバスを参照しながらテキスト内容を理解する。
　（90分）

2 Torn
Natalie Imbruglia　受動態（２）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）3 You Are Not Alone　現在完了形

Michael Jackson
授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You Are Not Alone　現在完了形（２）
Michael Jackson4

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

You Gotta Be　比　較
Des’ree5

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

How Crazy Are You?　 分　詞
Meja6

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Last Christmas　不定詞
Wham!7

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Last Christmas　不定詞（２）
Wham!8

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Sunday Morning　動名詞
Maroon 59

10 Sunday Morning　動名詞（２）
Maroon 5

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Desperado　関係詞
Westlife11

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

Desperado　関係詞（２）
Westlife12

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

All I Want For Christmas Is You　接続詞・前置
詞
Mariah Carey

13

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）

All I Want For Christmas Is You　接続詞・前置
詞（２）
Mariah Carey

14

授業で説明を受けたポイントをもう一度復習する。
　（90分）

次回の授業範囲を予習し,単語の意味を調べておく
こと。（90分）Summary＆Review15

授業で説明を受けた解説を復習。（90分）試験範囲の復習。（90分）Final Exam.  60分の試験終了後，残りの30分で解
答・解説。16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

授業各回のテーマを理解しておくこと。（90分）

科目名称 基礎英語Ⅱ

共通教育科目科目分類区分

宮嶋　達也（デザイン学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・１年、デザイン学科・１年、建対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）宮嶋　達也 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



助言があってもできない。

765－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
社会福祉に対する視野を広げるとともに、福祉従事者としての基本的な態度を涵養する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
職業の一つとして社会福祉を捉えたうえで、チームワークについて理解できる。

授業全体の内容と概要
様々な福祉実戦の場を知るとともに、そこで求められる社会福祉の知識や技術の概要について学ぶ。

授業の方法
①基本は、テーマの内容についてグループで議論をした内容をまとめ、代表者が発表をする展開とする。
②一部、講義形式で展開をする。講義の際には随時質問を行うので答えること。
③2回以降は授業毎に記録を提出する。記録物はコメントを添えて返却する。
④授業に関する資料を毎回配布する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

○ 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
30分以上の遅刻は欠席とする。
出席を重視するので、欠席や遅刻をする際には事前に連絡をすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

クラスのメンバーと協調で
きる。

第三者が理解できる記録を
作成できる。

社会福祉の視点を持つこと
ができる。

リーダーシップを発揮し、
他者へのサポートができる
。

他者を尊重するとともに、
自分の役割を責任を持ち果
たせる。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。

記録をもとに考察ができる
。

５W１Hに沿って記述できる
。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。 助言があってもできない。

他の職業と比較し、福祉の
仕事の独自性を述べること
ができる。

福祉の仕事の独自性を述べ
ることができる。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。 助言があってもできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
10回以上の出席があること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

766－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
アイスブレーキング

自己紹介を行うので、内容を整理しておく(４５分
）。

2 記録の書き方 次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

記録のポイントを配布資料トノートで確認する。
（４５分）

次回の内容の発表内容を整理する。（４５分）3 福祉の仕事のイメージ クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）次回の内容の発表内容を整理する。（４５分）福祉の仕事を目指す理由①4

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）次回の内容の発表内容を整理する。（４５分）福祉の仕事を目指す理由②5

役割分担した内容について調べて整理する。（４５
分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）福祉の職場①6

役割分担した内容について調べて整理する。（４５
分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）福祉の職場②7

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）

１回から７回の内容を振り返り、疑問点や議論した
い点を整理する。（４５分）中間まとめ8

役割分担した内容について調べて整理する。（４５
分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）福祉に関する資格①9

10 福祉に関する資格② 次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

役割分担した内容について調べて整理する。（４５
分）

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）

福祉従事者が著した書籍を図書館で借りる。（４５
分）福祉従事者の手記から福祉の仕事を考える。①11

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）福祉従事者が著した書籍を読む。（４５分）福祉従事者の手記から福祉の仕事を考える。②12

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）

福祉サービス利用者が著した書籍を図書館で借りる
。（４５分）

福祉サービス利用者の手記から福祉の仕事を考える
。①13

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）

福祉サービス利用者が著した書籍を読む。（４５分
）

福祉サービス利用者の手記から福祉の仕事を考える
。②14

クラスのメンバーの意見と自身の意見を比較し考察
する。（４５分）発表内容を整理する。（４５分）福祉従事者に求められる資質を考える。15

全体を振り返り、今後の課題を考察する。（４５分
）

1５回までの授業内容を振り返り、疑問点や議論し
たい点を整理する。（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

アイスブレーキングの効果を考察する。(４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

共通教育科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて、福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期



767－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

768－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠA

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



認知、言葉、社会性の内容
及び生涯発達の観点から一
般的な発達論について、理
解が不十分である。

769－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
認知と言語、思考と社会性等の発達について、一般的な発達論や定型発達、発達の偏りや遅れ等について理解し、その改善に向けた教育的な対応やかかわり方、支
援方法について関心を高める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ<学修目標＞の２．と３．と４．<履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
認知と言語、思考と社会性等の発達について、一般的な発達論や基本的な定型発達、その発達の偏りや遅れ等について理解する。

授業全体の内容と概要
次の内容を主な内容として、一般的な発達論や定型発達、その発達の遅れや偏りについて理解する。
・認知について（ピアジェ、ヴィゴツキーの理論等）
・言語、言葉について（理解、表出、話し言葉等）
・社会性の内容について（道徳性、規範性等）

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式の授業を構成し、随時ワークショップ形式のグループワークやロールプレイ等を取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や演習等を実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

認知、言葉、社会性の内容
及び一般的な発達論につい
ての理解

認知、言葉、社会性の内容
及び一般的な発達論につい
て、概念の整理や説明等に
よる思考・判断・表現力の
向上

授業への参加態度・姿勢

認知、言葉、社会性の内容
及び生涯発達の観点から一
般的な発達論について十分
に理解し、定型、非定型発
達等へ発展的に捉えた。

認知、言葉、社会性の内容
及び生涯発達の観点から一
般的な発達論について十分
に理解を深めた。

認知、言葉、社会性の内容
及び生涯発達の観点から一
般的な発達論について、一
定程度、理解できた。

認知、言葉、社会性の内容
及び生涯発達の観点から一
般的な発達論について、部
分的に理解できたが、さら
に学修が必要である。

知的機能等及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確かつ発展
的な整理や説明等をとおし
て、思考・判断・表現力を
高めた。

知的機能等及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、十分に
思考・判断・表現力を高め
た。

知的機能等及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、一定程
度、思考・判断・表現力を
高めた。

知的機能等及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、部分的
に思考・判断・表現力を高
めたが、さらに学修が必要
である。

知的機能等及び一般的な発
達論について、学修した知
識を基盤に、的確な整理や
説明等をとおして、思考・
判断・表現力の高まりが不
十分である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ２０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

770－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（４５分）

2 生涯発達の観点による発達論の概要 一般的な発達論について概観すること   （４５分
） 授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）

認知機能の概要を調べること（４５分）3 認知の機能とその発達 授業内容と重要事項を整理すること（４５分）

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）認知機能の概要を調べること（４５分）認知の機能とその発達4

授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）認知機能の概要を調べること（４５分）認知の機能とその発達の遅れ、偏り、アンバランス5

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）言葉の機能の概要を調べること（４５分）言葉の機能とその発達6

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）言葉の機能の概要を調べること（４５分）言葉の機能とその発達7

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）言葉の機能の概要を調べること（４５分）言葉の機能とその発達8

授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）言葉の機能の概要を調べること（４５分）言葉の機能とその発達9

10 言葉の機能とその発達の遅れ、偏り、アンバランス 言葉の機能の概要を調べること（４５分） 授業内容と重要事項を整理すること（４５分）

授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）社会性の内容の概要を調べること（４５分）社会性の内容とその発達11

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）社会性の内容の概要を調べること（４５分）社会性の内容とその発達12

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）社会性の内容の概要を調べること（４５分）社会性の内容とその発達の遅れ、偏り、アンバラン
ス13

授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）感情と自己の発達について調べること（４５分）感情と自己の発達14

授業内容と重要事項を整理すること　（４５分）感情と自己の発達について調べること（４５分）感情と自己の発達15

授業内容と重要事項を整理すること（４５分）全内容の概要を振り返ること（４５分）認知と言語、思考と社会性等の発達のまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を整理すること（４５分
）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期



助言があってもできない。

771－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
社会福祉実践に用いられることが多い語を学ぶとともに、基礎的なチームワーク力を涵養する。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．と４．と５．と６．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
①用語と各々の意味を覚えるとともに、自分に適した暗記方法を身につける。
②チームワークに必要なコミュニケーションの初歩的なスキルを身につける。

授業全体の内容と概要
①福祉現場で用いられることが多い基礎的な用語（主にカタカナの用語）と基礎的な意味について学ぶ。
②実践的なコミュニケーションについて学ぶ。

授業の方法
①基本はテーマに沿ったグループワークでの展開を基本とする。グループで議論した内容をまとめ、代表者が発表する展開とする。
②一部、講義形式で展開をする。講義の際には随時事質問を行うので、答えること。
③随時、記録物を提出する。記録物はコメントを添えて返却する。
④授業毎に使用する資料を配布する。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
30分以上の遅刻は欠席とする。
出席を重視するので、遅刻や欠席をする場合は事前に連絡をすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

福祉の仕事で用いられ入れ
る事が多いカタカナ語を理
解できる。

実践的なコミュニケーショ
ンをロールプレイで展開で
きる。

クラスのメンバーと協働で
きる。

カタカナ語に該当する日本
語を示すことができる。

カタカナ語の意味を答えら
れる。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。

適切な態度や言葉を用いて
ロールプレイができる。

ロールプレイでは、相手を
尊重した姿勢をとることが
できる。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。 助言があってもできない。

状況に応じ、リーダーシッ
プをとったり、他者へのサ
ポートができる。

自分の役割を責任を持ち果
たせる。

助言があればできる。 助言があれば一部できる。 助言があってもできない。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
１０回以上の出席があること。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ０％ ０％ ５０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

772－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
福祉の仕事で用いられ入れる事が多いカタカナ語①

入学後、福祉の授業の中で知ったア行のカタカナ語
を書き出す。（４５分）

2 福祉の仕事で用いられ入れる事が多いカタカナ語② 入学後、福祉の授業の中で知ったカ行とサ行のカタ
カナ語を書き出す。（４５分） 単語帳を作る。（４５分）

入学後、福祉の授業の中で知ったタ行とナ行のカタ
カナ語を書き出す。（４５分）3 福祉の仕事で用いられ入れる事が多いカタカナ語③ 単語帳を作る。（４５分）

単語帳を作る。（４５分）入学後、福祉の授業の中で知ったハ行とマ行のカタ
カナ語を書き出す。（４５分）福祉の仕事で用いられ入れる事が多いカタカナ語④4

単語帳を作る。（４５分）入学後、福祉の授業の中で知ったヤ行とラ行とワ行
のカタカナ語を書き出す。（４５分）福祉の仕事で用いられ入れる事が多いカタカナ語⑤5

ノートの整理をする。（４５分）次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）敬語の種類6

授業で学んだことを意識し、目上の人と話会話する
。(４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）敬語の使い方7

授業で学んだことを意識し、知人と会話する。
(４５分）

自分の言葉や話し方の特徴について箇条書きで整理
する。（４５分）気をつけなければならない言葉や話し方8

1回から8回までで理解が不十分だった点を復習する
。（４５分）

1回から8回の内容を振り返り、疑問点や再度説明を
希望する部分をまとめる。（４５分）中間まとめ9

10 コミュニケーションの意義・目的 次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

授業で学んだことを意識し、知人と会話する。
(４５分）

授業で学んだことを意識し、知人と会話する。
(４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

コミュニケーションの役割
コミュニケーションの種類11

クラスのメンバーの意見と自分の意見を比較し考察
する。（４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

福祉現場でのコミュニケーションを事例を用いて考
える。①12

クラスのメンバーの意見と自分の意見を比較し考察
する。（４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

福祉現場でのコミュニケーションを事例を用いて考
える。②13

クラスのメンバーの意見と自分の意見を比較し考察
する。（４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

福祉現場でのコミュニケーションを事例を用いて考
える。③14

クラスのメンバーの意見と自分の意見を比較し考察
する。（４５分）

次回の内容について、書籍やインターネットで調べ
る。（４５分）

福祉現場でのコミュニケーションを事例を用いて考
える。④15

この授業で学んだ事を振り返り、2年生へ向けた自
己の課題を明確化する。（４５分）

１回から15回までの授業内容を振り返り、疑問点や
議論したい点をまとめる。（４５分）まとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

単語帳を作る。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

共通教育科目科目分類区分

櫻井　美帆子（社会福祉学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館４階

単位数 (単位認定責任者： ）櫻井　美帆子 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

現場の実務経験から得た事例等を用いて福祉に対する理解を深めていく。

基本情報

開講時期



773－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標

授業の位置づけ

到達目標

授業全体の内容と概要

授業の方法

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択

研究室所在

単位数 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

774－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅠB

科目分類区分

授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

対象学科・配当

必修・選択

研究室所在

単位数 (単位認定責任者： ） CAP制

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

775－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自ら興味のあるもの選定して「テーマ」を決定し、深く研究する主体的な課題解決学習を目的とする。前期に選択した「テーマ」を、後期にはより深く研究し、レ
ジメを作成する能力を高め、プレゼンテーション能力を培うことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
自分で「テーマ」を見つけ、レジメを作成してプレゼンテーションができる。

授業全体の内容と概要
ディスカッション等で話し合い、「テーマ」を選定する。「テーマ」を選定したらプレゼンテーションに向けて、資料の収集や解析を行う。次に資料から、わかり
やすいレジメの作成に取り掛かり、レジメの完成後にプレゼンテーションを行う。

授業の方法
授業形態はゼミ形式（ディスカッション・プレゼンテーション）で、主体的な学習が中心である。研究課題を自ら選択し、前期内に課題解決を試みることを目的と
する。プレゼンテーションのレジメやレポート課題は、必修である。なお、レジメやレポートには、コメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

プレゼンテーションの進行
や内容がたいへん良く構成
されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が良く構成されてい
る。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されていない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

776－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 「テーマ」の選定Ⅰ 事前に課題を考えておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）3 「テーマ」の選定Ⅱ 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅠ4

レポート課題等を作成すること。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の選定Ⅲ5

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅡ6

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の確定7

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の方法Ⅰ8

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅢ9

10 「テーマ」の方法Ⅱ 前回の授業内容を復習しておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅰ（資料）11

レポート課題等を作成すること。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅱ（資料）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅲ（レジメ）13

レジメ等を作成すること。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅳ（レジメの作成）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備学修をしておくこと。
（45分）プレゼンテーション15

まとめの振り返り（45分）レポートを提出する。（45分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年（再履修）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 1 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



仲間とコミュニケーション
を図ることがとても苦手で
あった。

777－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
大学での勉強を進めるにあたり、必要となる文章読解力のほか、コミュニケーション能力、ディスカッション能力、プレゼンテーション能力の向上をはかる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞４．と５．＜履修すべき科目と単位＞３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．と４．と５．と６．と７．　＜履修すべき科目と単位＞４．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞２．と３．＜履修すべき科目と単位＞５．に対応する。

到達目標
自分でテーマを設定し、文章にまとめることができる。
グループ内でのコミュニケーションを図ることができ、リーダーシップを発揮できる。
テーマに基づきプレゼンテーションをすることができる。

授業全体の内容と概要
授業の前半は、小論文・レポートを作成し発表する。また、発表に対して討議したり、ディスカッションを行う。
後半は、特定のテーマでプレゼンテーションを行い、質疑応答やディスカッションも行う。
人前で話すための準備をし、解り易く、興味深い内容を考える。

授業の方法
小論文、レポートの書き方については、板書または資料にて説明する。提出されたレポートについては、添削及び内容の評価とともにフィードバックする。
グループディスカッションやプレゼンテーションの題材として、新聞やインターネットによるニュース等を提供しながら実施する。プレゼンテーションの方法につ
いては、授業のなかで学びとともに説明する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
２０分以上の遅刻は、欠席扱いとする。
対話する機会が多いので、積極的な発言や能動的な授業態度で臨むこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

コミュニケーション能力

ディスカッション能力

プレゼンテーション能力

仲間とのコミュニケーショ
ンを図る方法がとても巧み
におこなえた。 　

仲間とコミュニケーション
を図ることが比較的巧みに
できた。　

仲間とコミュニケーション
を図ることが普通にできた
。　

仲間とコミュニケーション
を図ることが上手ではない
が努力した。

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップも取
れた。　

討議の中で、対話を巧みに
でき、リーダーシップもま
ずまず取れた。　

討議の中で、対話を巧みに
できたが、リーダーシップ
をとるまではいかなかった
。 　

討議の中で、対話をするこ
とが普通にできた。 　

討議の中で、対話をするこ
とが苦手で、ほとんど受け
身でおわった。   　

パワーポイント等を巧みに
使い、解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。　

パワーポイント等を使い、
比較的解り易く、興味深い
内容でプレゼンテーション
を行った。 　

パワーポイント等を使い、
解り易くプレゼンテーショ
ンを行った。  　

パワーポイント等を使い、
プレゼンテーションを行っ
たが、多少伝わらなかった
。  　

プレゼンテーションの準備
がほとんどできていなかっ
た。  　

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ １０％ １０％ ０％ ７０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

778－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス（シラバスの説明） 事前にシラバスを読んで確認する。（４５分）

2 レポートの作成
（ニュースポーツの創作） シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）3 発表と意見交換　１ ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）発表と意見交換　２4

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）発表と意見交換　３5

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツを考える（屋外競技）6

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）ニュースポーツを考える（屋内競技）7

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーションの準備　１　
（グループに分かれて）　　8

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーションの準備　２　
（グループに分かれて）9

10 プレゼンテーション　（屋外競技）　１ シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分） ノートに記載された内容を復習する。（４５分）

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション　（屋外競技）　２11

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション　（屋外競技）　３12

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション　（屋内競技）　１13

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション　（屋内競技）　２14

ノートに記載された内容を復習する。（４５分）シラバスを読んで確認と準備をする。（４５分）プレゼンテーション　（屋内競技）　３15

評価等の内容を確認を確認する。（４５分）ノートに記載された内容を再度確認する。（４５分
）ふりかえり16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

注意事項を確認する。（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

米野　宏（経営学科・准教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館３階

単位数 1 (単位認定責任者： ）米野　宏 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

教育機関における体育・健康・スポーツ関係の授業経験を活かし、学生の教養の基礎を指導
する。

基本情報

開講時期



出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
について、理解が不十分で
ある。

779－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
出生前後から幼児期までの各機能の一般的な定型発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解させ、その改善に向けた教育的な対応やかかわり方、支援
方法について関心を高める。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ<学修目標＞の２．と３．と４．<履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と５．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と３．<履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
出生前後から幼児期までの各機能の一般的な定型発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解する。

授業全体の内容と概要
次の内容を主な内容として、出生前後から幼児期までの各機能の一般的な定型発達について理解し、発達の偏りや遅れ等について理解させ、その改善に向けた教育
的な対応やかかわり方、支援方法について関心を高める。
・感覚と運動（ピアジェ等）、アタッチメント
・認知機能、遊びと対人関係

授業の方法
パワーポイントや視聴覚メディア等を活用した講義形式の授業を構成し、随時ワークショップ形式のグループワークやロールプレイ等を取り入れる。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

○ グループワーク

○ ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

○ 調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
中間試験の代わりにレポート課題や演習等を実施するので、授業を欠席することがないようにすること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
についての理解

出生前後から幼児期までの
各機能の定型発達について
、概念の整理や説明等によ
る思考・判断・表現力の向
上

授業への参加態度・姿勢

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
について十分に理解し、非
定型発達等についても発展
的に捉えた。

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
についてについて十分に理
解を深めた。

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
について、一定程度、理解
できた。

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
について、部分的に理解で
きたが、さらに学修が必要
である。

出生前後から幼児期までの
各機能の定型発達について
、学修した知識を基盤に、
的確かつ発展的な整理や説
明等をとおして、思考・判
断・表現力を高めた。

出生前後から幼児期までの
各機能の定型発達について
、学修した知識を基盤に、
整理や説明等をとおして十
分に思考・判断・表現力を
高めた。

出生前後から幼児期までの
各機能の定型発達について
、整理や説明等をとおして
、一定程度、思考・判断・
表現力を高めた。

出生前後から幼児期までの
各機能の一般的な定型発達
について、整理や説明等を
とおして、思考・判断・表
現力にはさらに学修が必要
である。

出生前後から幼児期までの
各機能の定型発達について
、整理や説明等をとおした
思考・判断・表現力の高ま
りが不十分である。

非常に積極的、意欲的に参
加することができた。

授業に積極的に参加するこ
とができた。

授業に関心をもって参加す
ることができた。

授業への関心が低く消極的
な参加であった。

授業への参加態度に課題が
多くみられた。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館８階

単位数 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ５０％ ２０％ ０％ ２０％ １０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

780－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバスの説明
オリエンテーション シラバスを読んでおくこと（90分）

2 生涯発達の観点による発達論の概要 一般的な発達論について概観すること   (90分)授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

感覚・運動の概要について調べること（90分）3 感覚と運動の発達（生前、新生児、乳幼児期） 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)感覚・運動の概要について調べること（90分）感覚と運動の発達4

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)感覚・運動の概要について調べること（90分）感覚と運動の発達5

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)アタッチメントの発達について調べること（90分）アタッチメントの発達（乳幼児期）6

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)アタッチメントの発達について調べること（90分）アタッチメントの発達7

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)アタッチメントの発達について調べること（90分）アタッチメントの発達（個人差による要因）8

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)認知機能について調べること（90分）認知機能の発達9

10 認知機能の発達 認知機能について調べること（90分） 授業内容と重要事項を整理すること　(90分)

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)認知機能について調べること（90分）認知機能の発達11

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)遊びの発達について調べること（90分）遊びと対人関係の発達12

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)遊びの発達について調べること（90分）遊びと対人関係の発達13

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)遊びの発達について調べること（90分）遊びと対人関係の発達14

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)遊びの発達について調べること（90分）遊びと対人関係の発達15

授業内容と重要事項を整理すること　(90分)全内容の概要を振り返ること（90分）感覚運動、アタッチメント、認知、遊びと対人関係
に関するまとめ16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

オリエンテーションの内容を整理すること(90分)

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

堀川　厚志（社会福祉学科・特任教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館８階

単位数 (単位認定責任者： ）堀川　厚志 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

学校教育現場及び教育行政機関に勤務経験のある教員が、特別支援教育に必要な今日的な課
題等について指導する。

基本情報

開講時期



ウエイトトレーニングの基
本を理解していない

781－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本授業では、１年時に実施したトレーニングの成果を体力・形態測定を実施することで確認し足りない体力の強化に向けて、様々なトレーニングを実践する。また
、生涯にわたって運動習慣を継続することで高齢になっても体力の維持、健康で長寿であることを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
各自、1年時からの体力向上を参考に到達目標を設定し、様々なトレーニング方法を理解し実践できることを目標とする。
生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体力の変化や状態を知る。
様々な種類のトレーニングに関する１年時に学んだ基礎から応用理論を学び、正しいトレーニングの方法を学習する。

授業の方法
体育館、ウエイトトレーニング場を中心に授業を行う。様々なトレーニング方法をグループワークによる実践を通して、課題の発見や指摘をし合い、ディスカッシ
ョンではタブレット、スマートフォンの活用をすることで正しい技術を習得できるように進めていく。レポートなどの解説のフィードバックを実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
競技経験があり体力があること。
遅刻は２回につき１回欠席とする。
運動着、飲料水、上靴、タオルの用意。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ウエイトトレーニングの基
本

体幹トレーニングの基本

ラダートレーニングの基本

ウエイトトレーニングの基
本を良く理解している

ウエイトトレーニングの基
本をほぼ理解している

ウエイトトレーニングの基
本をある程度理解している

ウエイトトレーニングの基
本を理解している

体幹トレーニングの基本を
良く理解している

体幹トレーニングの基本を
ほぼ理解している

体幹トレーニングの基本を
ある程度理解している

体幹トレーニングの基本を
理解している

体幹トレーニングの基本を
理解していない

ラダートレーニングの基本
を良く理解している

ラダートレーニングの基本
をほぼ理解している

ラダートレーニングの基本
をある程度理解している

ラダートレーニングの基本
を理解している

ラダートレーニングの基本
を理解していない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

経営学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ３０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

782－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス
シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 ウエイトトレーニングの基本Ⅰ ウエイトトレーニングの基本を確認しておく（４５
分） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

ウエイトトレーニングの基本を確認しておく（４５
分）3 ウエイトトレーニングの基本Ⅱ 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの基本を確認しておく（４５
分）ウエイトトレーニングの基本Ⅲ4

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの基本を確認しておく（４５
分）ウエイトトレーニングの基本Ⅳ5

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの基本を確認しておく分
（４５分）ウエイトトレーニングの基本Ⅴ6

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの基本を確認しておく（４５分）体幹トレーニングⅠ7

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの基本を確認しておく（４５分）体幹トレーニングⅡ8

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの基本を確認しておく（４５分）体幹トレーニングⅢ9

10 ラダートレーニングⅠ ラダートレーニングの基本を確認しておく（４５分
） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ラダートレーニングの基本を確認しておく（４５分
）ラダートレーニングⅡ11

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ラダートレーニングの基本を確認しておく（４５分
）ラダートレーニングⅢ12

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体力測定種目の確認をしておく（４５分）体力測定13

学習内容を復習し理解しておく（４５分）形態測定種目の確認をしておく（４５分）形態測定14

学習内容を復習し理解しておく（４５分）授業内容を振り返り確認しておく（４５分）まとめ15

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体力・形態測定結果を確認しておく（４５分）フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

経営学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 1 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 〇

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

783－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自ら興味のあるもの選定して「テーマ」を決定し、深く研究する主体的な課題解決学習を目的とする。前期に選択した「テーマ」を、後期にはより深く研究し、レ
ジメを作成する能力を高め、プレゼンテーションができる能力を培うことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
自分で「テーマ」を見つけ、レジメを作成してプレゼンテーションができる。

授業全体の内容と概要
ディスカッション等で話し合い、「テーマ」を選定する。「テーマ」を選定したらプレゼンテーションに向けて、資料の収集や解析を行う。次に資料から、わかり
やすいレジメの作成に取り掛かり、レジメの完成後にプレゼンテーションを行う。

授業の方法
授業形態はゼミ形式（ディスカッション・プレゼンテーション）で、主体的な学習が中心である。研究課題を自ら選択し、前期内に課題解決を試みることを目的と
する。プレゼンテーションのレジメやレポート課題は、必修である。なお、レジメやレポートには、コメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

プレゼンテーションの進行
や内容がたいへん良く構成
されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が良く構成されてい
る。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されていない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

784－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 「テーマ」の選定Ⅰ 事前に課題を考えておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）3 「テーマ」の選定Ⅱ 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅠ4

レポート課題等を作成すること。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の選定Ⅲ5

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅡ6

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の確定7

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の方法Ⅰ8

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅢ9

10 「テーマ」の方法Ⅱ 前回の授業内容を復習しておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅰ（資料）11

レポート課題等を作成すること。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅱ（資料）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅲ（レジメ）13

レジメ等を作成すること。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅳ（レジメの作成）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備学修をしておくこと。
（45分）プレゼンテーション15

まとめの振り返り（45分）レポートを提出する。（45分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡA

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

785－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自ら興味のあるもの選定して「テーマ」を決定し、深く研究する主体的な課題解決学習を目的とする。前期に選択した「テーマ」を、後期にはより深く研究し、レ
ジメを作成する能力を高め、プレゼンテーション能力を培うことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
自分で「テーマ」を見つけ、レジメを作成してプレゼンテーションができる。

授業全体の内容と概要
ディスカッション等で話し合い、「テーマ」を選定する。「テーマ」を選定したらプレゼンテーションに向けて、資料の収集や解析を行う。次に資料から、わかり
やすいレジメの作成に取り掛かり、レジメの完成後にプレゼンテーションを行う。

授業の方法
授業形態はゼミ形式（ディスカッション・プレゼンテーション）で、主体的な学習が中心である。研究課題を自ら選択し、前期内に課題解決を試みることを目的と
する。プレゼンテーションのレジメやレポート課題は、必修である。なお、レジメやレポートには、コメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

プレゼンテーションの進行
や内容がたいへん良く構成
されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が良く構成されてい
る。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されていない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・３年（再履修）対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

786－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 「テーマ」の選定Ⅰ 事前に課題を考えておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）3 「テーマ」の選定Ⅱ 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅠ4

レポート課題等を作成すること。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の選定Ⅲ5

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅡ6

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の確定7

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の方法Ⅰ8

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅢ9

10 「テーマ」の方法Ⅱ 前回の授業内容を復習しておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅰ（資料）11

レポート課題等を作成すること。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅱ（資料）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅲ（レジメ）13

レジメ等を作成すること。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅳ（レジメの作成）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備学修をしておくこと。
（45分）プレゼンテーション15

まとめの振り返り（45分）レポートを提出する。（45分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・３年（再履修）対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



ウエイトトレーニングの応
用ができない

787－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
本授業では、体力・形態測定を実施することで自己の体力を把握し足りない体力の強化に向けて、様々なトレーニング方法の応用的な理論と実践方法について学習
する。また、生涯にわたって運動習慣を継続することで高齢になっても健康で長寿であることを目的とする。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．に対応する。

到達目標
各自、無理のない体力目標を設定し、様々なトレーニング方法の応用を理解し実践できることを目標とする。生涯を通じて定期的に運動する習慣を養う。

授業全体の内容と概要
体力測定、形態測定により自分の体の状態を知る。
様々な種類のトレーニングに関する応用理論を学び、正しいトレーニングの方法を学習する。

授業の方法
体育館、ウエイトトレーニング場を中心に授業を行う。様々なトレーニング方法をグループワークによる実践を通して、課題の発見や指摘をし合い、ディスカッシ
ョンではタブレット、スマートフォンの活用をすることで正しい技術を習得できるように進めていく。レポートなどの解説のフィードバックを実施する。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

〇 実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
競技経験があり体力があること。遅刻は２回につき１回欠席とする。運動着、飲料水、上靴、タオルの用意。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

ウエイトトレーニングの応
用

体幹トレーニングの応用

ラダートレーニングの応用

ウエイトトレーニングの応
用が良くできている

ウエイトトレーニングの応
用がほぼできている

ウエイトトレーニングの応
用力がある程度できている

ウエイトトレーニングの応
用ができている

体幹トレーニングの応用が
良くできている

体幹トレーニングの応用が
ほぼできている

体幹トレーニングの応用が
ある程度できている

体幹トレーニングの応用が
できている

体幹トレーニングの応用が
できない

ラダートレーニングの応用
が良くできている

ラダートレーニングの応用
がほぼできている

ラダートレーニングの応用
がある程度できている

ラダートレーニングの応用
ができる

ラダートレーニングの応用
ができない

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 １号館２階

単位数 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ３０％ ０％ ４０％ ０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

788－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 ガイダンス
シラバスの説明 事前にシラバスを読んで確認しておく（４５分）

2 ウエイトトレーニングの応用Ⅰ ウエイトトレーニングの応用を確認しておく（４５
分） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

ウエイトトレーニングの応用を確認しておく（４５
分）3 ウエイトトレーニングの応用Ⅱ 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの応用を確認しておく（４５
分）ウエイトトレーニングの応用Ⅲ4

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの応用を確認しておく（４５
分）ウエイトトレーニングの応用Ⅳ5

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ウエイトトレーニングの応用を確認しておく（４５
分）ウエイトトレーニングの応用Ⅴ6

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの応用を確認しておく（４５分）体幹トレーニングの応用Ⅰ7

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの応用を確認しておく（４５分）体幹トレーニングの応用Ⅱ8

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体幹トレーニングの応用を確認しておく（４５分）体幹トレーニングの応用Ⅲ9

10 ラダートレーニングの応用Ⅰ ラダートレーニングの応用を確認しておく（４５分
） 学習内容を復習し理解しておく（４５分）

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ラダートレーニングの応用を確認しておく（４５分
）ラダートレーニングの応用Ⅱ11

学習内容を復習し理解しておく（４５分）ラダートレーニングの応用を確認しておく（４５分
）ラダートレーニングの応用Ⅲ12

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体力測定種目の確認をしておく（４５分）体力測定13

学習内容を復習し理解しておく（４５分）形態測定種目の確認をしておく（４５分）形態測定14

学習内容を復習し理解しておく（４５分）授業内容を振り返り確認しておく（４５分）まとめ15

学習内容を復習し理解しておく（４５分）体力・形態測定結果を確認しておく（４５分）フィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ガイダンスの内容を理解しておく（４５分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

戸佐　晃一（経営学科・非常勤講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 (単位認定責任者： ）戸佐　晃一 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



・レポート課題において、
６割未満の得点であった。

789－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
自ら興味のあるもの選定して「テーマ」を決定し、深く研究する主体的な課題解決学習を目的とする。前期に選択した「テーマ」を、後期にはより深く研究し、レ
ジメを作成する能力を高め、プレゼンテーション能力を培うことができる。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．と５．＜履修すべき科目と単位＞の１．と４．に対応する。
経営学科のＤＰ＜学修目標＞の２．と３．と４．＜履修すべき科目と単位＞の１．と３．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修目標＞の１．と２．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修目標＞の１．＜履修すべき科目と単位＞の１．と５．に対応する。

到達目標
自分で「テーマ」を見つけ、レジメを作成してプレゼンテーションができる。

授業全体の内容と概要
ディスカッション等で話し合い、「テーマ」を選定する。「テーマ」を選定したらプレゼンテーションに向けて、資料の収集や解析を行う。次に資料から、わかり
やすいレジメの作成に取り掛かり、レジメの完成後にプレゼンテーションを行う。

授業の方法
授業形態はゼミ形式（ディスカッション・プレゼンテーション）で、主体的な学習が中心である。研究課題を自ら選択し、前期内に課題解決を試みることを目的と
する。プレゼンテーションのレジメやレポート課題は、必修である。なお、レジメやレポートには、コメントにてフィードバックする。

アクティブラーニングの実施方法

○ プレゼンテーション

模擬授業

○ ディスカッション

グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
・レポートは、指示した「レポート作成要領」に準拠したものを提出すること。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

・レポート課題において、
９割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
８割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
７割以上の得点を上げた。

・レポート課題において、
６割以上の得点を上げた。

右の記述を高いレベルで実
現している。

ディスカッションの課題な
どで、論理的に自分の意見
をまとめ、たいへんわかり
やすく説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、わかりやすく説明ができ
る。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができる。

ディスカッションの課題な
どで、自分の意見をまとめ
、説明ができない。

右の記述を高いレベルで実
現している。

プレゼンテーションの進行
や内容がたいへん良く構成
されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が良く構成されてい
る。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されている。

プレゼンテーションの進行
や内容が構成されていない
。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『使用しない』

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『配布プリント』

2

3

4

5

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 必修

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
・単位認定に必要となる最低出席回数は、１０回以上である。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０% ２０％ ０％ ２５％ ２５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

790－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 オリエンテーション（シラバスの説明を含む） 事前にシラバスを読んでいること。（45分）

2 「テーマ」の選定Ⅰ 事前に課題を考えておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）3 「テーマ」の選定Ⅱ 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅠ4

レポート課題等を作成すること。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の選定Ⅲ5

今回の授業内容を復習しておくこと。（90分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅡ6

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の確定7

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）前回の授業内容を復習しておくこと。（45分）「テーマ」の方法Ⅰ8

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）ディスカッションの準備学修をしておくこと。（45
分）ディスカッションⅢ9

10 「テーマ」の方法Ⅱ 前回の授業内容を復習しておくこと。（45分） 今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅰ（資料）11

レポート課題等を作成すること。（45分）資料の作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅱ（資料）12

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅲ（レジメ）13

レジメ等を作成すること。（45分）レジメの作成準備をしておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備Ⅳ（レジメの作成）14

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）プレゼンテーションの準備学修をしておくこと。
（45分）プレゼンテーション15

まとめの振り返り（45分）レポートを提出する。（45分）まとめ、課題（レポートなど）の解説16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

今回の授業内容を復習しておくこと。（45分）

科目名称 基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙⅡB

共通教育科目科目分類区分

渡部　斎（社会福祉学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

後期

全学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）渡部　斎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



表現に誤りが多いために、
理解可能な文章が作成でき
なかった。

791－ －

ルーブリック

評価項目

1 授業中にプリント等
の配布資料を用い

概要

履修目標
日本語の文章表現について学び、日本における実社会で活躍するために必要な文章や、大学で学ぶために必要な専門的な文章を書くことができるようになる。

授業の位置づけ
経営学科のＤＰ＜学修科目＞の４．に対応する。
社会福祉学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
デザイン学科のＤＰ＜学修科目＞の２．に対応する。
建築学科のＤＰ＜学修科目＞の３．に対応する。

到達目標
日本語の文章表現の基礎を学び、様々な形式に合わせた文章が作成できる。

授業全体の内容と概要
日本語の「話し言葉」と「書き言葉」の違いを理解し、レポート・発表資料やエントリーシート等、様々な文章に合わせた適切な文体で書くために必要な技術を学
びながら、演習形式で文章の作成を行う。

授業の方法
主に配布資料を用いながら文章作成に必要な技術を説明・実践しながら、演習形式で文章を作成する（グループワーク含む）。
また、課題文およびレポートの作成に対し、添削およびコメントでフィードバックを受け、書き直しなどを行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
修正可能な筆記用具（鉛筆・シャープペン・消しゴム等）を必ず持参すること。
辞書（電子辞書・スマートフォン可）を持参することが望ましい。
毎回文章を作成するので、意欲を持って取り組むこと。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

日本語の運用

目的に応じた書き方

文章作成の目的の理解

ほぼ誤りのない、内容に合
わせた多彩な表現を用いた
明確な文章が作成できた。

あまり誤りのない、様々な
表現を適切に用いた文章が
作成できた。

あまり誤りのない、直截的
な表現を用いた文章が作成
できた。

表現に誤りは見られるが、
理解可能な内容の文章が作
成できた。

文章作成に関するルールに
対し、細かい注意を向け、
適切に対応できた。

文章作成に関する重要なル
ールに対し、適切に対応で
きた。

文章作成に関するルールに
対し、一貫した対応ができ
た。

文章作成に関するルールに
従おうとする意識を示すこ
とができた。

文章作成に関するルールを
意識した文章を作成するこ
とができなかった。

その文章を作成する目的・
読者を明確に理解し、求め
られた全ての要素に対応し
た文章を作成できた。

その文章を作成する目的・
読者を理解し、求められた
要素に対応した文章を作成
できた。

その文章を作成する目的・
読者を考慮し、求められた
要素を含んだ内容の文章を
作成できた。

その文章を作成する目的・
読者を意識した文章を作成
できた。

その文章を作成する目的・
読者を意識した文章を作成
できなかった。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1 参考図書・文献類は
授業中に随時紹介す

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 文章表現演習

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

授業形態 演習 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は、１１回以上。出席状況、課題提出、授業への参加態度など総合的に判断する。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ３０％ ５０％ ０％ １５％ ５％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

792－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
オリエンテーション　（シラバスの説明および今期
の授業目的と進め方について解説～プレースメント
テスト・実力確認を含む～）

シラバスを熟読し，本講義について理解しておくこ
と（９０分）

2 文章表現の基礎①
自分の意見を伝える

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）3 文章表現の基礎②

必要な情報を整理する
講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

文章表現の基礎③
整理した情報を使って相手に伝える4

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

文章表現の基礎④
志望動機書を書き、コメントする5

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）まとめ①6

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

レポート作成の基礎①
基本的な表現ルール7

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

レポート作成の基礎②
引用8

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

レポート作成の基礎③
論理的な文章9

10 レポート作成の基礎④
資料を探す

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）

レポート作成の基礎⑤
レポートの種類11

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）レポート作成実践①12

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）レポート作成実践②13

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）レポート作成実践③14

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

教科書を読んでテーマの課題を実践練習すること
（９０分）まとめ②15

解説およびフィードバックを受け，講義に関してよ
り理解を深めること（９０分）

講義全体の内容についてふりかえりを行うこと
（９０分）解説およびフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

講義内容の理解を深め，指定された課題に取り組む
こと（９０分）

科目名称 文章表現演習

共通教育科目科目分類区分

竜野　征一郎（経営学科・助教）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

前期

全学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）竜野　征一郎 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期



精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
することが難しい。

793－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805851180

概要

履修目標
精神保健福祉士の業務,専門性,権利擁護,総合的かつ包括的な援助と多職種連携について理解する。
ソーシャルワークの基礎知識や基本技術を獲得し、それらを関連づけて体系的に理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のDP＜学習目標＞の１．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に対応する。

到達目標
精神保健福祉士が行う相談援助,精神障害者に対する権利擁護の意義などについて記述及び説明することができるようになる。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談援助の基本的考え方について学ぶ。
②相談援助に係わる専門職(精神科病院，精神科診療所を含む)の概念と範囲について学ぶ。
③精神障害者の相談援助における権利擁護の意義と範囲について学ぶ。
④精神保健福祉活動における総合的かつ包括的な援助と多職種連携(チームアプローチを含む)の意義と内容について学ぶ。

授業の方法
①授業形態は講義形式で行う。
②テキスト及び配布資料を使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行う。
③質問等に対しては都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。
④確認テストを実施し、解答回収後解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②必要な資料等は適宜配布する。
③２０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を深く
理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識をおお
むね理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を多少
理解できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について十分に考察
できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開についておおむね考
察できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察できる
。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について多少考察で
きる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察するこ
とが難しい。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
おおむねに説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
多少説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』 2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉相談援助

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉の基礎と
なる知識や倫理観習得のための指導をする。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

794－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1 シラバス説明及び精神保健福祉相談援助の基盤の学
びについてのガイダンス 教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 精神保健福祉士の役割と歴史について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 精神保健福祉の定義と理念について ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉の活動と基本的な考え方について4

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士と社会福祉士について5

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワークの理念につい
て6

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野におけるソーシャルワークの対象
者7

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の意義と支援機関8

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野の人権と権利擁護9

10 精神保健福祉分野の権利擁護制度について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワーク活動と実践①11

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワーク活動と実践②12

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野における他職種連携について13

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野における総合的・包括的援助につ
いて14

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の専門職倫理15

試験の振り返りを行うこと（９０分）試験のための学習（９０分）試験（６０分）実施、終了後解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート・資料整理を行うこと（９０分）

科目名称 精神保健福祉相談援助

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・１年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉の基礎と
なる知識や倫理観習得のための指導をする。

基本情報

開講時期



精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
することが難しい。

795－ －

ルーブリック

評価項目

1 日本精神保健福祉士養成校協会 中央法規出版 9784805851180

概要

履修目標
精神保健福祉士の業務,専門性,権利擁護,総合的かつ包括的な援助と多職種連携について理解する。
ソーシャルワークの基礎知識や基本技術を獲得し、それらを関連づけて体系的に理解する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のDP＜学修目標＞の１．と４．と７．＜履修すべき科目と単位＞の２．に該当する。

到達目標
精神保健福祉士が行う相談援助,精神障害者に対する権利擁護の意義などについて記述及び説明することができるようになる。

授業全体の内容と概要
①精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談援助の基本的考え方について学ぶ。
②相談援助に係わる専門職(精神科病院，精神科診療所を含む)の概念と範囲について学ぶ。
③精神障害者の相談援助における権利擁護の意義と範囲について学ぶ。
④精神保健福祉活動における総合的かつ包括的な援助と多職種連携(チームアプローチを含む)の意義と内容について学ぶ。

授業の方法
①授業形態は講義形式で行う。
②テキスト及び配布資料を使用し,ポイントとするべき箇所は説明,板書を行う。
③質問等に対しては、都度口頭にて説明を行い、必要に応じて資料を配布する。
④確認テストを実施し、解答回収後解説を行う。

アクティブラーニングの実施方法

プレゼンテーション

模擬授業

ディスカッション

○ グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
①教科書は必ず持参すること。
②必要な資料等は適宜配布する。
③２０分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。

資格指定科目
精神保健福祉士国家試験受験資格科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

知識・理解

思考力・考察力

主体性・情意

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を深く
理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識をおお
むね理解できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を理解
できる。

精神保健福祉相談援助につ
いての基礎的な知識を多少
理解できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について十分に考察
できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開についておおむねに
考察できる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察できる
。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について多少考察で
きる。

精神保健福祉の基本を踏ま
え、精神保健福祉相談援助
の展開について考察するこ
とが難しい。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
適切に説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
おおむね説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
多少説明できる。

精神保健福祉相談援助の展
開について理解したことを
説明することが難しい。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考
『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』 2015

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 精神保健福祉相談援助

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉の基礎と
なる知識や倫理観習得のための指導をする。

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要な最低出席回数は、１０回以上。

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

６０％ ０％ ０％ ０％ １０％ ３０％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間

796－ －

授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
シラバスの説明
精神保健福祉相談援助の基盤の学びについてのガイ
ダンス

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）

2 精神保健福祉士の役割と歴史について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

教科書を事前に読んでおくこと（９０分）3 精神保健福祉の定義と理念について ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉の活動と基本的な考え方について4

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士と社会福祉士について5

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワークの理念につい
て6

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野におけるソーシャルワークの対象
者7

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の意義と支援機関8

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野の人権と権利擁護9

10 精神保健福祉分野の権利擁護制度について 教科書を事前に読んでおくこと（９０分） ノート・資料整理を行うこと（９０分）

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワークの活動と実践
①11

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野のソーシャルワークの活動と実践
②12

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野における他職種連携について13

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉分野における総合的・包括的援助につ
いて14

ノート・資料整理を行うこと（９０分）教科書を事前に読んでおくこと（９０分）精神保健福祉士の専門職倫理15

試験の振り返りを行うこと（９０分）試験のための学習（９０分）試験（６０分）実施、終了後解説（３０分）16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ノート・資料整理を行うこと（９０分）

科目名称 精神保健福祉相談援助

専門科目科目分類区分

西野　克俊（社会福祉学科・専任講師）授業担当者（所
属・職名）

（科目ナンバリング： ）

１Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 １号館２階

単位数 2 (単位認定責任者： ）西野　克俊 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

実務経験あり 左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

精神科医療機関における実務経験がある教員がその経験を活かして、精神保健福祉の基礎と
なる知識や倫理観習得のための指導をする。

基本情報

開講時期



講義の内容を理解しておら
ず、みずからの人生に役立
てていない。

797－ －

ルーブリック

評価項目

1

概要

履修目標
過去の哲学や具体例を踏まえながら，間接体験（感動）や創造的思索を通して，自他の心の支えとなりうるような確固とした価値観や人生観を形成することができ
る。また，これからの時代に必要なあらたな哲学を探究する。

授業の位置づけ
社会福祉学科のＤＰ＜学修目標＞の２.と３.と４.と５.と６.と７.＜履修すべき科目と単位＞の１.に対応する。

到達目標
｢自分自身の確固とした価値観や人生観の構築と対人関係の向上｣を目指す。

授業全体の内容と概要
過去の哲学や教師自身の考えを紹介するとともに，質疑応答などを通して，学生自身がみずからの価値観や人生観を形成する。そのためには，学生自身がみずから
主体的に考え，かつ積極的に授業に参加することが不可欠である。的を射た発言に対し、平常点を付与する。

授業の方法
講義。対話，発表，ディベート、グループワーク，ディスカッションなどによるアクティブラーニング。適宜，平常点を付与する。

アクティブラーニングの実施方法

〇 プレゼンテーション

模擬授業

〇 ディスカッション

〇 グループワーク

ロールプレイ

実験・実習・実技

フィールドワーク

調査学習

〇 双方向授業

ＰＢＬ

反転授業

〇 その他（授業の方法参照）

履修上の注意事項
講義中はスマホ等の電源を必ずOFFにし、机の上に置かないこと。置いている場合は、講義終了まで預かる。授業に関係のない私語禁止。座席を指定することもあり
うる。遅刻は一回につき一点減点。居眠り厳禁。レポートの採点基準は，「どれだけ講義の内容を理解し，自分のものにしているか」ということ。自分自身との対
話を通し，自分のことばで語ることが重要。講義で扱っていない内容や自分の考えばかりを書いても合格点に達することはできない。コピペは１００％単位認定さ
れない。最後に、全体的感想や自分の意見をつけ加えるとよりよい。レポートは、原稿用紙換算５枚以上(２千字以上)。文字数を明記する。書式は問わない。
公欠や特別な事由で欠席した場合、課題を提出しなければ、授業回数に反映されないことに留意。最終レポートの提出期限は、第１３回の講義当日。一日遅れるご
とに１点減点となる。学務課に成績票を提出した後は受領できない。

資格指定科目

評価基準

　　履修項目を超えたレベルを　
達成している 履修項目をほぼ達成している 履修目標と到達目標の間にある　

レベルに達成している 到達目標を達成している 到達目標を達成していない

レポート

発言

プレゼンテーション、グル
ープワーク

講義の内容を十分理解し、
みずからの人生に十分役立
てている。

講義の内容をかなり理解し
、みずからの人生にかなり
役立てている。

講義の内容をそれなりに理
解し、みずからの人生にそ
れなりに役立てている。

講義の内容を理解しようと
努力し、みずからの人生に
役立てようと努めている。

講義中の発言が１０回以上
。

講義中の発言が７回以上。 講義中の発言が５回以上。 講義中の発言が３回以上。 講義中の発言が３回未満。

プレゼンテーション、グル
ープワークにおいて中心的
に発表している。

プレゼンテーション、グル
ープワークにおいて積極的
に発表している。

プレゼンテーション、グル
ープワークにおいてそれな
りに発表している。

プレゼンテーション、グル
ープワークにおいて発表し
ようと努めている。

プレゼンテーション、グル
ープワークに対し、消極的
である。

教科書

教科書・参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

1

参考文献・資料等

No 書籍名 著者 出版社 出版年 ＩＳＢＮ 備考

2

3

4

5

科目名称 哲学概論

専門科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE122149（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

授業形態 講義 必修・選択 選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期

評価方法・基準

評価前提条件
単位認定に必要となる最低出席回数は,１１回以上

評価方法

定期試験 レポート 課題・作品 中間テスト 平常点 その他

０％ ４２％ ０％ ０％ １０％ ４８％



授業計画

各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
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授業計画

回
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

1
ガイダンス、シラバスの説明
哲学的価値論　１　　すべては自分を移す鏡 ①　
価値感得の限界＝自分の価値の限界

シラバスを読む（９０分）

2 哲学的価値論　２　　すべては自分を移す鏡 ②　
活路を開く内的解決法 第１回講義の復習と第２回講義の予習（９０分） 第２回講義の復習（９０分）

第２回講義の復習と第３回講義の予習（９０分）3 哲学的価値論　３　　すべては自分を移す鏡 ③　
鏡に吠える近親憎悪　～その人が嫌いなわけは？～ 第３回講義の復習（９０分）

第４回講義の復習（９０分）第３回講義の復習と第４回講義の予習（９０分）哲学的価値論　４　　すべては自分を移す鏡 ④　
価値の盃　～長所と短所は紙一重～4

第５回講義の復習（９０分）第４回講義の復習と第５回講義の予習（９０分）哲学的価値論　５　　すべては自分を移す鏡 ⑤　
思いこみの悲劇5

第６回講義の復習（９０分）第５回講義の復習と第６回講義の予習（９０分）哲学的価値論　６　　すべては自分を移す鏡 ⑥　
自己価値観を高めるために6

第７回講義の復習（９０分）第６回講義の復習と第７回講義の予習（９０分）哲学的価値論　７　　すべては自分を移す鏡 ⑦　
外的世界は内的世界を映しだす鏡7

第８回講義の復習（９０分）第７回講義の復習と第８回講義の予習（９０分）哲学的価値論　８　　すべては自分を移す鏡 ⑧　
愛せない理由8

第９回講義の復習（９０分）第８回講義の復習と第９回講義の予習（９０分）
哲学的価値論　９　　すべては自分を移す鏡 ⑨　
ありのままで人を愛する ～愛のコペルニクス転回
～

9

10 哲学的価値論　１０　　価値とはなにか ①
価値に絶対性と絶対的基準はあるか 第９回講義の復習と第１０回講義の予習（９０分）第１０回講義の復習（９０分）

第１１回講義の復習（９０分）第１０回講義の復習と第１１回講義の予習（９０分
）

哲学的価値論　１１　　価値とはなにか ②
価値の普遍妥当性について11

第１２回講義の復習（９０分）第１１回講義の復習と第１２回講義の予習（９０分
）

哲学的価値論　１２　　価値とはなにか ③
価値の普遍妥当性について12

第１３回講義の復習（９０分）第１２回講義の復習と第１３回講義の予習（９０分
）

哲学的価値論　１３　　価値とはなにか ④
価値の普遍妥当性について13

第１４回講義の復習（９０分）第１３回講義の復習と第１４回講義の予習（９０分
）

哲学的価値論　１４　　価値の基本構造 ①
光と闇のシンフォニー14

第１５回講義の復習（９０分）第１４回講義の復習と第15回講義の予習（９０分）哲学的価値論　１５　　価値の基本構造 ②
価値とエントロピー15

第１６回講義の復習（９０分）第１５回講義の復習と第１６回講義の予習（９０分
）課題(レポート)に対するフィードバック16

授業計画

回
各授業回における学習内容及び授業外学修として準備学習・事後学習の内容・時間
学習内容 準備学習（所要時間） 事後学習（所要時間）

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

第１回講義の復習（９０分）

科目名称 哲学概論

専門科目科目分類区分

遠藤　均（経営学科・教授）授業担当者（所
属・職名）

PHE122149（科目ナンバリング： ）

３Ｑ

社会福祉学科・２年対象学科・配当

必修・選択

研究室所在 ２号館７階

単位数 (単位認定責任者： ）遠藤　均 CAP制 ○

実務経験のある
教員の授業科目

左記に該当する場合の実務
経験と授業関連内容

基本情報

開講時期


