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『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』 

                             担当教員：畠山 明子 

 

 ノーマライゼーションやソーシャルインクルージョン、エンパワメント、地域自立生活の実現な

どの社会福祉の理念は、障害者福祉の実践が出発点となっている。本科目は、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障害者福祉施策の全体像を理解する

とともに、障害者福祉におけるソーシャルワーク実践をおこなう上で求められる知識の習得・定着

を図ることを目的とする。 

 

【学習の目的・ねらい】 

①障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢や福祉・介護需要（地域移行や就労の実態を含む）

について理解する。 

②障害者福祉制度の発展過程について理解する。 

③相談援助専門職として必要となる障害者総合支援法や障害者福祉に関わる他の法制度について

理解する。 

 

【科目全体の内容と概要】 

１．障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要 

２．障害者福祉制度の発展過程 

３．障害者総合支援法の概要 

４．障害者総合支援法における組織及び団体の役割と実際 

５．障害者総合支援法における専門職の役割と実際 

６．障害者総合支援法における多職種連携、ネットワーキングと実際 

７．相談支援事業所の役割と実際 

８．障害者に関わる法体系（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法、児童福祉

法、発達障害者支援法、障害者基本法、障害者虐待防止法、医療観察法、バリアフリー新法、

障害者雇用促進法） 

 

【具体的学習内容】 

（１）障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、障害者の福祉・介護需要（地域移行・就労の

実態など） 

（２）障害者福祉制度の発展過程（障害者福祉の成立、国際障害者年、障害者基本法、支援費制度、

障害者自立支援法、障害者総合支援法、障害者権利条約など） 

（３）障害の捉え方（国際障害分類（IDIDH）、国際生活機能分類（ICF）、医学モデル、社会モデル

など） 

（４）障害者総合支援法の概要（障害者自立支援法、自立支援給付（介護給付、訓練等給付、自立

支援医療、補装具費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費など）、地域生活支援事業、

障害支援区分、認定調査、個別支援計画、障害福祉計画・障害児福祉計画など） 

（５）障害者福祉に関わる組織・機関の役割（国、市町村、都道府県、指定サービス事業者、国民

健康保険団体連合会、労働関係機関（ハローワークなど）、教育関係（特別支援学校）など） 

（６）障害者総合支援法に基づく主な専門職の役割と実際（相談支援専門員、サービス管理責任者、

サービス提供責任者、生活支援員等、居宅介護等従事者など） 

（７）多職種連携・ネットワーク（多職種連携の意味、医療・教育・労働関係機関との連携、多職

種連携の方法と実際） 

（８）障害者に関わる法律（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法

（障害児支援関係）、発達障害者福祉法、障害者基本法、障害者虐待防止法、医療観察法、バ

リアフリー新法、障害者雇用促進法の概要） 

 

【テキスト】 

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座 14 障害者に対する支援と障害者自

立支援制度』第６版 中央法規 2019 年 
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【障害者に対する支援と障害者自立支援制度：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

障害者福祉において多職種連携が必要とされる背景と社会福祉専門職の役割について説明しな

さい。 

レポート作成上

の注意点 
特になし 

レポート作成の

ための参考文献 

『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』(弘文堂) 2018 年 

『入門障害者政策』(ミネルヴァ書房) 2019 年 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2023 年  1 月 23 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  5 月 22 日（月） 

 

 

 



令和 4 年度（2022 年度） 星槎道都大学通信教育科精神保健福祉士養成課程（一般）シラバス 

 

- 4 - 

 

『人体の構造と機能及び疾病』 

                             担当教員：宮﨑 剛司 

 

今後の社会動向として、疾病や障害を持ち地域で生活する人々の増加、在宅での看取りなど在宅

医療推進を視野に入れると実践場面における福祉専門職に求められる期待は大きい。様々な疾病を

持った人を支援・援助する際に必要な基本的な保健医療の知識を習得する。心身機能と構造及び

様々な疾病や障害の概要を、人の成長や発達、日常生活と関連させて理解し，福祉の様々な場面に

おいて現実に即した問題解決のための思考・判断をすることができるようになることを目標とする。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係

を踏まえて理解する。 

②国際生活機能分類（ＩＣＦ）の基本的考え方と概要について理解する。 

③リハビリテーションの概要について理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①人の成長・発達 ②心身機能と身体構造の概要 ③国際生活機能分類（ＩＣＦ）の基本的考え方

と概要 ④健康の捉え方 ⑤疾病と障害の概要 ⑥リハビリテーションの概要 

 

【具体的授業内容】 

①人の身体の成長・発達、精神の成長・発達、老化について学びます。 

②人体の各部位の名称と各器官等の構造と機能について学びます。 

③国際障害分類（ＩＣＩＤＨ）から国際生活機能分類（ＩＣＦ）への変遷、心身機能と身体構造、

活動、参加の概念、環境因子と個人因子の概念、健康状態と生活機能低下の概念について学びま

す。 

④健康の概念を学びます。 

⑤疾病の概要、障害の概要、精神疾患の診断・統計マニュアル（DSM-Ⅳ）の概要について学びま

す。 

⑥リハビリテーションの概念と範囲について学びます。 

 

【テキスト】 

日本ソーシャルワーク教育学校連盟編集 
『最新社会福祉士・精神保健福祉士養成講座１ 医学概論』中央法規出版 2020 年 

 

【人体の構造と機能及び疾病：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

わが国において、死因が高く日常的に多くみられる疾患を下記①〜③から一つを選択。 

選択した（ ）内の疾患二つについて、疾患の概要とその器官の構造・機能とを関連させて 

レポートしてください。 

①悪性腫瘍（肺がん、大腸がん、胃がん、乳がん） 

②脳血管疾患（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）  

③心疾患（心筋梗塞、狭心症、不整脈） 

レポート作成上の注意点 
・疾患別にまとめる 

・テキスト以外に活用した文献を明記 

レポート作成のための参考文献 
・基本はテキスト 

・『社会福祉士養成講座テキストブック』ミネルヴァ書房 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  5 月 23 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『低所得者に対する支援と生活保護制度』 

                             担当教員：大倉 司 

 

 低所得者の生活実態と、それを生み出す原因となった社会情勢と福祉制度の変遷を把握する。そ

のうえで、保護制度の変遷と現在の生活保護制度を理解し、その担い手となる都道府県、市町村、

各機関の役割と、そこに働くソーシャルワークの特性を把握し、低所得者に対する効果的なソーシ

ャルワーク支援を構築する視点を養成する。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①低所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉受容とその実際について理解する。 

②相談援助活動において必要となる生活保護制度や生活保護制度に係る他の法制度について理解する。  

③自立支援プログラムの意義とその実態について理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要と実際 

②生活保護の動向 

③生活保護制度の仕組み 

④生活保護における組織及び団体の役割 

⑤生活保護における専門職の役割 

⑥生活保護における他機関・他職種連携 

⑦生活保護における相談援助活動 

⑧低所得者対策 

⑨生活保護における自立支援 

 

【具体的な授業内容】 

①低所得者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要（低所得者層の生活実態とこれを取り

巻く社会情勢、福祉需要の実際、その他） 

②生活保護と保護率の動向（生活扶助、医療扶助、その他の扶助等の動向） 

③生活保護法の概要（生活保護法の目的、基本原理、保護の種類と内容、保護の実施機関と実施体

制、保護の財源、保護施設の種類、被保護者の権利及び義務、生活保護の最近の動向、その他） 

④国の役割、都道府県の役割、市町村の役割 

⑤福祉事務所の組織と活動の実際 

⑥現業員・査察指導員の役割 

⑦保健医療、労働施策、その他の施策との連携（ハローワークその他との連携） 

⑧生活困窮者自立支援法の概要 

⑨生活福祉資金の概要  

⑩ホームレス対策 

⑪自立支援プログラムの目的、策定と実施 

 

【テキスト】 

新・社会福祉士養成講座『4 貧困に対する支援』中央法規 2021 年 
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【低所得者に対する支援と生活保護制度：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

生活保護における自立支援のあり方について簡潔に論じなさい。 

レポート作成上

の注意点 

生活保護における「自立」概念を確認するとともに、「自立支援プログラム」

導入以降の生活保護における自立支援の方向性を踏まえること(テキスト第

7 章「貧困に対する支援の実際」参照)。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  5 月 23 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『精神疾患とその治療』 

                             担当教員：伊東 隆雄 

 

精神医学および精神医療の歴史について概観すると共に、精神医学の概念および精神障害の成因

と分類について解説する。次に、精神症状と状態像、診断の手順と方法、そして治療法についても

最新の事例を紹介しながら解説する。特に、統合失調症、うつ病などの重要な代表的精神疾患につ

いて、固有の特徴について詳細に解説する。 

 

【授業の目的・ねらい】 

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。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①代表的な精神疾患について症状、診断・治療法・経過を理解する。 

②精神科病院等における専門治療の内容及び特性について理解する。  

③精神保健福祉士が、精神科チーム医療の一員に関わる際に担うべき役割について理解する。 

 

【具体的な授業内容】 

①精神医学、精神医療の歴史について学びます。 

②代表的な精神疾患について学びます。 

症状性を含む器質性精神障害（老人性認知症を含む）、精神作用物質使用による精神および行動

の障害、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、気分（感情）障害など。 

③精神疾患の治療について学びます。 

・診断法：診断の手順と方法、精神症状と状態像、心理検査と身体的検査。 

・治療法：身体的療法薬物療法、身体的療法電気ショック療法、精神科リハビリテーションなど。 

④精神科医療機関の治療構造及び専門病棟について学びます、 

⑤精神科治療における人権擁護について学びます。インフォームドコンセントなど。 

⑥精神科病院におけるチーム医療と精神保健福祉士の役割について学びます。 

⑦精神医療と福祉及び関連機関との間における連携の重要性について学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神疾患とその治療』中央法規 2016 年 

 

【精神疾患とその治療：レポート課題】 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第４章「代表的な精神疾患」の第３節「統合失調症」を参照し、統合失調症という疾

患はどのような疾患なのか、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4 年度（2022 年度） 星槎道都大学通信教育科精神保健福祉士養成課程（一般）シラバス 

 

- 8 - 

 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第５章「精神疾患の治療」の第４節「精神科リハビリテーション」を参照し、精神科

リハビリテーションとはどのようなものであるのか、その効果も含め、1,000 文字〜1,200 文字

でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

【スクーリングについて】 

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年  5 月 23 日（月） 
②     〃 

スクーリング 2022 年  7 月 16 日（土） 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『精神保健福祉相談援助の基盤(基礎）』 

                             担当教員：西野 克俊 

 

 精神保健福祉士に必要な総合的包括的な援助及び地域福祉の基盤と整備と開発などの意義、相談

援助の概念と範囲や相談援助の理念について学ぶ。 

 

【授業の目的・ねらい】 

 精神保健福祉士の価値、対象者の問題・地域などの必要な専門知識を学ぶ。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①精神保健福祉士の役割・意義について理解する。 

②社会福祉士の役割・意義について理解する。 

③相談援助の概念と範囲を理解し、精神保健福祉士の価値（基盤）を習得する。 

④精神保健福祉士の相談援助の理念を習得する。 

 

【具体的な授業内容】 

①精神保健福祉士の役割と意義について学びます。 

②社会福祉士の役割と意義について学びます。 

③社会福祉士・精神保健福祉士が行うソーシャルワークの概念について学びます。 

④社会福祉士・精神保健福祉士が行うソーシャルワークの価値（人権尊重、社会正義、尊厳の保持、

権利擁護）について学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規 2015 年 

 

【精神保健福祉相談援助の基盤(基礎）：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、精神保健福祉士の専門性についてまとめ、自分自身が認識した内容を、1,000

文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自分自身の考えも記載す

ること。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】 

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  6 月 27 日（月） 

スクーリング 2022 年  6 月 12 日（日） 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『精神保健福祉相談援助の基盤(専門）』 

                             担当教員：西野 克俊 

 

 精神保健福祉士としての倫理観を身につけ、必要な専門的知識と技術を修得する。近年の社会情

勢の変化に伴い、精神保健福祉士への期待は年々高まり、あらゆる場面で活動を求められるように

なってきた。その期待に柔軟に応えられる精神保健福祉士を目指し、意識的・能動的に取り組む姿

勢を養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①精神保健福祉士が行う相談援助の対象と相談援助の概要について理解する。 

②精神障害者の相談援助に係る専門職の概念と範囲について理解する。 

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理解する。 

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の意義と内容について理解す

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。 

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。 

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。 

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。 

 

【具体的な授業内容】 

①精神保健福祉分野におけるソーシャルワークの歴史・価値・専門性・理念・活動・支援プロセス・

対象者について学びます。 

②精神保健福祉分野における支援機関「医療機関（精神科病院、精神科診療所を含む）」「福祉行

政・関連行政機関等」「民間・教育・心理機関」について学びます。 

③精神保健福祉分野における権利擁護・人権擁護について学びます。 

④精神保健福祉分野における包括的援助アプローチについて学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉相談援助の基盤（基礎・専門）』中央法規 2015 年 

 

【精神保健福祉相談援助の基盤(専門）：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、権利擁護とはどういう概念なのか、そして精神保健福祉士は権利擁護にどのよ

うに立ち向かうことができるのか、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載すること。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】  

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  6 月 27 日（月） 

スクーリング 2022 年  8 月 28 日（日） 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『精神保健の課題と支援』 

                             担当教員：佐々木 智城 

 

うつ病や自殺に象徴される「こころの健康」に関する問題は、すべての国民に起こりうる普遍的

な健康課題である。日本国民の少なくとも 5 人に 1 人が精神疾患を体験する状況となっており、精

神疾患は、もはや、がん、心臓疾患とならぶ我が国の三大疾患となった。こうした社会状況の中で、

地域レベル、国レベル、国際レベルでの「精神保健」に関する実践、政策の発展が緊急に求められ

ている。「医療」は、病気の治癒・回復を目指すことを主たる目的とするが、一方で「保健」は健

康問題の「予防」を目指すという特徴を持つ。ひきこもり、薬物・アルコール問題、虐待、DV な

ど様々な社会的問題の解決に向けた取り組みにおいて、「精神保健」が果たす役割は極めて大きい。 

本科目では、様々な社会問題について、精神保健的視点からとらえ、諸問題の解決方法について

学ぶ。 

 

【授業の目的・ねらい】 

精神保健の役割を認識するとともに、社会学的・公衆衛生学的な視点から精神疾患についての理

解を深める。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①精神の健康についての基本的考え方と精神保健学の役割について理解する。 

②現代社会における精神保健の諸課題と、精神保健の実際及び精神保健福祉士の役割、専門機関や

関係職種の役割と連携について理解する。 

③国際連合の精神保健活動や他の国々における精神保健の現状と対策について理解する。  

 

【具体的な授業内容】 

①精神の健康と、精神の健康に関連する要因及び精神保健の概要について学びます。 

②精神保健の視点から見た家族・学校教育・勤労者の課題とアプローチについて学びます。 

③精神保健に関する対策と精神保健福祉士の役割について学びます。  

④地域精神保健に関する諸活動と精神保健に関する偏見・差別等の課題について学びます。 

⑤精神保健に関する専門職種と国、都道府県、市町村、団体等の役割及び連携について学びます。 

⑥諸外国の精神保健活動の現状及び対策について学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健の課題と支援』（第３版） 中央法規 2018 年 

 

 

【精神保健の課題と支援：レポート課題】 

  

レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第２章「精神の健康とその要因」を参照し、精神疾患になるにはどのような要因があ

るのか、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 
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レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第７章「精神保健に関する対策と精神保健福祉士の役割」の第１節から第８節までの

項目の中で、各自興味のある項目を選択し、各症状に対する対策と、精神保健福祉士ができる

対応について、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】   

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年  6 月 27 日（月） 
②      〃 

スクーリング 2022 年  9 月  4 日（日） 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『精神保健福祉の理論と相談援助の展開』 

                             担当教員：西野 克俊 

 

精神保健福祉士の専門性は、価値（倫理）・知識・技術に分類される。本講義では、この専門性を

身につけるために必要なソーシャルワークのさまざまな援助技術について、基本的な知識を踏まえ、

展開方法の理解を深める。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①精神保健医療福祉がどのようにして誕生したのか、そしてどのような理念をもって支援をしてい

るのかなどについて理解する。 

②精神科リハビリテーションを実施する際のプロセスや実際の作業等、どのように展開しているの

かを理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①精神保健医療福祉の歴史と動向（日本・海外）について理解する。 

②精神科医療機関における精神科リハビリテーションについて理解する。 

③精神障害を抱える方へのソーシャルワーク支援の視点・プロセスについて理解する。 

 

【具体的な授業内容】 

①精神保健医療福祉の歴史と動向について学びます。 

②精神障害者に対する支援の基本的な考え方と必要な知識について学びます。 

③精神科リハビリテーションの概念と構成・プロセス・チーム医療について学びます。 

④相談援助の支援モデル、展開過程及び対象者との具体的な援助関係・技術について学びます。 

⑤相談援助活動の展開（医療施設、社会復帰施設、地域移行を含む。）について学びます。 

⑥家族調整・支援の実際と事例分析方法について学びます。 

⑦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。 

⑧地域を基盤とした相談援助、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基本

的考え方について学びます。 

⑨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。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』 

『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ』中央法規 2014 年 
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【精神保健福祉の理論と相談援助の展開：レポート課題】 

 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、精神科リハビリテーションの理念・意義をまとめ、自分自身が感じたことを、

1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載するこ

と。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、家族への支援の目的・効果についてまとめ、自身が感じた必要な視点や方法

を 1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上 

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載するこ

と。 

レポート作成の 

ための参考文献 
・特になし 

 

レポート課題③ 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、患者支援において、アウトリーチする効果などについてまとめ、精神保健福

祉士の役割を 1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載するこ

と。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

レポート課題④ 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

リカバリーについてまとめ、リカバリーのための支援を行う上で、精神保健福祉士ができるこ

とは何があるか、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載するこ

と。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】  

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 

① 2022 年  7 月 25 日（月） 
②       〃 
③ 2022 年  10 月 24 日（月） 
④       〃 

スクーリング 
2022 年  9 月 11 日（日） 
2022 年 11 月 26 日（土） 

小テスト 2022 年 11 月 28 日（月） 
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『保健医療サービス』 

                             担当教員：宮﨑 剛司 

 

わが国の保健医療介護など社会保障制度見直しに伴い、患者や家族からの様々な福祉ニーズに対

応すべく福祉職への期待は大きい。診療報酬を含む医療保険制度や保健医療サービスについて知識

を習得するとともに実践における関係多職種との連携・協働の理解を図り、柔軟に応えられる力を

養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①相談援助活動において必要となる医療保険制度（診療報酬に関する内容を含む。）や保健医療 

サービスについて理解する。 

②保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①医療保険制度 

②診療報酬 

③保健医療サービスの概要 

④保健医療サービスにおける専門職の役割と実際 

⑤保健医療サービス関係者との連携と実際 

 

【具体的授業内容】 

①医療保険制度の概要、医療費に関する政策動向について学びます。 

②診療報酬制度の概要について学びます。  

③医療施設の概要、保健医療対策の概要について学びます。  

④医師の役割、インフォームドコンセントの意義と実際、保健師、看護師等の役割、作業療法士、

理学療法士、言語聴覚士等の役割、医療ソーシャルワーカーの役割について学びます。  

⑤医師、保健師、看護師等との連携、地域の社会資源との連携について学びます。 

 

【テキスト】 

社会福祉士養成講座編集委員会『保健医療サービス』 中央法規 2017 年 

 

【保健医療サービス：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

わが国の医療保険制度の特徴と社会福祉士（精神保健福祉士）の役割について、医療ソーシャ

ルワーカー業務指針を参考にレポートしてください。 

レポート作成上

の注意点 

・今後の医療・介護サービスの制度改革を想定する 

・テキスト以外に活用した文献を明記 

レポート作成の

ための参考文献 

・基本はテキスト 

・社会福祉士養成講座セミナー へるす出版 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2023 年  1 月 23 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  8 月 21 日（月） 
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『地域福祉の理論と方法』 

                             担当教員：上原 正希 

 

地域福祉に関する理念・歴史、担い手の役割、推進方法などの基礎的理論や、また地域社会の変

化は目まぐるしく、行政と住民の協働システム、地域福祉のための組織の多様化、災害支援なども

含め、昨今、地域福祉の領域で求められている理論と実際について学びます。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①地域福祉の基本的考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包

摂等を含む。）について理解する。 

②地域福祉の主体と対象について理解する。 

③地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。 

④コミュニティソーシャルワークについて（多職種・多機関との連携を含む。）の意義と方法及び

その実際について理解する。 

⑤地域福祉の推進方法（ネットワーキング、ソーシャルサポートネットワーク、社会資源の活用・

調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方

法を含む。）について理解する。 

⑥災害支援の考え方と方法・実際について理解する。 

 

【テキスト】 

最新・社会福祉士養成講座 精神保健福祉士養成講座 『地域福祉と包括的支援体制』 
中央法規 2021 年 

 

【地域福祉の理論と方法：レポート課題】 

レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

コミュニティソーシャルワークの役割について記載しなさい。 

レポート作成上

の注意点 
教科書に記載していることを参考に、自分の意見も記載しなさい。 

レポート作成の

ための参考文献 
指定テキスト 

 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

災害時における、ソーシャルワーカーの役割について記載しなさい。 

レポート作成上

の注意点 
教科書に記載していることを参考に、自分の意見も記載しなさい。 

レポート作成の

ための参考文献 
指定テキスト 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年  8 月 22 日（月） 
② 2023 年  2 月 20 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  5 月 22 日（月） 
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『精神保健福祉に関する制度とサービス』 

                             担当教員：大島 康雄 

 

精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容、支援においてかかわる施

設、団体、関係機関等、支援に関連する制度として、更生保護制度及び医療観察法等の概要を学ぶ。  

また、事例を活用して、精神保健福祉関連法のもとで実践がいかに展開されているかについて理解する。  

 

【授業の目的・ねらい】 

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。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①精神障害者の相談援助活動と法（精神保健福祉法）との関わりについて理解する。  

②精神障害者の支援に関連する制度及び福祉サービスの知識と支援内容について理解する。  

③精神障害者の支援において係わる施設、団体、関連機関等について理解する。  

④更生保護制度と医療観察法について理解する。 

⑤社会資源の調整・開発に係わる社会調査の概要と活用について基礎的な知識を理解する。  

 

【具体的な授業内容】 

①精神保健福祉法の意義と内容について学びます。  

②精神障害者の福祉制度の概要と福祉サービス・社会保障制度について学びます。  

③相談援助にかかわる組織、団体、関係機関及び専門職や地域住民との協働について学びます。 

④更生保護制度の概要と精神障害者福祉との関係、関係機関・団体との関係について学びます。  

⑤医療観察法の概要と医療観察法における精神保健福祉士の専門性と役割について学びます。  

⑥社会資源の調整・開発にかかわる社会調査の意義、目的、倫理、方法及び活用について学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規 2018 年 

 

【精神保健福祉に関する制度とサービス：レポート課題】 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第６章「相談援助にかかわる組織、団体、関係機関および専門職や地域の支援者」を

参照し、精神障害者を専門職及び地域住民で支援する効果・役割について、1,000 文字〜1,200

文字でまとめなさい。 

レポート作成上の注意点 ・特になし 

レポート作成のための参考文献 ・特になし 
 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第８章「医療観察法の概要と実際」を参照し、制度内容の説明及び、精神保健福祉士

はどのような介入ができるのかについて、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上の注意点 ・特になし 

レポート作成のための参考文献 ・特になし 

 

【スクーリングについて】 

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年 10 月 24 日（月） 
② 2022 年 11 月 21 日（月） 

スクーリング 2022 年  8 月 21 日（日） 

小テスト 2022 年 11 月 28 日（月） 
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『精神障害者の生活支援システム』 

                             担当教員：大島 康雄 

 

 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。 

 

【授業の目的・ねらい】 

障害者福祉の基本的理解をもとに、精神障害者の現状や課題、精神障害者を取り巻く環境や生活

支援のあり方、精神疾患・精神保健・精神障害者に関する社会資源や関連する法律等について理解

する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①精神障害者の生活支援の意義と特徴について理解する。 

②精神障害者の居住支援に関する制度・施策と相談援助活動について理解する。 

③職業リハビリテーションの概念及び精神障害者の就労支援に関する制度・施策と相談援助活動に

ついて理解する。 

④行政機関における精神保健福祉士の相談援助活動について理解する。 

 

【具体的な授業内容】 

①精神障害者の概念について学びます。 

②精神障害者の生活の実際について学びます。 

③精神障害者の生活と人権について学びます。  

④精神障害者の居住支援について学びます。  

⑤精神障害者の就労支援について学びます。 

⑥精神障害者の生活支援システムについて学びます。 

⑦市町村における相談援助について学びます。  

⑧その他の行政機関における相談援助について学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神障害者の生活支援システム』中央法規 2018 年 

 

【精神障害者の生活支援システム：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書の第２章「精神障害者の生活の実際」を参照し、精神障害者の方が置かれている状況、

家族・地域の現状について、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】 

注意事項 ・教科書を持参して下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年 11 月 21 日（月） 

スクーリング 2022 年  8 月 28 日（日） 

小テスト 2022 年 11 月 28 日（月） 
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『社会保障』 

                             担当教員：大倉 司 

 

今後のさらなる高齢化の進展に伴い社会保障制度の課題も増大し、それに対応すべく福祉専門職

の役割や期待も大きくなる。わが国の社会保障の理念・意義、制度の概要、併せて社会保障の実施

体制及び専門職のあり方について理解を深め、ソーシャルワーク実践に活用できる能力を身につけ

る。 

 

【学習の目的・ねらい】 

①現代社会における社会保障制度の課題（少子高齢化と社会保障制度の関係を含む。）について理

解する。 

②社会保障の概念や対象及びその理念等について、その発達過程も含めて理解する。 

③公的保険制度と民間保険制度の関係について理解する。 

④社会保障制度の体系と概要について理解する。 

⑤年金保険制度及び医療保険制度の具体的内容について理解する。 

⑥諸外国における社会保障制度の概要について理解する 

 

【科目全体の内容と概要】 

①現代社会における社会保障制度の課題（少子高齢化と社会保障制度の関係を含む。） 

②社会保障の概念や対象及びその理念 

③社会保障の財源と費用 

④社会保険と社会扶助の関係 

⑤公的保険制度と民間保険制度の関係 

⑥社会保障制度の体系 

⑦年金保険制度の具体的内容 

⑧医療保険制度の具体的内容 

⑨諸外国における社会保障制度の概要 

 

【具体的学習内容】 

①人口動態の変化、少子高齢化及び労働環境の変化について学びます。 

②社会保障の概念と範囲、社会保障の役割と意義、社会保障の理念、社会保障の対象、 

社会保障制度の発達について学びます。 

③社会保障の財源、社会保障給付費、国民負担率について学びます。 

④社会保険の概念と範囲、社会扶助の概念と範囲について学びます。 

⑤公的施策と民間保険の現状について学びます。 

⑥年金保険制度の概要、医療保険制度の概要、介護保険制度の概要、労災保険制度の概要 

雇用保険制度の概要、社会福祉制度の概要、生活保護制度の概要、家族手当制度の概要について

学びます。 

⑦国民年金、厚生年金、各種共済組合の年金について学びます。 

⑧国民健康保険、健康保険、各種共済組合の医療保険について学びます。 

⑨先進諸国における社会保障制度の概要を学びます。 

 

【テキスト】 

最新・社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座『７社会保障』中央法規 2021 年 
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【社会保障：レポート課題】 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

社会保険と社会扶助の仕組みの違いについて簡潔に説明しなさい。 

レポート作成上

の注意点 

社会保険と社会扶助の考え方や役割、財源の違いを比較し、両者の長所・

短所にもふれること(テキスト第４章「社会保険・社会扶助・民間保険の関

係」参照）。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

レポート課題② 

次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

厚生年金制度の歩みを振り返りつつその現状と課題についてまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

職域別に分立していたわが国の被用者年金が再編された理由についても

考えること(テキスト第２章・第５節「社会保障制度の展開」及び第５章・

第３節「年金制度の概要」参照)。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年  8 月 22 日（月） 
②             〃 

スクーリング なし 

小テスト 2022 年  11 月 28 日（月） 
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『現代社会と福祉』 

                             担当教員：小早川 俊哉 

 

時代と共に福祉の概念も変化し、その内容や対象も変化してきた。これらの変化と共に福祉政策

の理念も政治、制度、援助という各レベルで変化してきたことを学ぶことが今後の課題解決には必

要となる。この教科において、わが国の福祉政策が包含する領域をしっかりと捉え、福祉を学ぶ上

での土台構築を図る。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解する。 

②福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。 

③福祉政策におけるニーズと資源について理解する。 

④福祉政策の課題について理解する。 

⑤福祉政策の構成要素（福祉政策における政府、市場、家族、個人の役割を含む。）について理解する。  

⑥福祉政策と関連政策（教育政策、住宅政策、労働政策を含む。）の関係について理解する。 

⑦相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①現代社会における福祉制度と福祉政策 

②福祉の原理をめぐる理論と哲学 

③福祉制度の発達過程 

④福祉政策におけるニーズと資源 

⑤福祉政策の課題 

⑥福祉政策の構成要素 

⑦福祉政策と関連政策 

⑧相談援助活動と福祉政策の関係 

 

【具体的な授業内容】 

①福祉制度および福祉政策の概念と理念 

②福祉制度と福祉政策の関係 

③福祉政策と政治の関係 

④福祉政策の主体と対象 

⑤福祉の原理をめぐる理論、哲学と倫理 

⑥前近代社会と福祉（救貧法、慈善事業、博愛事業、相互扶助） 

⑦近代社会と福祉（第二次世界大戦後の窮乏社会と福祉、経済成長と福祉） 

⑧現代社会と福祉（新自由主義、ポスト産業社会、グローバル化、リスク社会、福祉多元主義） 

⑨需要とニーズ、資源の概念 

⑩福祉政策と社会問題（貧困、孤独、失業、要援護（児童、老齢、障害、寡婦）、偏見と差別、社会

的排除、ヴァルネラビリティ、リスク） 

⑪福祉政策の現代的課題（社会的包摂、社会連帯、セーフティネット） 

⑫福祉政策の課題と国際比較（国際動向を含む。） 

⑬福祉政策の論点（効率性と公平性、必要と資源、普遍主義と選別主義、自立と依存、自己選択と

パターナリズム、参加とエンパワメント、ジェンダー、福祉政策の視座） 

⑭福祉政策における政府の役割と市場の役割、国民の役割 

⑮福祉政策の手法と政策決定過程と政策評価 

⑯福祉供給部門（政府部門、民間（営利・非営利）部門、ボランタリー部門、インフォーマル部門） 

⑰福祉供給過程（公私(民）)関係、再分配、割当、行財政、計画） 

⑱福祉利用過程（スティグマ、情報の非対称性、受給資格とシティズンシップ） 

⑲福祉政策と教育政策、福祉政策と住宅政策、福祉政策と労働政策 

⑳福祉供給の政策過程と実施過程 
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【テキスト】 

社会福祉士養成講座編集委員会『現代社会と福祉』中央法規 2014 年 

【現代社会と福祉：レポート課題】 

 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

社会政策（social policy）の目的概念は福祉のみではないが、広義・狭義概念としての社会福祉

を実現するための総合的な公共政策と理解されている。なぜ、このような広範な政策が必要と

なるのか解説してください。 

レポート作成上

の注意点 

・福祉制度の変遷とその背景（日本社会の変化）を理解する。 

・狭義・広義の福祉政策を理解する。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特に指定はしない。 

 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

福祉サービスの提供には、部分的ではあるが市場メカニズムが導入されてきた。 

その背景（なぜ市場メカニズム導入が必要とされたのか？）、方法（どの部分が取り入れられた

のか？）及びその理由（なぜその方法を採用したのか？）を解説してください。 

レポート作成上

の注意点 

・日本社会の現状を念頭に考える。 

・どのような市場メカニズムが導入されていないのかを考える。 

・公平と効率のバランスを考慮する。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特に指定はしない。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2023 年  1 月 23 日（月） 
② 2023 年  6 月 26 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  8 月 21 日（月） 
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『権利擁護と成年後見制度』 

                               担当教員：大倉 司 

 

相談援助活動における権利擁護の法的根拠を日本国憲法、民法、行政法とのかかわりについて理

解し、成年後見の概要を上記法制度との関連の中で把握する。その上で、成年後見に係る機関と人

的資源を学習し、社会福祉諸分野における権利擁護の活動の実際を学び、社会福祉士として必要な

権利擁護の視点を養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①相談援助活動と法（日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む）とのかかわりについて

理解する。 

②相談援助活動において必要となる成年後見制度（後見人等の役割を含む）について理解する。 

③成年後見制度の実際について理解する。 

④社会的排除や虐待などの権利侵害や認知症などの日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁

護活動の実際について理解する。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①相談援助活動と法（日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む）との関わり 

②成年後見制度 

③日常生活自立支援事業 

④成年後見制度利用支援事業 

⑤権利擁護に係る組織、団体の役割と実際 

⑥権利擁護活動の実際 

 

【具体的な授業内容】 

①相談援助活動において想定される法律問題（福祉サービスの利用と契約、消費者被害と消費者保

護、自己破産、行政処分と不服申立、その他） 

②日本国憲法の基本原理の理解（基本的人権の尊重、その他） 

③民法の理解（契約、不法行為、親族、相続、その他） 

④行政の理解（行政行為、行政事件手続、情報公開、その他） 

⑤成年後見の概要（成年被後見人の行為能力、成年後見人の役割、その他） 

⑥保佐の概要（被保佐人の行為能力、保佐人の役割、その他） 

⑦補助の概要（補助人の役割、その他） 

⑧任意後見契約 

⑨日常生活自立支援事業の概要（専門員の役割、生活支援員の役割、日常生活自立支援事業の最近

の動向、その他） 

⑩成年後見制度利用支援事業の概要 

⑪家庭裁判所、法務局、市町村、弁護士、司法書士の役割 

 

【テキスト】 

最新・社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座『９権利擁護を支える法制度』中央法規 

2021 年 
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【権利擁護と成年後見制度：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

成年後見人・保佐人・補助人の役割の違いについて簡単に説明しなさい。 

レポート作成上

の注意点 

成年被後見人・被保佐人・被補助人の行為能力の違いを踏まえて、同意権、

取消権、代理権を比較すること(テキスト第 6 章「成年後見制度」参照)。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  5 月 23 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2022 年  9 月 26 日（月） 
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『心理学理論と心理的支援』 

                             担当教員：佐々木 智城 

 

人間への深い理解に基づくソーシャルワーク実践に向けて、心理学的援助の理論や技法そして関

連職種との連携、実践方法など心理学の基礎を習得する。幅広い視点を援助場面で展開できるよう、

成長し発達する多面的な人間としての福祉専門職を目指し、そこに向かう姿勢を養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する。 

②人の成長・発達と心理との関係について理解する。 

③日常生活と心の健康との関係について理解する。 

④心理的支援の方法と実際について理解する 

 

【授業全体の内容と概要】 

①人の心理学的理解 

②人の成長・発達と心理 

③日常生活と心の健康 

④心理的支援の方法と実際 

 

【具体的授業内容】 

①心と脳、情動・情緒、欲求・動機づけと行動、感覚・知覚・認知、学習・記憶・思考 

知能・創造性、人格・性格、集団、適応、人と環境を学び人の心理学的理解を深めます。 

②発達の概念を学びます。 

③ストレッサー、コーピング、ストレス症状、ストレスマネジメントなどストレスとストレッサー

について学びます。 

④心理検査の概要、カウンセリングの概念と範囲、カウンセリングとソーシャルワークとの関係、

心理療法の概要と実際（心理専門職を含む）を学びます。 

 

【テキスト】 

『心理学理論と心理学支援』社会福祉士シリーズ 2（第３版） 弘文堂 2018 年 

 

【心理学理論と心理的支援：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

心理学的な支援における主な視点についていくつか述べなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・平木典子『新版 カウンセリングの話』朝日新聞社 

 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2023 年  6 月 26 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  8 月 21 日（月） 
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『社会理論と社会システム』 

                             担当教員：松下 守邦  
 

社会福祉実践においては、自分自身の生活と社会との関連について意識し、現代社会や社会の中

に存在している個人と捉える視点は重要である。基礎的な社会学用語や概念、現代日本社会の社会

学的理解を深め、近年の社会情勢や問題を的確に掌握し福祉専門職に求められる柔軟な対応力や考

える視点を養う。 
 
【授業の目的・ねらい】 

①社会理論による現代社会の捉え方を理解する。 

②生活について理解する。 

③人と社会の関係について理解する。 

④社会問題について理解する 
 
【授業全体の内容と概要】 

①現代社会の理解 

②生活の理解 

③人と社会の関係 

④社会問題の理解 
 
【具体的授業内容】 

①社会システム、法と社会システム、経済と社会システム、社会変動、人口、地域、社会集団及び

組織について学びます。 

②家族、生活の捉え方について学びます。 

③社会関係と社会的孤立、社会的行為、社会的役割、社会的ジレンマなど人と社会の関係について

学びます。  

④社会問題の捉え方と具体的な社会問題について学びます。 
 
【テキスト】 

森岡清志『改訂版 社会学入門』放送大学教育振興会 2016 年 
 

【社会理論と社会システム：レポート課題】 

次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

これからの日本における社会保障と社会福祉のあり方について、テキスト、以下の参考文献の読解

をおこない、あなたの考えを述べてください。 

テキストに関連するキーワード 社会保障、社会福祉、大きな政府、小さな政府 

レポート作成上

の注意点 

参考文献『厚生労働白書』は、公立図書館の蔵書、またはインターネット、厚生

労働省 HP にて確認してください。本科目のレポートは、指定教材について学習

レポートをまとめます。（ネット掲示板、新聞記事などの文献を引用要約はしな

いで、指定資料のみを読解し、自分の結論を述べてください） 

レポートの書き方は、以下 URL へアクセス、参照ください。

https://www.seisadohto.ac.jp/~mmatsu/index.html 

→ 講義資料 → 各年度 → 画面下の枠 各履修課程別 授業資料 

レポート作成の

ための参考文献 

『厚生労働白書』29 年版（冊子）【指定ページ 4-11,14-17,27-35,172-179（図表

を含む）】をていねいに読解してください。レポートは、上記の関連キーワード

を組込み、厚生労働白書を適切引用したうえで、最後に自分の言葉でまとめてく

ださい。文献は、公立図書館の閲覧、あるいはデジタル版は厚生労働省ホームペ

ージ、統計情報・白書の該当資料を参照してください。 
 
【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2023 年  7 月 24 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  8 月 21 日（月） 
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『福祉行財政と福祉計画』 

                             担当教員：小早川 俊哉 

 

社会福祉基礎構造改革や地方分権の進展により、福祉サービスの提供システムは大きく変わって

来た。この変化の背景と今後の方向を理解するために、福祉行政の実施体制や福祉財政の状況およ

び仕組みについて学習する。また、住民に身近な市町村をベースとして、行政のみならず住民と事

業者も参加し策定する各種福祉計画の意義やプロセスを学習する。 

 

【授業の目的・ねらい】 

①福祉の行財政の実施体制（国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源 、組織及び団

体、専門職の役割を含む。）について理解する。 

②福祉行財政の実際について理解する。 

③福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する 。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①福祉行政の実施体制 

②福祉行財政の動向 

③福祉計画の意義と目的 

④福祉計画の主体と方法 

⑤福祉計画の実際 

 

【具体的な授業内容】 

①福祉行政における専門職の役割（福祉事務所の現業員、査察指導員・児童福祉司・身体障害者福

祉司・知的障害者福祉司） 

②福祉計画の意義と目的および住民参加の意義 

③福祉行財政と福祉計画の関係 

④福祉計画の主体 

⑤福祉計画の種類（地域福祉計画、老人保健福祉計画、介護保険事業計画、障害福祉計画） 

⑥福祉計画の策定過程（問題分析と合意形成過程） 

⑦福祉計画の策定方法と留意点 

⑧福祉計画の評価方法 

 

【テキスト】 

社会福祉士養成講座編集委員会『福祉行財政と福祉計画』中央法規 2017 年 

 

【福祉行財政と福祉計画】レポート課題 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

ソーシャルワークの視点から、福祉計画の目的を解説してください。 

レポート作成上

の注意点 

・パーソナルソーシャルワークとコミュニティソーシャルワークの共通点 

・当事者（利用者）への直接的・間接的な関わり及び援助 

・「個を地域で支える援助」と「個を支える地域をつくる援助」 

レポート作成の

ための参考文献 
・特に指定はしない。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2023 年  7 月 24 日（月） 

スクーリング なし 

小テスト 2023 年  8 月 21 日（月） 
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『精神保健福祉援助演習(基礎）』 

                             担当教員：大島 康雄 

                                  西野 克俊 

                                                                    畠山 明子 

 

本科目では、精神保健福祉援助の知識と技術にかかわる他の科目との関連性も視野に入れつつ、

精神保健福祉士に求められる相談援助についての基礎的な知識と技術を実践的に習得するととも

に、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

精神保健福祉士に必要な自己理解・自己覚知などソーシャルワーカーの基礎となる技術について、

ロールプレイやグループ活動等を用いて演習形式で学ぶ。 

 

【授業全体の内容と概要】 

生活課題を抱える人の人権と自己決定及び地域社会における福祉の問題について考えることが

できるようになる。相談援助についての基礎的な知識と技術を修得したうえで、精神保健福祉援助

実習を行うことができるように指導を行う。 

 

【具体的な授業内容】 

①相談援助に係る基礎的な知識と技術に関する具体的な実技を用いること（自己覚知、基本的なコ

ミュニケーション技術の習得、基本的な面接技術の習得）。 

②個別指導並びに集団指導を通して、地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談事例を体系的

にとりあげること（グループダイナミクス活用技術の習得、情報の収集・整理・伝達の技術の習

得、課題の発見・分析・解決の技術の習得、記録の技術の習得、地域福祉の基盤整備に係る事例

を活用）。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉援助演習（基礎・専門）』中央法規 2016年 

 

【精神保健福祉援助演習(基礎)：レポート課題】 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を確認し、グループワークの展開過程とその効果についてまとめ、精神保健福祉士とし

ての視点から感じた必要性を 1,000 文字から 1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 

課題に従い、教科書の内容をまとめるだけでなく、自身の考えも記載するこ

と。 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】 

注意事項 ・教科書を持参下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 2022 年  7 月 25 日（月） 

スクーリング 2022 年  6 月 12 日（日） 

小テスト なし 

 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=7tWY9v1V3ih7Nc2ifkHUbHAOvf3wcz5JSrBG_QglshGhpHyqlDCs31ArUhc19ri3RSh7sqFEPSBeOqJq9AmWDAhqBJbHu4mYK5ITGgWlXCbDp9c6QmA9QMezB2_ux5D.Uv9j5m1XZ21ENl7P0F_OhSsO_PRRfeYr3ZEjumn8ypIw4g9SY7tCViV7_C8DNGtOBl_s0aBSFecz0YtO2o3jeGoRssWkcrEkNMn81mpTeG35H3hcY90VzZ01/_ylt=A3aX6D7wcR1TyUcAoxuDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=12c8hpj6j/EXP=1394539440/**http%3A/www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2/html/5_1_2.html


令和 4 年度（2022 年度） 星槎道都大学通信教育科精神保健福祉士養成課程（一般）シラバス 

 

- 29 - 

 

『精神保健福祉援助演習(専門）』 

                             担当教員：大島 康雄 

                                  西野 克俊 

                                  畠山 明子 

 

本科目では、精神保健福祉援助の知識と技術にかかわる他の科目との関連性も視野に入れつつ、

精神保健福祉士に求められる相談援助についての基礎的な知識と技術を実践的に習得するととも

に、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を養う。 

 

【授業の目的・ねらい】 

 精神保健福祉士が主に対象とする人に生じる課題などをとおして、専門職に必要な専門知識・技

術・実践能力を演習形式で学ぶ。 

 

【授業全体の内容と概要】 

①具体的な課題別の精神保健福祉援助の事例（集団の事例を含む。）を活用し、実現に向けた精神

保健福祉課題を理解し、その解決に向けた総合的かつ包括的な援助について実践的に習得する。  

②事例を題材とし、具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した指導を行う。  

③精神保健福祉相談援助に係る知識と技術について、実践的な知識と技術として習得できるように、

精神保健福祉援助実習における学生の個別事例も交えながら集団・個別指導による指導を行う。 

 

【具体的な授業内容】 

①以下の事例について触れ、集団でディスカッションを実施し、支援の方法を学びます。 

「社会的排除」、「退院支援、地域移行、地域生活継続」、「ピアサポート」、「地域における精神保

健（自殺、ひきこもり、児童虐待、薬物・アルコール依存等）」、「教育、就労（雇用）」、「貧困、

低所得、ホームレス」「精神科リハビリテーション 」などについて学びます。具体的な相談援助

場面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行います。  

②以下のＰＳＷの支援方法を演習形式で学びます。 

・ソーシャルワーク展開過程〜インテーク（受理面接）、契約、アセスメント（課題分析）、プラン

ニング（支援の計画）、支援の実施、モニタリング（経過観察）、効果測定と支援の評価、終結と

アフターケア  

・関連援助技術〜「アウトリーチ」、「ケアマネジメント」、「チームアプローチ」、「ネットワーキン

グ」、「社会資源の活用・調整・開発」  

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉援助演習（基礎・専門）』中央法規 2016年 

 

【精神保健福祉援助演習(専門)：レポート課題】 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、精神障害者の地域移行・地域定着の現状と課題について、精神保健福祉士の

視点から感じたことを、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上 

の注意点 
課題に従い、自身の感じたことを記載すること。 

レポート作成の 

ための参考文献 
・特になし 
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 レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、うつ病(成人)の発症の原因や対応の仕方など、精神保健福祉士の視点から感

じたことを、1,000 文字〜1,200 文字でまとめなさい。 

レポート作成上 

の注意点 
課題に従い、自身が感じたことを記載すること。 

レポート作成の 

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】  

注意事項 ・教科書を持参下さい。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 
① 2022 年  7 月 25 日（月） 
② 2022 年 11 月 21 日（月） 

スクーリング 2022 年 11 月 27 日（日） 

小テスト なし 
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『精神保健福祉援助実習指導』 

                             担当教員：大島 康雄 

                                  西野 克俊 

畠山 明子 

 

 この科目は、精神保健福祉援助実習の意義について理解するものであり、精神障害者の生活の実

態や生活上の困難について理解し、精神保健福祉援助実習に係る知識と技術について具体的に体得

する。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。１２月に１日９時間実施する。 

 

【授業の目的・ねらい】 

 精神保健福祉援助実習指導は、地域の障害福祉サービス事業所と医療機関で行う実習の事前学習

と事後指導について指導するものである。 

 

【授業全体の内容と概要】 

個別指導及び集団指導により、精神障害者のおかれている現状と精神保健福祉士として求めら

れる資質、技能、倫理を学ぶ。精神保健福祉援助にかかわる知識と技術について具体的かつ実際

的に学びつつ、自己に求められる課題について考える。精神保健福祉援助実習の意義を考え、事

前準備を行う。 

 

【具体的な授業内容】 

次に掲げる事項について個別指導及び集団指導を実施します。  

①精神保健福祉援助実習指導・実習の個別指導及び集団指導の意義を学びます。 

②精神保健医療福祉の現状に関して学びます。  

③実際に実習を行う施設・機関・事業者・団体・地域社会等に関して学びます。  

④実習先で必要とされる精神保健福祉援助に係る専門的知識と技術に関して学びます。 

⑤精神保健福祉士に求められる職業倫理と法的責務に関して学びます。 

⑥実習における個人のプライバシー保護と守秘義務に関して学びます。 

⑦「実習記録ノート」への記録内容及び記録方法に関して学びます。 

⑧実習計画書の作成を行います。  

⑨巡回指導（訪問指導、スーパービジョン）に関して学びます。 

⑩実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポートの作成に関して学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉援助実習指導・実習』中央法規 2015 年 
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【精神保健福祉援助実習指導：レポート課題】 

 

 レポート課題① 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、専門職養成における実習の意義・目的について、1,000 文字〜1,200 文字でま

とめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

レポート課題② 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、実習中に記載する実習日誌の意義・目的について、1,000 文字〜1,200 文字で

まとめなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

 レポート課題③ 

 次の課題について 1,000 字〜1,200 字の範囲で述べなさい。 

教科書を参照し、実習終了後の事後指導の意義・目的について、1,000 文字〜1,200 文字でまと

めなさい。 

レポート作成上

の注意点 
・特になし 

レポート作成の

ための参考文献 
・特になし 

 

【スクーリングについて】  

注意事項 

・テキストは持参してください。 

・最初のスクーリング時に、エントリーシート（自己紹介書）や誓約書を作

成しますので、写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）1 枚（カラー・白黒は問いませ

ん。スーツが望ましい）と認印を持参ください。 

 

【評価方法】 

 実施日・提出期限 

レポート課題 

① 2022 年  6 月 27 日（月） 
② 2022 年  8 月 22 日（月） 
③      〃 

スクーリング 2022 年  12 月 4 日（日） ※実習を行う受講生のみ 

小テスト なし 
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『精神保健福祉援助実習』 

                             担当教員：大島 康雄 

                                  西野 克俊 

畠山 明子 

 

 この科目は精神保健福祉援助実習の意義について理解するものであり、精神障害者の生活の実態

や生活上の困難について理解し、精神保健福祉援助実習にかかわる知識と技術について具体的に体

得する。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。 

精神保健福祉援助実習は、おおむね２年目の6月から12月までを目処に27日間以上（210時間以

上）実施し、12日間（90時間以上）は精神科医療機関、15日間(120時間以上)は精神障害者支援施

設等で行う。ただし社会福祉士の「相談援助実習」を履修した方は、精神障害者支援施設等120時

間のうち、60時間の実習が免除され、計150時間以上(20日間)の実習を行うこととする。 

 

・本通信教育科が指定・提携する指定施設において実習を実施する。  

・実習時間は210時間以上必要であり、90時間は精神科病院、120時間は精神障害者支援施設等で

実施。厚生労働省の指定する施設などで相談援助業務に１年以上従事している場合は、実習が一

部免除される。免除を希望する学生は入学申込みの際に、実務経験証明書を提出してもらう。 

・実習は原則、入学翌年度の6月以降から12月までを目処に27日間以上（210時間以上）実施し、12

日間（90時間以上）は精神科医療機関、15日間(120時間以上)は精神障害者支援施設等で行う。

但し、社会福祉士有資格者は、精神障害者支援施設等120時間のうち、60時間の実習が免除され、

計150時間以上(20日)の実習となる。 

・実習期間中に当校実習巡回教員が、実習先と調整のうえ週１回の巡回指導を行い、学生に対し、

指導・助言を行う。 

・実習期間中は週１回の巡回指導を基本とし、実習先と調整、了解を得ることができれば、帰校日

とすることもできる。しかし１回は実習先への巡回を行う。 

・規定実習時間も満たし、実習日誌、総括レポートの提出を行い、実習の修了とする。 

しかし、実習評価が著しく低い場合は再履修とする。 

 

【授業の目的・ねらい】 

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。 

 

【授業全体の内容と概要】 

実習の目的は、精神科ソーシャルワーカーとして体得しておくべき態度と実践能力を高めるこ

とにある。これらを身につけるためには、教科で学んだ専門知識を実際に生かし、また、事前学

習で学んだ援助技術を実践場面でも活用できるようにする。 

 

【具体的な実習内容】 

１）精神科医療機関・精神障害者支援施設等共通 

  ①利用者やその関係者、施設・機関・事業者・団体住民やボランティア等との基本的なコミュ

ニケーション、付き合い方などの円滑な人間関係の形成を学びます。 

  ②利用者理解とその需要の把握及び支援計画作成の仕方を学びます。 

  ③利用者やその関係者（家族・親族・友人等）との支援関係の形成を学びます。 

  ④利用者やその関係者への権利擁護及び支援とその評価方法を学びます。 

  ⑤精神医療・保健・福祉に係る多職種連携の支援におけるチームアプローチの実際を学びます。 

  ⑥ソーシャルワーカーとしての職業倫理と法的義務について学びます。 

  ⑦施設・機関・事業者の職員の就業に関する規定への理解と組織の一員としての役割と責任に

ついて学びます。 

  ⑧施設・機関・事業者等の経営やサービスの管理運営の実際について学びます。 

  ⑨実習先が地域社会の中の施設・機関等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけ

としてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関して学びます。 
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２）精神科病院 

  ①入院時又は急性期の患者及びその家族への相談援助について学びます。 

②退院、地域移行・支援に向けた、患者及びその家族への援助について学びます。 

  ③多職種や病院外の関係機関との連携を通じた援助を学びます。 

  ④治療中の患者及びその家族への相談援助の方法について学びます。 

  ⑤日常生活や社会生活上の問題に関する、患者及び家族への相談援助を学びます。 

  ⑥地域の精神科病院や関係機関との連携を通じた援助を学びます。 

 

【テキスト】 

日本精神保健福祉士養成校協会『精神保健福祉援助実習指導・実習』中央法規 2015 年 

 
【評価方法】 

レポート課題 なし 

スクーリング なし 

小テスト なし 

 
 


