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人間生活学概論Ⅰ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨　他 3名
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310A0-1000-o2

310 50000

●本授業の概要：
　人間生活学概論では，人間生活学科の多彩で幅広い学問領域の基礎を学ぶと
ともに，学問習得に向けた動機付けを行うことを目的とする。人間生活学概論
Ⅰでは，本学独自の福祉学である「人間福祉学」について学ぶ。「人間福祉学」
は人間学を中心に構築された福祉学である。福祉のいかなる制度も技術も，ま
ず人間への深い理解がなければ活かされることはない。

●到達目標：
1．物質的豊かさにとどまらない人間性に満ちた人間生活について，多角的に捉
えて述べることができる。
2．人が人を大切にする。それが人間福祉の原点である。この原点に立ち返る眼
を養い，自他を尊重することができる。
3．人間の尊厳を実現・維持していくための人間福祉の営みについて考察し記述
することができる。　

●成績評価の基準：
リアクションペーパー　20％（到達目標1，2）
定期試験（筆記試験）　80％（到達目標1，2，3）

●留意事項：
全出席を原則とする。
人間生活学科の必修授業である。
成績は2年次に実施する研究室分けの資料ともなる。
オフィスアワーは各担当教員が授業時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：
子ども（八重樫，山下），障害（杉山，平松，内藤），高齢（濱﨑），地域福祉（平松，
倉敷市社会福祉協議会職員），看護（高塚）の実践現場に携わってきた教員および，
現在携わっている外部講師による講義を通して，人間学に基づいた人間福祉に
ついて，理論を踏まえたうえで，実践と結びつけながら考察させることができる。

●授業予定一覧：
１　人間福祉とは何か（﨑川）
２　人間の尊厳とは何か（﨑川）
３　ケアと生活世界（﨑川）
４　ケアの倫理と実践（特別講義講師�高塚）
５　子どもの権利とウェルビーイング（特別講義講師�八重樫）
６　児童虐待とウェルビーイング（特別講義講師�八重樫）
７　女性と人権（特別講義講師�山下）
８　見えない貧困と現代（杉山）
９　生活上のリスクをどう乗り越えるか（杉山）
10　貧困と人権（平松）
11　地域福祉と住民主体（平松）
12　地域生活と災害と福祉（特別講義講師�倉敷市社会福祉協議会職員・内藤）
13　わたしたちの生活と福祉（濱﨑）
14　高齢社会とわたしたちの暮らし（濱﨑）
15　高齢期の喪失と成熟（濱﨑）
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
次週に予定されているテーマに関して，テキストの該当部分を熟読し，関連す
る話題について調べたうえで授業に臨むこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『ケアを生きる私たち』，ノートルダム清心女子大学人間生活学科編，大学教育
出版，2016年�

人間生活学概論Ⅱ
［担　当　者］�中川　敦子　他 5名
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310A0-1000-o2

310 50010

●本授業の概要：
人間生活学概論では，人間生活学科の多彩で幅広い学問領域の基礎を学ぶとと
もに，学問習得に向けた動機付けを行うことを目的とする。人間生活学概論Ⅱ
では，人間生活を取り巻く諸問題やその背景などについて，文化，環境，経営
の視点から考察することによって，意識しないままに過ごしている日々の生活
の重要さに気付き，その質の向上を目指して主体的に関わろうとする姿勢を身
に付けていく。

●到達目標：
１．人間生活を取り巻く諸問題を多角的に捉えて述べることができる。
２．生活上の諸問題の背景を考察し説明することができる。
３．人間生活の変化に関心を持ち，生活の質の向上について記述することがで
きる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。
リアクションペーパー　　　　　　20％（到達目標１，２）
課題レポートまたはテスト　　　　80％（到達目標１，２，３）

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。
成績は２年次に実施する研究室分けの資料ともなる。
オフィスアワーは各担当教員が授業時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
Ⅰ　生活文化の視点から考える
　1　衣服と生活（中川）
　2　衣服と健康（中川）
　3　ライフスタイルの変化とフードシステム（清水）
　4　世界の食料需給と多角的農産物貿易交渉（清水）
　5　まとめ，小テスト（中川・清水）

Ⅱ　生活環境の視点から考える
　1　日本の住環境（上田）
　2　日本の住まいとデザイン（上田）
　3　生活環境とアレルギー（小川）
　4　生活環境と自然（小川）
　5　まとめ，小テスト（上田・小川）

Ⅲ　生活経営の視点から考える
　1　生活の基盤としての経済（豊田）
　2　経営戦略とビジネスモデル（豊田）
　3　企業のマーケティング戦略（葉口）
　4　現代社会の消費者と広告（葉口）
　5　まとめ，小テスト（豊田・葉口）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各回の講義内容に関連する図書や資料に積極的に触れることで人間生活に関す
る関心を高め，課題意識を持って生活を分析的に見るようにしてください。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　資料等を配付する。

＜参考書等＞
　各担当者が授業時に紹介する。
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人間生活学基礎研究
［担　当　者］�濱﨑　絵梨　他 10 名
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］4

［科目ナンバリング］310A0-1000-o4

310 50030

●本授業の概要：
　本授業は，各担当教員につき学生7名程度の少人数制で行う。本授業の目的は
次の通りである。1）人間生活学を構成する諸分野の広さと深さを知る，2）大学
の中心的な授業システムであるゼミ授業に慣れる，3）大学での学修・研究に必
要なアカデミック・スキルを理解し身につける，4）客観的な資料・論拠にもと
づいて，論理的・説得的に主張する能力を培う。

●到達目標：
1．テーマを設定し，テーマに沿った文献・資料の検索・収集ができる。
2．収集した情報を整理し，資料的な裏づけを持った主張ができる。
3．文献・資料に対して客観的に取り扱うことができる。
4．発表・レポート作成を繰り返すことで，アカデミック・スキルを定着させる。

●成績評価の基準：
課題レポート　60％（到達目標1，2，3，4）

（ブックレポート，夏休みレポート，�1期および2期のタームレポート）
レジュメにもとづく首尾一貫した発表　30%（到達目標1，2，3，4）
ディスカッションへの積極的な参加　10%（到達目標4）

●留意事項：
全出席を原則とする。
人間生活学科の必修授業である。
オフィスアワーは各担当教員が授業時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
授業は以下のような予定で進め、各担当教員が詳細を指示する。
第１期：
１　全体オリエンテーション（本授業の概要・到達目標・具体的な授業の進め
方について）
２　�図書館オリエンテーション
３　アカデミック・スキルとは何か
４　講義ノートの取り方
５　リーディング
６　情報の整理
７　研究のアウトプット
８　発表（プレゼンテーションの作法）
９　ブックレポートの作法、レジュメの作成（研究テーマ，研究計画，ブック
リスト等）
11～15　各ゼミでの課題図書の読解、発表

第２期：
16　レジュメの作成（研究テーマ，研究計画，ブックリスト等）
17　図書館講習（情報検索）
18～30　各ゼミでの発表および討議
　
　

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
大学生活の基盤となるアカデミック・スキルを学ぶ授業である。各自の積極的
な取り組みによって，スキルの定着を図ってほしい。必ず，次週に予定されて
いる内容に関してテキストの該当部分を熟読し，分からないことは事前に調べ
たうえで授業に臨むこと。

【必携書（教科書販売）】
『アカデミック・スキルズ第２版ー大学生のための知的技法入門』，佐藤望他編，
慶應義塾大学出版会，2012年

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『大学生のための研究ハンドブック−よくわかるレポート・論文の書き方−』，
ノートルダム清心女子大学人間生活学科編，大学教育出版，2011年

人間生活学演習ⅠＡ
［担　当　者］�中川　敦子　他 10 名
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 50040

●本授業の概要：
　本授業の前半は、人間生活学科の各教員の専門領域をはじめ、ゼミ内
容や活動の説明を通じて、人間関係、社会福祉、経営経済、生活環境、
生活文化の5つの研究領域から構成される幅広い多様な学びについて、
知識と理解を深めることを目的とする。またこれらの理解をもとに、各
自の研究テーマの設定およびゼミ選択時の参考とすることを目的とす
る。後半は、グループに分かれ、2回のワークショップをおこなう。ワー
クショップでは課題に対する調査・情報整理・討議・プレゼン資料作
成・発表に取り組む。これらの作業を通じて、一連のアカデミック・ス
キルを習得することで、１年次の「人間生活学基礎研究」で学んだ研究
方法の定着を図ることを目的とする。

●到達目標：
1．�人間生活学科に所属する各教員の専門性とゼミ内容を理解し、人間

生活学科における幅広い多様な学びを説明できる。
2．�自分の興味・関心に沿った研究領域に対する理解を深め、その領域

の中から問題意識を醸成しテーマを設定できる。
3．�ワークショップの中で調査・情報整理・討議・プレゼン資料作成・

発表といった一連のアカデミック・スキルを応用できる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。
課題レポート　30％（到達目標1,3)
グループワーク・発表　70％（到達目標2,3)

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。
オフィスアワーは各教員の授業時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1　　　オリエンテーション、教員による専門・ゼミ説明
2～6　��教員による専門・ゼミ説明
7～15　グループによるワークショップ2回

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
後半のグループによるワークショップでは、調査・情報整理・討議・プ
レゼン資料作成・発表について、各自が積極的な取り組みをおこなって
ほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
特になし
＜参考書等＞
資料等は各担当教員が指示する。
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人間生活学演習ⅠＢ
［担　当　者］�中川　敦子　他 10 名
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 50050

●本授業の概要：
　本授業では、人間生活学科における人間関係、社会福祉、経営経済、
生活環境、生活文化の５つの研究領域から、自分の問題意識と関心に沿っ
た領域について、各研究室・ゼミに分かれ、各自の研究活動を進めるこ
とを目的とする。これまでに習得したアカデミック・スキルを活用し、
資料収集・調査・討議・発表等、一連のスキルの体得とさらなる深化を
はかる。その成果を3年次から始まる「人間生活学演習Ⅱ」へと繋げる。

●到達目標：
１．人間生活学科の研究領域の中から自分の問題意識や関心に基づき、
それを明確な言葉で表現することができる。�
２．様々な事実や既存研究の情報を収集し、その要点をまとめ、研究テー
マと関連付けて分析をすることができる。�
３．論点を見つけ出し、筋道立てて述べることができる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。
１．�ディスカッション，資料収集などを通じた研究態度　40%（到達目

標１，２)
２．課題（レポート、発表等）　60%（到達目標１，２，３)
＊各研究室・ゼミによって指導方法や評価方法に違いがある。課題等に
ついては各研究室・ゼミの担当教員の指示に従うこと。

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。
課題等については各研究室・ゼミの指示に従うこと。
オフィスアワーは各教員の授業時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
＜一例＞
グループに分かれて、以下のように研究を進める。
１～３　研究テーマの決定
４～６　研究内容の検討・展開・協議
７～９　研究資料・調査・文献等の収集・報告
10～15　研究方針の取りまとめ・発表

＊上記の予定は一例である。
　各研究室・ゼミに分かれたのち、予定と内容については各担当教員に
よるオリエンテーションにて説明される指示に従うこと。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各担当教員の指示に従うこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　テキスト・資料等は担当教員が指示する。
＜参考書等＞
　資料等は担当教員が指示する。

人間生活学演習Ⅱ
［担　当　者］�葉口　英子　他 10 名
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］演習　［単位］4

［科目ナンバリング］310B0-3000-o4

310 50060

●本授業の概要：
　本授業では、人間生活学科における人間関係、社会福祉、経営経済、生活環境、
生活文化に関連したこれまでの多様な学びと豊富な知識を踏まえ、ゼミでの学
習を通じて、個々の問題意識を深め、各自のテーマを絞り、研究に取り組むこ
とを目的とする。まず、各自の研究テーマの設定・検討・資料収集・調査・考
察に取り組む。次に、これまでに習得した知識と体得したスキルをもとに、卒
業論文作成に関する一連の作業に取り組み、完成に向けた研究活動を遂行する。

●到達目標：
1. 人間生活学科において習得した豊富な知識を自分の研究に応用できる。
2. 人間生活を取り巻く諸問題に対する問題意識に基づき、自分の研究テーマの
設定や調査・考察を遂行できる。
3. これまでに体得した研究スキルをもとに、卒業論文作成に関する一連の作業
に取り組み、順調に進めることができる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。
1. 研究への取り組み�30%（到達目標2.3）
2. 課題（レポート、発表等）�70%（到達目標1.2.3）

＊各研究室・ゼミによって指導方法、課題、成績評価は異なるため、各ゼミの
担当教員の指示に従うこと。

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。�
オフィスアワーは各担当教員が授業中に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
（一例）
第1期
1～3. 研究テーマの決定
4～6. 研究内容の検討・展開・協議
7～9. 研究資料・調査・文献等の収集・報告
10～15. 研究方針の取りまとめ・発表

第2期
1～3. 卒業論文の構成について
4～6. 卒業論文の進め方
7～9. 研究資料の収集・調査等の実施、文献等の分析・評価
10～15. 卒業論文作成に向けての取りまとめ

＊上記の予定は一例であり、各ゼミの内容および進行は各担当教員が指示する。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各担当教員の指示に従って、十分な下調べと研究発表の準備をしておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　テキスト・資料等は担当教員が指示する。
＜参考書等＞
　資料等は担当教員が指示する。
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人間関係学Ⅰ
［担　当　者］�﨑川　修
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1230-o2

310 51000

●本授業の概要：
「ケアとしての人間関係」
他者との関わりは、人間の生（いのち＝くらし）の成立に不可欠な条件
である。この授業では、他者との交流の本質を「ケア」の営みのうちに
捉えて、そのあるべき姿を考察する。

●到達目標：
1.�「ケア」の概念の豊かさを知り、それを通じて生活世界と人間関係の
成り立ちを理解することができるようになる。
2.�受講者が自分自身の「人生」の中に「ケア」という関わりを発見し、
それを自らの生き方の中に位置づけ、レポートにまとめることができる。

●成績評価の基準：
受講態度、リアクションペーパー :50％（到達目標1）
期末レポート：50％　（到達目標2）

●留意事項：
オフィスアワー：授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　導入：人間関係を学ぶ
２�「かかわり」の風景
３�『星の王子さま』に学ぶ「人間関係」①
４�『星の王子さま』に学ぶ「人間関係」②
５　愛することの意味①（エロスとフィリア）
６　愛することの意味①（アガペーとケア）
７　ケアとしての人間関係
８　ケアの概念分析
９　ケアの発生論
11　ケアと依存
12　依存からの回復
13�『星の王子さま』に学ぶ「人間関係」③
14�『星の王子さま』に学ぶ「人間関係」④
15　まとめ
期末試験（レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）配布するプリント資料に目を通しておくこと。
（復習）リアクションペーパーに記述した内容について振り返り、講義
内容についての意見や疑問点などを整理し、まとめておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『ケアの本質』メイヤロフ，ゆみる出版
『星の王子さま』サン＝テグジュペリ（内藤濯訳），岩波書店
ほか授業内で随時紹介する。
適宜プリント資料を配布する。

女性学Ⅰ
［担　当　者］�山下　美紀
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 51020

●本授業の概要：
　本講義では，日常生活において自明視されている「ジェンダー」や「性」
にまつわるさまざまな常識を取り上げ，検討を加える。さらに社会・文
化的な性のありようを作り出している構造を解明し，現代的課題を提示
する。

●到達目標：
①ジェンダー問題を自分にひきつけて考えることができる。
②日常生活にあふれているさまざまなジェンダー構造に気づき，そこに
含まれている問題点を整理することができる。
③課題の解決の方策を講ずることができる。

●成績評価の基準：
　レポート・中間試験・期末筆記試験の結果を総合的に評価する。

　レポート：20％（到達目標①）
　中間試験：20％（到達目標②・③）
　期末筆記試験：60％（到達目標①・②・③）

●留意事項：
※講義中心であるが，グループ討議や発表を行うこともある

※オフィスアワー　水曜日　3・4時限
　　　　　　　　　随時、電子メールで質問を受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．「ジェンダー」学問領域の誕生と発展
２．ジェンダー論の基礎①�フェミニズムの歴史
３．ジェンダー論の基礎②�性の二分法
４．ジェンダー論の基礎③�ジェンダーをめぐる身体
５．ジェンダーの社会的構築
６．ジェンダー秩序とジェンダー体制
７．ジェンダーの再生産過程・中間試験
８．家族間葛藤とジェンダー
９．女性の労働と職場環境
10．教育におけるジェンダートラック
11．メディアとジェンダー
12．男性学と女性学
13．ジェンダー研究の紹介①
14．ジェンダー研究の紹介②
15．現代社会とジェンダー
16．期末筆記試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業の前半部分では，ジェンダー研究の基本的な文献を紹介するので，
それらを読んで理解を深めてもらいたい。（各回3時間程度）
後半部分では，さまざまなトピックを取り上げて紹介するので，それら
に関して各自で調べるなど，発展的な理解に結びつけるよう授業外学習
を行なってもらいたい。（各回3時間程度）

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
参考文献・資料等については講義中に指示する。
適宜資料を配布する。
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女性学Ⅱ
［担　当　者］�中谷　文美
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 51030

●本授業の概要：
本授業の狙いは、日本をはじめ、世界のさまざまな社会を対象とし、女
性や男性の生活にまつわる問題をジェンダーの視点で考えることにあ
る。とくに文化人類学のアプローチを重視することで、異文化理解が日
本に生きる私たちの現状をみつめ直すうえでどのように役立つのかを理
解することをめざす。視聴覚教材や新聞記事、統計資料などを多用する。

●到達目標：
ジェンダー概念の理論的背景を理解するとともに、ジェンダーをめぐる
諸問題をさまざまな社会の生活実態に即して考え、現代日本社会におけ
る自分自身の問題とも関連付ける思考を獲得する。

●成績評価の基準：
授業後のフィードバックコメント　　30％
教科書の感想レポート　20％
期末試験　50％

●留意事項：
本授業では、グループ・ディスカッションを含め、授業全体を通じて積
極的な参加を求めます。学外講師であるため、オフィスアワーはありま
せんが、問い合わせなどにはメールでお答えします。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1．ジェンダーとは何か（1）
2．ジェンダーとは何か（2）
3．ジェンダーへの文化人類学的アプローチとは
4．世界の女性を取り巻く現状
5．はたらく (1)�：性別分業
6．はたらく (2)�：家事は仕事？
7．つがう：結婚の多様なかたち
8．産む：出産をめぐる文化と社会
9．育てる（1）：社会の中の子ども
10．育てる（2）：血は水よりも濃い？
11．女・男になる：通過儀礼
12．性をゆさぶる (1)：「第3の性」
13．性をゆさぶる（2）：セックス・ジェンダー・セクシュアリティ
14．ビデオ視聴
15．グループ討論とまとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
毎回の授業で、次回の講義内容とかかわる必携書の該当章を指示するの
で、必ず読んで出席してください。また、関連テーマに関する予習ない
し復習コメントを求めます。授業中に配布されるレジュメに掲載した関
連図書や新聞記事・統計などの各種資料にも必ず授業後に目を通してお
くこと。

【必携書（教科書販売）】
ジェンダーで学ぶ文化人類学，田中雅一・中谷文美，世界思想社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

社会倫理学Ⅰ
［担　当　者］�﨑川　修
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51040

●本授業の概要：
現代社会における「いのち」についての様々な問題を、倫理学的な視点
から検討する。本講義では主に生命の「誕生」を中心に考察する。また
カトリック教会の生命倫理についての考え方にも触れる。

●到達目標：
1.�現在の生命科学と生命倫理の最新状況についての知識を獲得する。
2. 倫理学的な問題意識から、生命の問題を考察することができるように
なる。
3. 参加者一人一人が「いのち」のあり方について、自分自身の生の問題
と結びつけて問うことができるようになる。

●成績評価の基準：
受講態度、リアクションペーパー：30%（到達目標3）
定期試験：70%（到達目標1.2）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　導入：「いのち」の現在形
２　生命観とその系譜①古典的生命観
３　生命観とその系譜②近代的生命観
４　生命倫理学の誕生
５�「誕生」をめぐる倫理
６　出生前診断
７　バース・コントロールの倫理
８　人工妊娠中絶をめぐる問題
９　人工生殖技術の諸問題
10　人工授精と体外受精
11　代理母・代理出産
12　クローン技術の諸問題
13　高度人体改造医療をめぐって
14　カトリック教会と生命倫理
15　まとめ
16　筆記試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書やプリントの該当箇所を事前に読んでおくこと。
（復習）関連するニュースや文献などを調べ、自分自身の意見を整理し
ておくこと。

【必携書（教科書販売）】
『新・いのちの法と倫理』，葛生栄二郎・河見誠・伊佐智子著，法律文化
社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『いのちへのまなざし【増補新版】』，日本カトリック司教団著，カトリッ
ク中央協議会，2017年
その他参考書は授業内で随時紹介する。
教科書の他に、プリント資料を配布する。
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行政法
［担　当　者］�高橋　正徳
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 51060

●本授業の概要：
　本授業では，初めに行政法の基本原理について理解したのち，「行政
作用法」として行政行為および行政手続・情報公開について，「行政救
済法」として行政上の不服申立ておよび行政事件訴訟について，さらに，

「行政組織法」として地方行政組織について，その基本的な内容を習得
する。

●到達目標：
　身近で具体的な事例を素材にして行政法の基本的な仕組みを学ぶこと
により，行政に対する授権と統制の法としての行政法を実社会の中で活
用できる。

●成績評価の基準：
　小テスト：30％
　定期試験：70％

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　行政法の基本原理 (1)―法治主義
２　行政法の基本原理 (2)―行政上の法関係
３　行政行為と行政裁量
４　行政行為の効力
５　行政行為の瑕疵
６　行政行為の撤回および付款
７　行政手続
８　情報公開
９　行政上の不服申立て
10　行政事件訴訟の類型
11　取消訴訟の訴訟要件 (1)―取消訴訟の対象，原告適格
12　取消訴訟の訴訟要件 (2)―訴えの利益，被告適格，出訴期間
13　取消訴訟の審理および判決
14　行政事件訴訟と仮の権利保護
15　地方行政組織
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）次週に予定されているテーマについて，テキストの該当部分を
熟読し，概要を理解しておく。

（復習）配付されたレジュメ，資料とテキストを通じて，当該テーマに
ついての理解を深める。

【必携書（教科書販売）】
『事例で考える行政法』，横山信二 ･ 廣瀬�肇編著，嵯峨野書院

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
小型の六法（どれでもよい）

民法Ⅰ
［担　当　者］�山本　賢昌
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51080

●本授業の概要：
　民法のうち，第1編総則，第2編物権，第3編債権について，その内容
を解説し，財産法上の重要な論点を考察する。さらに，具体的事例を検
討することにより，社会生活における民法 ( 財産法 ) の作用や役割につ
いて理解させるとともに , 今後の社会生活に資することを目的とする。

●到達目標：
　各条文の立法趣旨・内容を理解し，具体的事例において，どのように
適用されるのか，的確に判断しうる力を養う。

●成績評価の基準：
　受講態度　　　　　　30％
　定期試験　　　　　　70％

●留意事項：
　本講義で学ぶことがらを今後の社会生活に役立てるよう，また，法律，
裁判について興味と関心をもってもらうよう希望する。

●実務経験の授業への活用方法：
　弁護士としての経験を活かし，民法に関する具体的事例を検討し，学
生の理解を促す。

●授業予定一覧：
1.�イントロダクション ( 日本国憲法の基本原理の理解，民法・行政法の

理解を含む )，人，成年後見制度
2.�法人
3.�物，法律行為（意思表示）
4.�法律行為（代理，条件，期間）
5.�法律行為（時効）
6.�物権（所有権）
7.�物権（相隣関係）
8.�物権（用益物権）
9.�物権（担保物権）
10.�債権（総則）
11.�債権（契約総則）
12.�債権（各論）
13.�債権（各論）
14.�債権（各論）
15.�債権（不法行為）
定期試験（筆記）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：

【必携書（教科書販売）】
『デイリー六法平成３１年版』，三省堂

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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民法Ⅱ
［担　当　者］�山本　賢昌
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51090

●本授業の概要：
　民法のうち，第4編親族，第5編相続について，その内容を解説し，家
族法上の重要な論点を個別的に考察する。さらに，具体的事例を検討す
ることにより，社会生活における民法 ( 家族法 ) の作用や役割について
理解させるとともに , 今後の夫婦・親子・家族・親族のあり方を考察す
る。
また，日常生活上の支援が必要な者に対する自立支援事業の実際，権利
擁護活動の実際などについても講義する。

●到達目標：
　条文の立法趣旨・内容を理解し，具体的事例において，どのように適
用されるのか，的確に判断しうる力を養うとともに，権利擁護の理念を
体得する。

●成績評価の基準：
　受講態度　　　　　　30％
　定期試験　　　　　　70％

●留意事項：
　本講義で学ぶことがらを今後の社会生活に役立てるよう，また，法律，
裁判について興味と関心をもってもらうよう希望する。

●実務経験の授業への活用方法：
　弁護士としての経験を活かし，民法に関する具体的事例を検討し，学
生の理解を促す。

●授業予定一覧：
1.�イントロダクション，婚姻（要件）
2.�婚姻（要件）
3.�婚姻（婚約，内縁）
4.�婚姻（効力）
5.�離婚（1）
6.�離婚（2）
7.�親子（実子）
8.�親子（養子）
9.�親権，扶養
10.�相続（総則，相続人）
11.�相続（効力）
12.�相続（遺言，遺留分）
13.�相談援助活動と法との関わり
14.�日常生活自立支援事業と成年後見制度利用支援事業
15.�権利擁護に係わる組織・団体の役割と実際及び活動の実際
定期試験（筆記）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：

【必携書（教科書販売）】
『デイリー六法平成３１年版』，三省堂

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

社会法
［担　当　者］�浅沼　友恵
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 51100

●本授業の概要：
日本の社会政策諸制度を理解するとともに、問題点についても考察する。また、
雇用問題を検討し、働く女性の法について理解を深めたい。

●到達目標：
国家公務員（Ⅱ種）、地方公務員上級試験の受験を希望する学生に基礎的な知識
あるいは基本的な思考方法を習得させたい。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度：30点
定期試験：70点

●留意事項：
六法辞書について、授業では『デイリー六法』を使用するが他にすでに持って
いれば、それを使用してもかまわない。

●実務経験の授業への活用方法：
①金融機関に勤務経験あり。
②金融機関では公的な社会保障制度の理解が大前提であり、それを補完する金
融商品との関係の理解が業務遂行の基本であるとともに、就職するにあたり、
雇用のルール（男女雇用機会均等法や育児休業、就業時間制や残業法制、リス
トラの要件等）を知っておくことも職業生活には必要である。また、公務員試
験の「社会政策」科目に対応する知識はどの分野の就職活動にとっても有益で
ある。
③　学生には就職するにあたり必要な働き方のルールから、自らが関わる社会
保障制度までの理解をとおして、学生自身のライフプラン、ライフワークバラ
ンスの考察を促す。

●授業予定一覧：
Ⅰ . 社会政策概論
　　　第1回　〔1〕社会政策の歴史
　　　第2回　〔2〕世界の社会政策
Ⅱ．日本の社会政策

〔1〕所得保障政策
　　　第3回　��①公的年金制度
　　　第4回　��②障害年金・遺族年金制度
　　　第5回　��③企業年金制度
　　　第6回　��④生活保護制度

〔2〕医療保障政策
　　　第7回　��①健康保険制度
　　　第8回　��②高齢者の健康保険制度

〔3〕雇用・失業政策
　　　第9回　��①現代雇用情勢から見る女性の雇用
　　　第10回�　②男女雇用機会均等法について
　　　第11回�　③障害者雇用
　　　第12回�　④雇用保険

〔4〕労働基準政策
　　　第13回�　①内定と労働契約、働き方の多様化と賃金問題
　　　第14回�　②育児介護休業法と休業中の所得保障について
　　　第15回　�③労災保険
第16回　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
予習はテキストの次回のテーマの部分に目を通すことを希望します。授業中は
ノートの取り方に工夫をしてください。特に、板書のみを書き取っているケー
スが見受けられますが、説明なども書き加え復習しやすいノートの作成を希望
します。試験前にまとめて復習しようとすると多岐にわたる内容を網羅するこ
とが難しいため、その都度配布されたプリントやノートの内容を見直し定着を
はかるように努めてください。

【必携書（教科書販売）】
『社会保障法　第6版�』，加藤智章著，有斐閣

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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家族社会学
［担　当　者］�山下　美紀
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 51120

●本授業の概要：
　本講義では，家族変動を読み解く基本的な理論と方法論を提示し，現代
の家族に迫る。歴史の中で変転を遂げてきた家族の姿を追い，現代家族の
抱える問題を析出する。家族および人と人のつながりを考えていく手がか
りを提示する。講義中心であるが，グループ討議や発表の機会を持つ。

●到達目標：
①家族研究の基礎的理論・学説および基本的用語を説明することができる。
②家族変動を社会学的な分析視点から説明することができる。
③家族にかかわる現代的諸問題を，自分の生き方と関連付けながら考察・
説明することができる。

●成績評価の基準：
　中間試験：20％（到達目標①）
　レポート：20％（到達目標③）
　期末筆記試験：60％（到達目標①・②・③）

●留意事項：
※受講生が家族に対してどのような意識をもっているかについて，アンケー
ト調査を行う。

※オフィスアワー　水曜日　3・4時限
　　　　　　　　　随時、電子メールで質問を受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１.�家族研究への招待・アンケート
２.�家族研究の紹介
３.�社会と家族と個人（プレゼンテーション・ディスカッション）
４.�家族イメージの変容
５.�社会の変化と家族の変容
６.�近代社会と家族と子ども・中間試験①
７.�日本型近代家族と「家」
８.�近代家族の揺らぎ
９.�世界の家族
10．現代の子ども事情
11．現代の夫婦事情・中間試験②
12．愛・性・結婚
13．日本の婚姻動向と婚姻観
14．潜在的機能ストレス
15．家族の現代的意味を問う
16．期末筆記試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）授業の前日までに，授業中に提示した文献や資料を読んでくるよう
にしてもらいたい。（各回1時間程度）

（復習）授業で取り上げたトピックスについて，各自で資料や統計などを探
して，理解を深めてもらいたい。（各回2時間程度）

（全体）家族にかかわる話題（ニュース・ドラマ・映画・講演会・シンポジ
ウム）に積極的に触れ，参加し，自分なりの家族論を論じられるようになっ
て欲しい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書＞

『現代家族を読み解く12章』，日本家政学会編，丸善出版。

地域社会学
［担　当　者］�二階堂　裕子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 51130

●本授業の概要：
　本講義の目的は、現代における地域社会の諸問題への理解と関心を深め、新
たな社会システムの構築のために、今後、私たちが進むべき方向性を考察する
ことである。
　まず、私たちが日常生活を営む地域社会というものの捉え方やその成り立ち
を学ぶ。そのうえで、戦後の高度成長期を経て、日本の地域社会がどのような
問題に直面するようになったのかを理解する。さらに、少子高齢化、急激な景
気悪化、グローバル化などの社会変動が、今日の地域社会にどのような影響を
与えているかについて検討する。

●到達目標：
①地域コミュニティの変容を促したメカニズムや、今日の社会が直面している
諸問題を説明できる。
②自らと地域社会の関係を批判的に再考し、その成果を論じることができる。
③現代の地域社会を取り巻く諸問題の解決に向けて、広い視野から行動できる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー（授業で学んだことや意見）：30％（到達目標①、②）
期末試験：70％（到達目標①、②、③）
　ただし、試験をレポートに変更する可能性もある。

●留意事項：
・自分をとりまく地域社会の動向や諸課題に関心をもつこと。
・オフィスアワーは、授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1．地域社会とコミュニティ
2．コミュニティ問題の登場
3．都市化と地域社会における変容
4．町内会とコミュニティ形成
5．コミュニティ活動における自治体・住民・NPO の関係
6．コミュニティ・センター
7．コミュニティ活動
8．子育てと地域社会
9．高齢化と地域社会
10．地方都市の衰退と再生
11.�中山間地域における過疎化
12．インナーシティ問題の発生
13．安全・安心な生活と地域社会
14．グローバル化と地域社会
15．多民族・多文化化とコミュニティ形成
16．期末試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（復習）授業で扱った内容について、配布した資料を熟読するほか、新聞などの
情報を収集し、自分の見解をまとめておくこと（毎回3時間程度）。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
講義中に適宜資料を配付するほか，参考書なども紹介する。
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社会福祉学Ⅰ
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51140

●本授業の概要：
　現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解す
る。福祉の原理をめぐる理論と哲学を理解する。福祉制度の発達過程を学び、
福祉の歴史的性格を把握する。福祉政策のニーズと資源について考えていく。

●到達目標：
1. 社会福祉についての理念、歴史、制度について理解し、説明することができる。
2. 利用者の権利を実現するために何が必要か考え、提言することができる。
3. 利用者に必要な制度を検討し、具体的に提示することができる。
4. 少子高齢化、人口減少などのなかでの社会福祉のあり方を提言することがで
きる。

●成績評価の基準：
授業時の課題　　20％（到達目標1）
レポート　　　　20％（到達目標2，3，4）
定期試験　　　　60％（到達目標1，2，3，4）

●留意事項：
少子高齢化など、福祉をめぐるさまざまな動きに常に関心をもつこと。
制度について、法律を参照するなど正確に理解するよる努めること。
オフィスアワー　火曜日　1,2時限
質問は随時電子メールで受け付ける（アドレスは初回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経
験から、社会福祉の課題を福祉現場の現実を踏まえて提起していくことで、学
生が理念にとどまらず人々の生活実態から実践的に問題を捉えていくことを促
す。

●授業予定一覧：
1　福祉制度の概念と理念
2　少子高齢化と福祉
3　福祉制度と福祉政策の関係
4　福祉政策と政治の関係
5　福祉政策の主体と対象
6　福祉の原理をめぐる理論
7　福祉の原理をめぐる哲学と倫理
8　福祉の歴史−前近代社会と福祉
9　福祉の歴史−近代社会と福祉
10�福祉の歴史−現代社会と福祉
11�社会福祉の法律（レポートの提示）
12�社会福祉行政
13�福祉サービスの利用
14�福祉政策の現代的課題
15�福祉政策の課題と国際比較
定期試験（筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業時で取り上げる課題について、文献等を読んでおく。取り上げた課題につ
いて、法律や制度を確認する。これら事前・事後の学習を各1時間程度行うこと。

【必携書（教科書販売）】
『改訂版　現代福祉学概論』，杉山博昭編著，時潮社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『社会福祉小六法　2019』ミネルヴァ書房

社会福祉学Ⅱ
［担　当　者］�杉山　博昭・﨑川　修
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51150

●本授業の概要：
　社会福祉学Ⅰを踏まえて，福祉政策の構成要素について理解する。福祉政策と関連政策
の関係について検討する。ケア論を軸とした相談援助活動と福祉政策との関係について理
解し、そのなかで職業倫理についても考えていく。

●到達目標：
　社会福祉学が対象とする問題領域についての理解を基本とし，現状における社会福祉施
策の対象領域の変容を確認する。当事者と援助者との関係についてケアの視点で把握しつ
つ、将来福祉従事者となるための基本的な知識と心構えを身につけることを目標とする。

●成績評価の基準：
定期試験　　70％
レポート　　30％

●留意事項：
「社会福祉学Ⅰ」を履修しておくことが望ましい。（単位を取れていなくても可）
オフィスアワー　火曜日　1，2時限
質問は随時電子メールで受け付ける（アドレスは第1回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
�杉山は特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経験
から、社会福祉の課題を福祉現場の現実を踏まえて提起していくことで、学生が理念にと
どまらず人々の生活実態から実践的に問題を捉えていくことを促す。

●授業予定一覧：
第１回：ニーズと社会資源（担当：杉山）
　　　　　―ニーズと需要、フォーマルな資源とインフォーマルな資源−
第２回：福祉政策における政府の役割（担当：杉山）
　　　　　−法・政策・財源をめぐって−
第３回：福祉政策における市場の役割（担当：杉山）
　　　　　−一般の市場と福祉市場の違い−
第４回：福祉政策における国民の役割（担当：杉山）
　　　　　−政策決定過程への民主的プロセス−
第５回：福祉政策の手法・政策決定過程評価（担当：杉山）
　　　　　−政策をどう決定し、実行するか−
第６回：福祉供給における公的部門（担当：杉山）
　　　　　−国と自治体−
第７回：福祉供給における民間部門（担当：杉山）
　　　　　−民間非営利・民間営利・インフォーマル−
第８回：福祉援助とケアの関係性（担当：﨑川）
　　　　　−専門援助におけるケアの役割−
第９回：福祉供給過程（担当：﨑川）
　　　　　−援助者をどう支えるか−
第10回：福祉利用過程（担当：﨑川）
　　　　　−グリーフケアなど終末期を視野に入れて−
第11回：福祉政策と教育政策（担当：杉山）
　　　　　−学校での福祉教育をめぐって−
第12回：福祉政策と住宅政策（担当：杉山）
　　　　　−居住福祉を中心に−
第13回：相談援助活動と福祉政策（担当：﨑川）
　　　　　−マクロ政策と個々人への支援をどうつなぐか−
第14回：専門職と職業倫理（担当：﨑川）
　　　　　−ケア倫理と職業倫理−
第15回：これからの福祉と当事者支援（担当：﨑川）
　　　　　−当事者主体の援助を考える−
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
抽象的な内容が多いので、授業では具体的な事例に触れる機会が少なくなる。授業で示し
た内容、たとえば政府の役割について、参考文献、新聞記事などを用いて、身近な課題と
して考える取り組みを、授業時間外にも行うこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
杉山博昭編著，『改訂版　現代福祉学概論』，時潮社　

＜参考書等＞
『社会福祉小六法　2019』，ミネルヴァ書房
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高齢者福祉論Ⅰ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51160

●本授業の概要：
　高齢者の生活実態や高齢者を取り巻く社会情勢について理解する。また，高
齢者保健福祉関連の諸制度について展開過程とともに学習する。そのうえで，
高齢社会の一員として，どのような地域社会づくりが必要なのか，そのために
自分たちには何ができるのか考える。

●到達目標：
1．高齢者の生活実態，取り巻く社会情勢，福祉・介護需要について説明するこ
とができる。
2．高齢者保健福祉の関連法について説明することができる。
3．充実した高齢期の生活のために必要なことについて関心をもって考察し，意
見を述べることができる。
4．地域社会の一員として，高齢社会における誰もが豊かに暮らせる地域社会づ
くりについて考察し，具体例を示しながら記述することができる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー　10％（到達目標3）
ワークショップ　10％（到達目標3，4）
レポート　20％（到達目標1，3）
定期試験　60％（到達目標1，2，3，4）

●留意事項：
外部講師による認知症サポーター養成講座を実施する。
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者施設において介護・生活相談業務に携わっていた経験を活かして，具体
例を示しながら，現場の実態に即した内容について講義する。

●授業予定一覧：
１　高齢者理解のために
２　少子高齢社会の進展
３　高齢者の福祉需要と暮らしの諸問題
４　高齢者の福祉需要と地域支援
５　高齢者の身体的・精神的理解
６　高齢者の生活史と人生における高齢期
７　認知症の基礎知識①　認知症と内的世界
８　認知症の基礎知識②　認知症ケアとその実際
９　認知症サポーター養成講座（特別講義講師�認知症の人と家族の会岡山県支
部）
10　高齢者の権利擁護　
11　高齢者保健福祉の法体系
12　介護保険法の概要
13　介護保険法のサービス
14　ワークショップ
15　まとめ
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書の指定ページを読んで，分からないことは事前に調べたうえで授
業に臨んでください。

（復習）授業内容に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので，それらを読
んで理解を深めてください。

【必携書（教科書販売）】
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座13　高齢者に対す
る支援と介護保険制度』中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

高齢者福祉論Ⅱ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51170

●本授業の概要：
　高齢者福祉の諸制度やサービスについて，サービス内容，実施機関，専門職
を理解する。介護を必要とする高齢者と高齢者介護，終末期ケアについて学習
する。さらに，高齢社会の一員として，介護を必要とする高齢者がより豊かに
暮らせる地域社会を構築していくために，どのようなことが必要なのか，また，
そのために自分たちには何ができるのか具体的に考える。

●到達目標：
1．介護保険法の仕組みやサービス内容について説明できる。
2．要介護高齢者の尊厳ある生活のために必要な支援について述べることができ
る。
3．「老い」について多角的に捉えることができる。　
4．地域社会の一員として，介護を必要とする高齢者がより豊かに暮らせる地域
社会づくりについて考察し，具体例を示しながら記述することができる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー　10％（到達目標3）
ワークショップ　10％（到達目標3，4）
レポート　20％（到達目標2，3）
定期試験　60％（到達目標1，2，3，4）

●留意事項：
「高齢者福祉論Ⅰ」を履修していることが望ましい。
オフィスアワーは授業時に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者施設において介護・生活相談業務に携わっていた経験を活かして，具体
例を示しながら，現場の実態に即した内容について講義する。

●授業予定一覧：
１　介護保険制度①�概要
２　介護保険制度②�要介護認定
３　介護保険制度③�居宅サービス
４　介護保険制度④�施設サービス
５　介護保険制度⑤�介護予防サービス・地域密着型サービス
６　高齢者を支援する組織と役割①�サービス事業者
７　高齢者を支援する組織と役割②�地域包括支援センター
８　高齢者を支援する組織と役割③�社会福祉協議会、その他
９　高齢者を支援する専門職の役割と実際（特別講義講師）
10　介護保険によるケアマネジメント（特別講義講師）
11　高齢者介護の概念と対象
12　高齢者介護の実際
13　終末期ケア
14　終末期ケアの実際
15　まとめ
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書の指定ページを読んで，分からないことは事前に調べたうえで授
業に臨んでください。

（復習）授業内容に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので、それらを読
んで理解を深めてください。

【必携書（教科書販売）】
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座13　高齢者に対す
る支援と介護保険制度』中央法規出版�（「高齢者福祉論Ⅰ」の受講者は入手済。）

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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児童福祉論
［担　当　者］�八重樫　牧子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 51180

●本授業の概要：
　高齢化、少子化が進行する中、これからの子ども家庭福祉は子どもを健やかに生
み育てる環境づくりを重視した子育ち・子育て支援の展開が求められている。
　本講義では、子どもや家庭を取り巻く社会状況や福祉ニーズ、現代社会における
子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷、子どもの人権擁護、子ども家庭福祉の制度や
実施体系、子ども家庭福祉の現状と課題、そして子ども家庭福祉の動向と展望など
子ども家庭福祉の基本的な知識について理解することを目的とする。授業外でも、
前もって配布するサブノートを活用した授業の準備や、毎回、配布するリアクショ
ンペーパーに授業で学んだことの振り返りを行うなどの自主学習を行う。

●到達目標：
1．子どもや家庭を取り巻く社会状況や福祉ニーズについて説明できる。
2．現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷について説明できる。
3．子どもの権利保障について説明できる。
4．子ども・家庭福祉の相談援助活動において必要となる子ども・家庭福祉制度等に
ついて説明できる。
5．子ども家庭福祉の現状と課題について説明できる。
6．子ども家庭福祉の動向と展望について説明できる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー：20％（到達目標1、2、3、4、5、6）
定期試験：80％（到達目標1、2、3、4、5、6）

●留意事項：
　子どもや子育て家庭にかかわる問題（子どもの貧困、児童虐待、障害児、子育て
不安など）について掲載されている新聞記事や本を積極的に読んでほしい。
　質問等がある場合は、授業中あるいは授業後に、遠慮なく尋ねてほしい。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　現代社会と子ども家庭福祉
２　子ども家庭福祉の理念と概念
３　子ども家庭福祉の歴史的変遷
４　子どもの権利保障
５　子ども家庭福祉の制度と法体系�
６　子ども家庭福祉の実施機関・児童福祉施設
７　子ども家庭福祉の専門職
８　子ども家庭福祉の現状と課題①保育と地域子育て支援
９　子ども家庭福祉の現状と課題②母子保健と子どもの健全育成�
10　子ども家庭福祉の現状と課題③子ども虐待・ＤＶなどへの支援
11　子ども家庭福祉の現状と課題④ひとり親家庭への支援�
12　子ども家庭福祉の現状と課題⑤社会的養護
13　子ども家庭福祉の現状と課題⑥子どもの非行や貧困などへの支援
14　子ども家庭福祉の現状と課題⑦障害のある子どもへの支援
15　子ども家庭福祉の動向と展望
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
＜予習＞毎回、授業前に、前もって配布したサプノートの該当箇所にキーワード等
を記入して、授業に臨むこと。
＜復習＞毎回、授業で配布するリアクションペーパーに、授業で学んだことを振り
返り、気づいたこと等などを記入し、次回の授業前に提出する。

【必携書（教科書販売）】
子ども家庭福祉論，赤木正典・流王治郎編著，建帛社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
最初の授業に、サブノートを配付する。
毎回、リアクションペーパーを配布する。
必要に応じて資料プリントを配布する。
参考書は授業中に適宜紹介する。

児童の生活と福祉
［担　当　者］�八重樫　牧子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 51190

●本授業の概要：
　少子高齢社会における子どもや子育て家庭の様々な困難な状況について、子どもの権利
を尊重するという視点から理解する。さらに子育て支援、子どもの居場所、児童虐待、社
会的養護、子どもの貧困などの実践事例から、子ども家庭福祉に関する生活問題の現状と
課題について学ぶ。また、これらの実践事例についてグループワーク（演習）を行うこと
によって、子ども家庭福祉問題の解決方法を考察する。

●到達目標：
1．子どもや子育て家庭の生活問題について、子どもの権利を尊重するという視点から説
明できる。
2．子ども家庭福祉の実践事例を通して、子ども家庭福祉に関する生活問題と課題につい
て説明することができる。
3．子ども家庭福祉の実践事例について、グルーグでディスカッションをすることによって、
子どもの家庭福祉問題の解決方法などを共有することができる。

●成績評価の基準：
レポート：70％（到達目標1、2）
ワークシートと振り返りシート：30%（到達目標3）

●留意事項：
児童福祉論を受講していることが望ましい。
質問等がある場合は、授業中あるいは授業後に、遠慮なく尋ねてほしい。
グループワークには、積極的に参加してほしい。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　子どもや子育て家庭にかかわる諸問題と子どもの権利（講義①）
２　子育て支援の現状と施策の動向（講義②）
３　子育て支援の実際─地域子育て拠点事業等の実践事例（グループワーク①）
４　子どもの居場所の現状と施策の動向（講義③）
５　子どもの居場所の実際①児童館の実践事例（グループワーク②）
６　子どもの居場所の実際②困難な状況におかれた子どもの居場所の実践事例（グループ
ワーク③）
７　児童虐待の現状と施策の動向（講義④）
８　児童虐待の実際①体罰としつけの違い（グループワーク④）
９　児童虐待の実際②児童虐待の実践事例（グループワーク⑤）
10　社会的養護の現状と施策の動向（講義⑤）
11　社会的養護の実際─児童養護施設の実践事例（グループワーク⑥）
12　社会的養護の実際─社会的養護（赤ちゃんポスト）の実践事例（グループワーク⑦）
13　子どもの貧困の現状と施策の動向（講義⑥）
14　子どもの貧困の実際─子どもの貧困の実践事例（グループワーク⑧）
15　これからの子育ち・子育て支援の課題（グループワーク⑨）
定期試験は実施しない。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
1．講義内容のレジメを配布する。次週のクループワーク（演習）の前に、前もって実践
事例に関する資料を配布するので、事前に読んで実践事例の内容や疑問点などを把握して
グループワーク（演習）に臨んでほしい。
2．グループワーク（演習）で取り上げる実践事例に関するワークシートを配布する。課
題についてグループでディスカションをし、クラスで発表する。グループワークで取り組
んだことについて振返りを行い、気づいたことや感想などを振り返りシートに記入して、
次回の授業前に提出する。
3．実践事例で取り上げた子ども家庭福祉問題の中から，興味のある内容を選び，講義内
容やグループワークでの課題を復習・整理し、レポート作成の準備をしておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中に講義内容をまとめたレジメや、実践事例に関する資料、グループワーク（演習）
のワークシートや振り返りシートを配布する。
参考図書は授業中に適宜紹介する。
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障害者福祉論
［担　当　者］�平松　正臣
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51200

●本授業の概要：
現在の障害のある人を取り巻く諸課題を全体的構造的に理解し、制度、
関連機関、職種などを知ることをとおして、その生活支援のあり方につ
いて学習する。

●到達目標：
障害のある人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。
障害者自立支援法や障害者の福祉・介護に係る他の法制度について理解
し、他者に説明できるようになる。

●成績評価の基準：
・授業参加・発表　　　20%
・課題レポート　　　　20%
・定期試験　　　　　　60%

●留意事項：
※　オフィスアワー　水曜日　５，６限（変更は、授業中に指示する）

●実務経験の授業への活用方法：
障害のある人の自立を支援する施設で、支援員として実務経験の経験、
施設長として組織を運営、障害者施設の連絡協議会の会長を務め障害の
ある人の自立と福祉に関しての教育には理想論、現実論にも適切に指導
できる。

●授業予定一覧：
1�．障害者を取り巻く社会情勢
2�．障害者の生活実態（１）生活　家族
3�．障害者の生活実態（２）就労　所得
4�．障害者にかかわる法体系
5�．障害者自立支援制度　利用手続き
6�．障害者自立支援制度　障害程度区分認定
7�．障害者自立支援制度　自立支援給付
8�．組織・機関の役割
9�．他職種連携・ネットワーキング
10．障害福祉の関連法制度 ( １)�雇用
11．障害福祉の関連法制度 ( ２)�教育
12．障害福祉の関連法制度 ( ３)�医療
13．組織・機関の役割
14．障害者問題の倫理
15．障害者福祉の今後の課題
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）この授業は、テキストを中心に進めていきます。
（復習）参考図書やホームページなどを紹介しますので、関心をもって、
理解を深めてください。障害者福祉サービスが利用できるように、詳細
な正しい情報を収集して活用してください。

【必携書（教科書販売）】
『新社会福祉士養成課程14　障害者に対する支援と障害者自立支援制
度』，社会福祉士養成講座編集委員会編，中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
・社会福祉士養成講座編集委員会編『資料集』中央法規出版
・参考文献は随時紹介する。

社会保障論Ⅰ
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51220

●本授業の概要：
　社会保障とは何か、なぜ社会保障が必要なのかを把握するとともに、社会保
障が発展する歴史的なプロセスを考える。医療保険制度の概要や制度が抱えて
いる課題を学習する。介護保険制度が必要とされた高齢社会の現状を学ぶとと
もに、制度の概要や課題について議論する。

●到達目標：
1. 社会保障とは何か、社会保障がなぜ必要かについて説明することができる。
2. 社会保障をとりまく課題に対して、政策を提言することができる。。
3. 医療保障制度を活用して、傷病者を支援することができる。
4. 介護保険制度を活用して、要介護高齢者を支援することができる。

●成績評価の基準：
授業中の課題　　　20％（到達目標1,2)
レポート　　　　　20％（到達目標3，4）
定期試験　　　　　80％（到達目標1，2，3，4）

●留意事項：
新聞、専門誌、厚生労働省のホームページなどで、常に新たな情報を把握して
おくこと。
オフィスアワー　火曜日　1，2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第1回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経
験から、医療保険や介護保険の課題について福祉現場の現実を踏まえて提起し
ていくことで、学生が人々の生活実態から実践的に社会保障を捉えていくこと
を促す。

●授業予定一覧：
1��社会保障の概念
2��欧米における社会保障の発展
3��社会保障制度の課題
4��少子高齢化・人口減少社会と社会保障
5��医療保障をめぐる動き
6��医療保険制度の歴史
7��協会けんぽ・組合健保
8��国民健康保険・高齢者の医療保険
9��医療保険による給付
10　医療保障をめぐる課題
11　介護保険制度の背景
12　介護保険制度の概要
13　介護保険制度によるサービスの利用手続き
14　介護保険制度によるサービスの給付
15　介護保険制度の課題
定期試験（筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
制度の概要について、あらかじめ文献や厚生労働省ホームページ等で調べて、
理解したうえで出席する。授業後も同様に確認する。これら学習には1～2時間
程度要する。

【必携書（教科書販売）】
『社会福祉士養成テキストブック１９　社会保障』，広井良典・山崎泰彦編，ミ
ネルヴァ書房

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付

人
間
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社会保障論Ⅱ
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51230

●本授業の概要：
　「社会保障論Ⅰ」での社会保障への理解を踏まえ、年金保険を中心とした所得
保障制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度を学ぶ。さらに、公的な制
度を補完するものとしての民間保険や企業年金についても考えていく。

●到達目標：
1. 年金制度の概要を理解し、わかりやすく説明することができる。
2. 保険料支払い期間等の情報を踏まえ、年金額がいくらになるか計算すること
ができる。
3. 年金制度の本質を踏まえ、制度改正について提案することができる。
4. 雇用保険制度の概要を理解し、説明することがきでる。
5. 労災保険の概要を理解し、説明することができる。
6. 民間保険の特質を理解し、生活保障の手段として活用することができる。

●成績評価の基準：
授業中の課題　�20％（到達目標1，4，5）
レポート　　�　20％（到達目標3，5）
定期試験　　　�60％（到達目標1，2，3，4，5，6）

●留意事項：
新聞、専門誌、厚生労働省のホームページなどで、常に新たな情報を把握して
おくこと。
年金についての報道を他人事と考えず、自らの課題として捉えること。
オフィスアワー　火曜日�1,2時限。
質問は随時電子メールで受け付ける（アドレスは第1回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経
験から、年金や労働保険の課題について福祉現場の現実を踏まえて提起してい
くことで、学生が人々の生活実態から実践的に社会保障を捉えていくことを促
す。

●授業予定一覧：
1��年金保険の意義と歴史
2��国民年金制度の意義
3��国民年金制度の概要
4��厚生年金保険制度の意義
5��厚生年金保険制度の概要
6��年金制度をめぐる課題
7��社会手当の意義と概要
8��雇用保険制度の概要
9��雇用保険制度の課題
10�労働者災害補償保険の概要
11�労働者災害補償保険の課題
12�民間保険の意義
13�民間保険の概要
14�企業年金の意義と課題
15�社会保障の今後の動向
定期試験（筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
制度の概要について、あらかじめ文献や厚生労働省ホームページ等で調べて、
理解したうえで出席する。授業後も同様に確認する。これら学習には1～2時間
程度要する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
広井良典・山崎泰彦編，『社会福祉士養成テキストブック１９　社会保障』，ミ
ネルヴァ書房

＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付

公的扶助論
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 51240

●本授業の概要：
�公的扶助は、健康で文化的な生活を保障する制度として、社会福祉制度の基礎
となるものである。公的扶助の歴史、制度の概要、低所得者支援の課題などを
把握することで、生存権について理解を深める。また、子どもの貧困などの現
実にも着目するほか、生活困窮者自立支援やホームレス支援について考える。

●到達目標：
1. 貧困・低所得者問題について、その原因や解決策について分析・提案できる。
2. 社会の発展のなかでの貧困の意味について説明できる。
3. 貧困の自己責任論に対して、貧困の社会的性格について説得的に反論できる。
4. 生活保護制度について説明できる。
5. 低所得者に対して相談に応じ、利用できる制度について提案できる。
6. 生活困窮者への支援計画を立案できる。

●成績評価の基準：
授業での取り組み　20％（到達目標1,2,3,5）
レポート　　　　　20％（到達目標5,6）
定期試験　　　　　60％（到達目標1,2,3,4,5,6）

●留意事項：
貧困に関連する新聞記事や雑誌論文に、常に注目すること。
生活保護制度などに疑問がある場合は、積極的に質問すること。
オフィスアワー　火曜日　1,2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業で提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経
験から、貧困・低所得の課題を福祉現場の現実を踏まえて提起していくことで、
学生が理念にとどまらず人々の生活実態から実践的に貧困・低所得問題を捉え
ていくことを促す。

●授業予定一覧：
1���公的扶助の概念
2　�貧困・低所得者と社会的排除
3　�公的扶助の歴史　海外
4　�公的扶助の歴史　日本
5　�生活保護の目的、基本原理、基本原則
6　�生活保護の種類と内容
7　�被保護者の権利と義務
8　�不服申し立てと行政訴訟
9�　生活保護基準
10　生活保護の動向
11　生活保護以外の低所得者対策
12　生活保護の運営実施体制
13　子どもの貧困法と生活困窮者自立支援法
14　低所得者への自立支援
15　公的扶助の今後の課題
定期試験 ( 筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
貧困・低所得問題や制度の概要について、あらかじめ文献や厚生労働省ホーム
ページ等で調べて、理解したうえで出席する。授業後も同様に確認する。これ
ら学習には1～2時間程度要する。

【必携書（教科書販売）】
『社会福祉士養成テキストブック１４　公的扶助論』，岩田正美・杉村宏編，ミ
ネルヴァ書房

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　プリント等を配付
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地域福祉論Ⅰ
［担　当　者］�川上　富雄
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51250

●本授業の概要：
本講義では，地域福祉の基本的な考え方、地域福祉の主体と対象について理解し、地域福
祉における多機関との連携の意義、方法を学び、ソーシャルワーカーに求められる実践力
を身につけることをねらいとする。

●到達目標：
本講義の到達目標は以下のとおり。�
(1)�現代日本社会における様々な社会問題やそれらの背景に関する理解を深める。�
(2) 今日的な福祉理念と地域福祉の考え方に関する理解を深める。�
(3) 様々な地域福祉実践およびその推進方法（地域福祉方法論）に関する理解を深める�
(4) 地域自立生活を支える様々な制度に関する理解を深める。�
(5) 地域福祉推進を支える様々な機関・施設・団体に関する理解を深める。

●成績評価の基準：
・授業への取組および課題レポート・発表等30％
・定期試験70％

●留意事項：
・オフィスアワーは原則月曜日の昼休み（講義前）又は9時限（講義後）としますが、質
問は随時電子メールで受け付けます（アドレスは初回講義時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
都道府県社会福祉協議会の福祉活動指導員としての実務経験を活かし、地域福祉政策−地
域福祉実践の両方を見渡した具体的講義を行う。

●授業予定一覧：
1. オリエンテーション
2. 現代社会と様々な生活問題①
3. 現代社会と様々な生活問題②
4. 地域福祉の歴史・発展過程
5. 地域福祉の理念・概念
6. 地域・コミュニティとは／コミュニティ政策
7. 住民・利用者参加の意義と新しい公共
8. 住民・利用者参加の形態～コミュニティ型とアソシエーション型～
9. コミュニティビジネス・社会的企業・企業の社会貢献
10. ボランティアセンターと福祉教育
11. コミュニティケア・在宅福祉と地域包括ケアシステム
12. 地域福祉計画と地域福祉支援計画
13. 小地域福祉活動計画と地域アセスメント
14. 地域自立生活を支える権利擁護実践①～成年後見制度と日常生活自立支援事業
15. 地域自立生活を支える権利擁護実践②～苦情解決システムと第三者評価事業

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・毎回テキストを補完するプリントを用意します。
・毎回スライドを使用します。
・必要に応じてビデオ上映をします。�
・講義終了時にリアクションペーパーの提出を求めます。�
・指定テキストの事前通読を前提に講義を進めます。

【必携書（教科書販売）】
『〔図解〕超少子高齢・無縁社会と地域福祉』，川上富雄，学文社
『新社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法』，社会福祉士養成講座編集委員会編，中
央法規出版

『地域アセスメント～地域ニーズ把握の技法と実際～』，川上富雄編著，学文社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『地域福祉新時代の社会福祉協議会』山本主税・川上富雄編著　中央法規出版　2003
『社会福祉の新潮流⑤地域福祉論』小林雅彦編　学文社　2010
『住民主体の地域福祉論』井岡勉監修／牧里毎治・山本隆編　法律文化社　2008

地域福祉論Ⅱ
［担　当　者］�川上　富雄
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51260

●本授業の概要：
本講義では，地域福祉の基本的な考え方、地域福祉の主体と対象について理解
し、地域福祉における多機関との連携の意義、方法を学び、ソーシャルワーカー
に求められる実践力を身につけることをねらいとする。

●到達目標：
本講義の到達目標は以下のとおり。�
(1) 今日の生活問題と住民主体の活動に関する理解を深める。�
(2) 今日的な福祉理念と地域福祉の考え方に関する理解を深める。�
(3) 様々な地域福祉実践およびネットワークに関する理解を深める�
(4) 地域での自立生活を支える様々な制度に関する理解を深める。�
(5) 地域福祉推進を支える様々な機関・施設・団体に関する理解を深める。

●成績評価の基準：
・授業への取組および課題レポート・発表等30％�
・定期試験70％

●留意事項：
・オフィスアワーは原則月曜日の昼休み（講義前）又は9時限（講義後）としま
すが、質問は随時電子メールで受け付けます（アドレスは初回講義時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
都道府県社会福祉協議会の福祉活動指導員としての実務経験を活かし、地域福
祉政策−地域福祉実践の両方を見渡した具体的講義を行う。

●授業予定一覧：
1. 地域福祉における公私関係と様々な地域福祉の担い手
2. 地域福祉推進における民生児童委員の役割①～民生児童委員制度の概要・仕
組～
3. 地域福祉推進における民生児童委員の役割②～民生児童委員をめぐる諸課題
～
4. 地域福祉推進における社会福祉協議会の役割①～都道府県社協～
5. 地域福祉推進における社会福祉協議会の役割②～市区町村社協～
6. 地域福祉推進における福祉施設の役割～社会福祉法人の公益的活動～
7. 地域福祉推進における行政の役割
8. 地域福祉を支える財源～補助金 ･ 基金 ･ 助成 ･ 募金 ･ ファンドレイジング
9. 地域福祉と個人情報保護
10. 災害と地域福祉・地域防災
11. 海外の地域福祉
12. 中山間地離島の過疎地域における地域福祉
13. 大都市の過密地域における地域福祉
14. 新たな対象領域への先駆的地域福祉実践／地域福祉政策の動向
15. 地域福祉の前提となる居住支援

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・毎回テキストを補完するプリントを用意します。
・毎回スライドを使用します。
・必要に応じてビデオ上映をします。�
・講義終了時にリアクションペーパーの提出を求めます。�
・指定テキストの事前通読を前提に講義を進めます。

【必携書（教科書販売）】
『新社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法』，社会福祉士養成講座編集委
員会編，中央法規出版

『地域アセスメント～地域ニーズ把握の技法と実際～』，川上富雄編著，学文社
『〔図解〕超少子高齢・無縁社会と地域福祉』，川上富雄，学文社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『地域福祉新時代の社会福祉協議会』山本主税・川上富雄編著　中央法規出版　
2003

『住民主体の地域福祉論』井岡勉監修／牧里・山本編　法律文化社　2008
『社会福祉の新潮流⑤地域福祉論』小林雅彦編　学文社　2010
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福祉科教育法Ⅰ
［担　当　者］�立石　麻美子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51410

●本授業の概要：
　学習指導要領に示された福祉科の目標や内容及び関連した学習評価の方
法や指導上の留意点を学び教材研究の方法を体得していくとともに、発展
的な学習内容の学習指導への位置づけについて検討していく。

●到達目標：
　福祉科の目標や内容を理解し、学習内容に対応した指導上の留意点や学
習評価の考え方を理解して教材研究に活用することができるとともに、発
展的な学習内容を探究して学習指導への位置づけを考察することができる。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　　20％
課題レポート　　　　　40％
定期試験　　　　　　　40％

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
　高等学校「福祉科」および教科「福祉」の設置校において授業に携わっ
ていた経験から、福祉教育について多角的に取り上げ、想定される指導上
の留意点や発展的な学習指導への方法を実証していくことで、学生に現場
に即した教材研究の実践的構築を促す。

●授業予定一覧：
１．福祉科の目標と福祉科教師に求められる資質
２．福祉科の科目編成と全体構造、主な学習内容
３．社会福祉学との関係と教材研究
４．高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉との関係と教材研究
５．社会福祉援助技術との関係と教材研究
６．介護理論及び介護技術との関係と教材研究
７．人体構造や加齢・障害等に関する理解との関係と教材研究
８．社会福祉・社会保障に関する指導上の留意点
９．高齢者福祉・地域福祉に関する指導上の留意点
10．児童家庭福祉・障害者福祉に関する指導上の留意点
11．公的扶助に関する指導上の留意点
12．コミュニケーションの基礎に関する指導上の留意点
13．福祉科の学習評価
14．介護現場における危機管理例と学習指導上の位置付け
15．介護における専門職チームの連携例と学習指導上の位置付け
16．定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
高等学校で使用している教科書と学習指導要領との関係性をつかみ、福祉
教育の理解を深めるようにする。日常的に、幅広く「福祉」の視点から生
活をみつめ、積極的に授業外学習を進めてほしい。

【必携書（教科書販売）】
『高等学校学習指導要領解説　福祉編』，平成30年予定，文部科学省
『アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法−高校生に福祉を伝える』，藤
田久美編著，一藝社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

『高等学校学習指導要領』，平成30年予定，文部科学省

＜参考書等＞
授業時に別途資料配布

福祉科教育法Ⅱ
［担　当　者］�立石　麻美子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51420

●本授業の概要：
　福祉科の学習指導理論に基づき、情報機器や教材の効果的な活用を図った模
擬授業の実施と研究会などを通して、授業改善の方法を具体的に学ぶ。

●到達目標：
　生徒の実態を考慮して情報機器や教材を効果的に活用した福祉科の授業設計
ができるとともに、作成した学習指導案に沿った模擬授業の実施と振り返りを
通して実践的な授業改善の視点を身に付けている。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　　20％
模擬授業実践力　　　　40％
課題レポート　　　　　40％

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
　高等学校「福祉科」および教科「福祉」の設置校において授業に携わってい
た経験から、福祉教育について多角的に取り上げ、情報機器や教材を効果的に
活用した福祉科の授業設計の方法を実証していくことで、学生に授業改善の実
践的構築を促す。

●授業予定一覧：
１．学習指導の原理と方法及び学習指導案の構成
２．生徒の実態を考慮した授業設計の方法
３．情報機器の効果的な活用方法と活用例
４．教材・教具の効果的な活用方法と活用例
５．総合学科における社会福祉基礎の指導事例
６．福祉に関する専門学科におけるコミュニケーション技術の指導事例
７．学習指導計画と学習評価
８．学習指導案（指導と評価の計画、本時案）の作成
９．学習指導案（指導細案、板書計画）の作成
10．模擬授業及び研究会の進め方、振り返り及び授業改善の方法
11．模擬授業の実施と研究会（情報機器を活用した社会福祉基礎）
12．模擬授業の実施と研究会（個別及びグループ学習を導入した介護福祉基礎）
13．模擬授業の実施と研究会（ロールプレイングを導入したコミュニケーショ
ン技術）
14．模擬授業の実施と研究会（体験学習を導入したこころとからだの理解）
15．まとめ（授業改善の視点）
定期試験は実施しない。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
学習指導要領及び高等学校で使用している教科書に準拠した上で、教材として
活用できる素材の収集を日常的に進めてほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
福祉科教育法Ⅰの教科書を継続使用

『高等学校学習指導要領』，平成30年予定，文部科学省
『高等学校学習指導要領解説　福祉編』，平成30年予定，文部科学省
『アクティブラーニングで学ぶ福祉科教育法−高校生に福祉を伝える』，藤田久
美編著，一藝社

＜参考書等＞
授業時に別途資料配布
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間
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社会福祉援助技術論Ⅰ
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1000-o2

310 51450

●本授業の概要：
�社会福祉の援助は人間の尊厳や人権への深い理解が前提となる。援助とはどう
いう行為か、援助の前提として求められるものは何かを考えていく。また、ソー
シャルワークが形成された過程を学ぶことで、ソーシャルワークとは何か、理
解する。

●到達目標：
1. 社会福祉士などの専門職の概要を説明することができる。
2. 生活上の諸問題について、ソーシャルワークの視点から分析することができ
る。
3. ソーシャルワークの価値や倫理を、みずからの価値・倫理として語ることが
できる。
4. ソーシャルワークの歴史を説明することができる。
5. 社会の諸問題について、ノーマライゼーションやインクルージョンの視点で
理解・分析することができる。

●成績評価の基準：
授業時の取り組み　�20％（到達目標1，2）
レポート　　　　�　20％（到達目標2，5）
定期試験　　　�　　60％（到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
社会福祉士課程を選択する可能性のある人は、必ず１年次に履修すること。
ニュース等に留意し、ソーシャルワークの視点でみずから考えること。
ボランティアなどに積極的に参加し、社会福祉についての体験を積むこと。
オフィスアワー　火曜日1,2限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業で提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームの介護や、障害者作業所での障害者支援に携わっていた経
験から、ソーシャルワークの課題を福祉現場の現実を踏まえて提起していくこ
とで、学生が理念にとどまらず人々の生活実態から実践的に問題を捉えていく
ことを促す。

●授業予定一覧：
1���社会福祉士の役割と意義
2　�現代社会と地域生活
3　�ソーシャルワークの概念
4　�ソーシャルワークの知識・技術・価値
5　�ソーシャルワークの構成要素
6　�ソーシャルワークの源流
7　�ソーシャルワークの基礎確立期
8　�ソーシャルワークの発展期
9�　ソーシャルワークの展開期
10　ソーシャルワークの統合化
11　ソーシャルワークの実践と価値
12　ソーシャルワーク実践と権利擁護
13　クライエントの尊厳と自己決定
14　ノーマライゼーションと社会的包摂
15　ソーシャルワーク学習の課題
定期試験 ( 筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
初めて聞く、専門用語が頻出する。専門用語について、教科書や関連の文献等
でしっかり確認しておき、授業後も再度確認する。授業中に指示した事項につ
いて、参考文献等で確認すること。これら事前事後の学習には1～2時間程度要
する。

【必携書（教科書販売）】
『新社会福祉士養成講座　第６巻　相談援助の基盤と専門職』，社会福祉士養成
講座編集委員会編，中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付する。

社会福祉援助技術論Ⅱ
［担　当　者］�平松　正臣
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51460

●本授業の概要：
　ソーシャルワークの基盤となる倫理について、倫理綱領を中心にして理解を
深める。総合的かつ包括的な相談援助について知り、また地域に視点をおいた
ソーシャルワークのあり方を考える。以上を通して、相談援助専門職の全体像
を理解していく。

●到達目標：
　ソーシャルワークとは何かを総合的に理解する。特に、倫理について身につ
けるとともに、地域に視点をおいたソーシャルワークについて把握する。

●成績評価の基準：
　・発表　　　　　　３０％
　・課題レポート　　２０％
　・定期試験　　　　５０％

●留意事項：
「社会福祉援助技術論Ⅰ」を履修しておくこと（合格していなくてもよい）

●実務経験の授業への活用方法：
社会福祉施設に実務者として25年の経験が有り、ソーシャルワーカーとして必
要なスキルを福祉の現場において展開してきた。理論と実践の科学と言われる、
社会福祉援助技術論における領域においては実戦力のある教育が行える。

●授業予定一覧：
１　専門職倫理の概念
２　倫理綱領の意義と内容
３　ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマ
４　総合的包括的な相談援助の動向と背景
５　地域を基盤としたソーシャルワークの基本的視座
６　地域を基盤としたソーシャルワークの八つの機能
７　ジェネラリストソーシャルワークの意義
８　ジェネラリストソーシャルワークの特質
９　相談援助専門職の概念
10　相談援助専門職の範囲
11　相談援助専門職の諸外国の動向
12　総合的包括的な相談援助における専門的機能・予防機能
13　総合的包括的な相談援助における専門的機能・新しいニーズ対応
14　総合的包括的な相談援助における専門的機能・総合的支援・権利擁護
15　総合的包括的な相談援助における専門的機能・社会資源開発
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）この授業は、事例を交えながら進めていきますが、テキストを一読して
授業に出てください。

（復習）参考図書やホームページを紹介しますので、関心をもって理解を深めて
ください。また、テキストの内容を日常生活の中で確認し、価値観や倫理観を
養うことが必要です。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
社会福祉士養成講座編集委員会編『新社会福祉士養成講座　第６巻　相談援助
の基盤と専門職』中央法規出版（「社会福祉援助技術論Ⅰ」と同じ）

＜参考書等＞
授業時にプリントを配付
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社会福祉援助技術論Ⅲ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51470

●本授業の概要：
　相談援助の理論と方法について，相談援助の構造，機能，援助関係，
展開過程などを学習し理解する。

●到達目標：
1．相談援助の構造と機能について説明することができる。
2．相談援助における，人と環境の交互作用に関する理論について述べ
ることができる。
3．相談援助における援助関係について説明することができる。
4．相談援助の過程とそれに係る価値・知識・技術について，具体的に
記述することができる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー　10％（到達目標4）
レポート　20％（到達目標3，4）
定期試験　70％（到達目標1，2，3，4）

●留意事項：
「社会福祉援助技術論Ⅰ・Ⅱ」を履修していることが望ましい。
相談援助の実際を学ぶために，受講学生のニーズに応じた相談援助機関
での見学実習を行う（授業中に日程調整等を行う）。
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者福祉の相談援助業務に携わっていた経験を活かして，実践現場に
おける具体事例を示しながら講義する。

●授業予定一覧：
１　相談援助の定義
２　相談援助の構成要素
３　相談援助の構造①�人と環境
４　相談援助の構造②�ニーズ
５　相談援助の機能
６　人と環境の相互作用
７　相談援助における援助関係①�援助関係の意義と概念
８　相談援助における援助関係②�援助関係の形成方法
９　相談援助の展開過程①�インテーク
10　相談援助の展開過程②�アセスメント
11　相談援助の展開過程③�プランニング
12　相談援助の展開過程④�支援の実施
13　相談援助の展開過程⑤�モニタリング
14　相談援助の展開過程⑥�支援の終結とアフターケア
15　相談援助の実際（学外）
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書の指定ページを読んで，分からないことは事前に調べた
うえで授業に臨んでください。

（復習）翌週の授業で前回の内容に関する小テストを実施します。授業
内容について復習しておいてください。

【必携書（教科書販売）】
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座７　相談援
助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

社会福祉援助技術論Ⅳ
［担　当　者］�平松　正臣
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51480

●本授業の概要：
相談援助の展開過程において必要となるパーツの技術の理解・習得する。特に、
クライアントの全体像をアセスメントし、支援計画をたて、モニタリング、評
価といった中で必要な、ニーズキャッチ、アセスメント、面接、介入、モニタ
リング、記録、契約、交渉などの知識・技術を学ぶ。この学習をとおしてソーシャ
ルワーカーとしての役割やあり方について考える。

●到達目標：
相談援助技術の方法を理解し、ソーシャルワーカーに必要な資質を確かめる。

●成績評価の基準：
・授業態度および発表　50％
・定期試験　50％

●留意事項：
・必要に応じてプリント・ビデオ・スライド等を使用する。�
・受講生による事前学習・発表を一部取り入れる。
・オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
社会福祉施設での勤務経験の生かした、スキルと現実との整合性について、受
講生に身につく支援が可能である。名実ともに支援者となる人材を育成できる。

●授業予定一覧：
1. アウトリーチの意義と目的
2. アウトリーチの方法と留意点
3. 相談援助のための契約の技術
4. ソーシャルワークにおけるアセスメント
5. 様々なアセスメントツール
6. 面接に用いる技術、面接の形態
7. エコマップとジェノグラム、情報の使い方
8. 介入の技術
9. モニタリング・再アセスメント
10. 効果測定、評価とサービス開発
11. 記録の意義と活用目的
12. 記録の方法と倫理的配慮
13. 相談援助のための交渉
14. 相談援助における契約
15. まとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）この授業は、テキストを中心に進めていきます。テキストを一読して授
業に出席してください。

（復習）参考図書やホームページを紹介しますので、関心をもって理解を深めて
ください。

常に、高齢者や障害者を中心とする行政サービスや企業の支援策、地域・ボラ
ンティアなどの活動やサービスに関心をもって、最新の正しい情報を多数集め
てください。

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座７　相談援助の理論と方法Ⅱ』，社会福祉士養成講座
編集委員会編，中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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社会福祉援助技術論Ⅴ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51490

●本授業の概要：
　個人，家族，小集団，組織，地域社会といった規模の異なるクライエントシ
ステムに対して，それぞれ適切なアプローチ方法を用いて相談援助ができる知
識と技術を修得する。　

●到達目標：
1．ケースマネジメントとグループワークについて具体的に説明することができ
る。
2．相談援助における多職種・多機関との連携について理解し，その重要性を述
べることができる。
3．相談援助の対象と様々な実践モデル・アプローチについて対比させながら説
明することができる。

●成績評価の基準：
小テスト　30％（到達目標1，3）
レポート　20％（到達目標2）
事例検討　50％（到達目標2，3）

●留意事項：
「社会福祉援助技術論Ⅰ～Ⅳ」を履修していること。
外部講師を招いて事例検討を実施する。
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者福祉の相談援助業務に携わっていた経験を活かして，実践現場における
具体事例を示しながら講義する。

●授業予定一覧：
１　ケースマネジメント
２　グループを活用した相談援助
３　自助グループを活用した相談援助
４　自助グループ活動の実際①�インタビュー
５　自助グループ活動の実際②�まとめ
６　自助グループ活動の実際③�報告
７　コーディネーションとネットワーキング①�目的と意義
８　コーディネーションとネットワーキング②�方法と技術
９　総合的なネットワーキング形成とシステム化
10　ネットワーキングの実際①
11　ネットワーキングの実際②
12　社会資源の活用
13　治療モデル・生活モデル・ストレングスモデル
14　心理社会的アプローチ・機能的アプローチ
15　まとめ
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）配布資料を読んで，分からないことは事前に調べたうえで授業に臨んで
ください。

（復習）授業内容に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので、それらを読
んで理解を深めてください。課題を提示することがあります。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座8　相談援助の理論
と方法Ⅱ』中央法規出版（「社会福祉援助技術論Ⅳ」で入手済）
＜参考書等＞
授業中に適宜資料を配布する。

社会福祉援助技術論Ⅵ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-4000-o2

310 51495

●本授業の概要：
　ソーシャルワークの様々な実践モデルとアプローチについて実践でき
る知識と技術を習得する。

●到達目標：
1．相談援助における事例分析の意義と方法を理解し実施できる。
2．相談援助の対象と様々な実践モデル・アプローチについて理解し，
クライエントシステムの状況に応じたアプローチ方法が実践できる。

●成績評価の基準：
事例分析　60％（到達目標1，2）
レポート　40％（到達目標1，2）

●留意事項：
「社会福祉援助技術論Ⅰ～Ⅴ」を履修していること。
外部講師を招いて事例検討を実施することがある。
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者福祉現場における相談援助業務の経験を活かして指導する。

●授業予定一覧：
１　問題解決アプローチ・課題中心アプローチ
２　危機介入アプローチ
３　危機介入アプローチの事例検討
４　行動変容アプローチ
５　行動変容アプローチの事例検討
６　エンパワメントアプローチ
７　ナラティブアプローチ
８　スーパービジョン
９　コンサルテーション
10　ケースカンファレンスの意義、目的、展開過程
11　ケースカンファレンスの実際
12　相談援助における情報通信技術（ICT）の活用、事例分析
13　相談援助の実際①�社会的排除の事例
14　相談援助の実際②�家庭内暴力の事例
15　相談援助の実際③�権利擁護活動の事例
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書の指定ページを読んで授業に出席してください。
（復習）授業内容に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので、そ
れらを読んで理解を深めてもらいたいと考えます。課題を提示すること
があります。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座8　相談援
助の理論と方法Ⅱ」中央法規出版（「社会福祉援助技術論Ⅳ」で入手済）
＜参考書等＞
授業中に適宜資料を配布する。
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社会調査の基礎
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51500

●本授業の概要：
　社会的な諸問題の議論は，対象となる種々の事柄について，できる限
り正確かつ客観的に把握したうえでなされる必要がある。この授業では，
そのための有効な方法の一つとして位置付けられている社会調査につい
て，その基礎を学習する。

●到達目標：
1．社会調査の意義と目的，方法について概要を述べることができる。
2．統計法の概要，社会調査における倫理と個人情報保護について説明
することができる。
3．量的調査及び質的調査の方法について具体的に解説することができ
る。

●成績評価の基準：
小テスト　30％（到達目標2，3）
定期試験　70％（到達目標1，2，3）

●留意事項：
オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　社会調査の概要
２　さまざまな社会調査
３　社会福祉と社会調査
４　量的調査と質的調査
５　統計法の概要
６　社会調査における倫理と個人情報保護
７　量的調査の方法①�特徴と種類
８　量的調査の方法②�サンプリング
９　量的調査の方法③�質問紙の作成方法と留意点
10　量的調査の方法④�調査票の配布と回収
11　量的調査の方法⑤�集計
12　量的調査の方法⑥�分析�
13　質的調査の方法①�特徴と種類
14　質的調査の方法②�データの整理と分析
15　質的調査の実際
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）教科書の指定ページを読んで，分からないことは事前に調べた
うえで授業に臨んでください。

（復習）翌週の授業で前回の内容に関する小テストを実施します。授業
内容について復習しておいてください。

【必携書（教科書販売）】
社会福祉士養成講座編集委員会編『新・社会福祉士養成講座５　社会調
査の基礎』中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

福祉行財政と福祉計画
［担　当　者］�平松　正臣
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義・演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51510

●本授業の概要：
　福祉の行財政の実施体制（行政の役割、国と地方との関係、財源、専門
職など）について理解する。福祉行財政の実際について、概観し、課題を
検討する。福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。

●到達目標：
　福祉行財政の法制度や仕組みについて、理解する。福祉財政の実態を把
握し、課題について考える力をつける。福祉計画の必要性を理解し、実際
の計画の現状を把握し、みずから住民として福祉計画に参加できる問題意
識を形成する。

●成績評価の基準：
　受講態度　　　２０％
　課題レポート　３０％
　定期試験　　　５０％

●留意事項：
※　オフィスアワー　水曜日　５，６限（変更は、授業中に指示する）

●実務経験の授業への活用方法：
兵庫県赤穂市及び相生市の地域福祉計画・地域福祉推進計画の策定委員会
の会長、赤穂市の介護保険計画策定委委員会の会長のを経験、その経験を
生かして福祉の行財政及び福祉計画の構造と要点を正しく教育できる。

●授業予定一覧：
1�．福祉と制度
2�．福祉の法制度の展開
3�．福祉計画の概要
4�．福祉行政の組織
5�．社会福祉基礎構造
6�．財政と社会福祉
7�．民間社会福祉事業の財源
8�．相談過程
9�．専門諸機関
10．福祉計画の目的・意義
11．福祉援助の現場と福祉計画
12．福祉計画の基本的視点
13．福祉計画と住民参加
14．福祉計画の事例研究
15．地域福祉計画
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）この授業は、テキストを中心に進めていきます。テキストを一読し
て授業に出てください。

（復習）参考図書やホームページを紹介しますので、関心をもって理解を深
めてください。
国・県や地元市町村の広報誌などにも関心をもって、最新の正しい情報を
多数収集してください。

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座　１０　福祉行財政と福祉計画』，社会福祉士養
成講座編集委員会編，中央法規

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付
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社会福祉経営
［担　当　者］�髙中　美和
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-4000-o2

310 51520

●本授業の概要：
①福祉サービスに係る組織や団体
②福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論
③福祉サービス提供組織の経営と実際
④福祉サービスの管理運営の方法と実際
について理解する。

●到達目標：
「福祉サービスの組織と経営」について、社会的に重要な役割をもった
組織の目的や事業のあるべき姿、組織の目指すべき理念や使命、それを
実現するための手段等について明らかにすることができる。

●成績評価の基準：
授業への取組み度（課題レポート等含む）　　30％
定期試験　　　　　70％

●留意事項：
福祉関連の新聞記事等に目を通しておくことが望ましい。
関連科目の受講が大切。

●実務経験の授業への活用方法：
社会福祉法人の業務執行理事として法人の組織と経営に携わっている経
験から、「社会福祉の組織と経営」について、具体的な内容を多角的に
取り上げることにより、より実践的な授業を行う。

●授業予定一覧：
福祉サービスにおける組織と経営
1. 福祉サービスにおける組織・経営、福祉サービスと制度
��福祉サービスのかかわる組織や団体
2. 法人とは
3. 社会福祉法人
4. 特定非営利活動法人
5. その他の組織や団体
　福祉サービスの組織と経営の基礎理論
6. 戦略、事業計画
��組織、管理運営の基礎理論
7. 福祉サービスの管理運営の方法
8. サービス管理
9. サービスの質の評価
10. 苦情対応とリスクマネジメント
11. サービス提供のあり方の方向性
12. 人事・労務管理
13. 人材育成
14. 会計管理と財務管理
15. 情報管理
16. 定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
毎回の小レポートと日々の文献研究で深めたテーマに関してより多角的
に、発展的な論述を求める。毎回授業を真剣に聴くと共に、積極的な質
問や文献研究など、十分な授業外学習を進めてほしい。�

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座11福祉サービスの組織と経営�』，中央法規

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

保健医療サービス
［担　当　者］�杉山　博昭
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 51530

●本授業の概要：
　保健医療サービスの基本的な構造と今日の課題をふまえ、それと社会福祉専
門職の役割を考えていく。そのために、保健医療や介護に関連する制度、専門職、
サービスの体系を概観する。また、保健医療サービスを活用することで、どの
ような実践が可能になるのかを考える。

●到達目標：
1. 保健医療サービスの制度や仕組みについて説明することができる。
2. 傷病者に、適切な保健医療サービスを提案することができる。
3. 医療をめぐる問題に対して、みずから考え提言することができる。
4. 地域包括ケアシステムの構築に、住民の立場から提言・参加することができ
る。
5. 医療専門職の人たちと対話できるだけの保健医療の知識をもち、連携して業
務を遂行することができる。

●成績評価の基準：
授業への取り組み�　20%（到達目標1，2）
レポート　　　　�　20％ ( 到達目標2，3，4）
定期試験　　　　�　60％ ( 到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
常に新しい情報を入手し、知識を最新のものにすること。
保健医療をめぐる諸問題に常に関心を持ち、主体的に考えること。
オフィスアワー　火曜日　1,2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業で提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームで介護に携わった経験から、保健医療サービスを現場の実
態の構造を取り上げる。社会福祉と保健医療との連携のあり方について、近年
の疾病構造や高齢化の現実を踏まえた現実的で実践的な姿勢を学生がもつこと
ができるよう促す。

●授業予定一覧：
1��保健医療サービスの構成要素
2��保健医療サービスと社会福祉専門職
3��医療法による医療施設
4��保健医療政策による医療施設
5��介護保険法による施設
6��医療ソーシャルワークとは何か
7��医療ソーシャルワークの業務内容
8��保健医療サービス専門職
9��保健医療サービスにおける専門職の役割
10�医療保険制度と診療報酬
11�介護保険制度と介護報酬
12�保健医療の専門職との連携
13�チームケア実現のための制度や連携機関・団体
14�地域の保健医療のネットワーク構築
15�地域ケアネットワークの実際
定期試験 ( 筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
保健医療にかかわる身近な課題を提示するので、課題に対する文献検索や学習
を事前・事後ともに行うこと。これら事前・事後の学習に1～2時間程度要する。

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座　１７　保健医療サービス』，社会福祉士養成講座編
集委員会編，中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付
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就労支援サービス
［担　当　者］�髙中　美和
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］1

［科目ナンバリング］310B0-3400-o1

310 51540

●本授業の概要：
　①相談援助活動において必要となる各種の就労支援制度
　②就労支援に係る組織、団体及び専門職
　③就労支援分野との連携
　について理解する。

●到達目標：
　就労支援の課題を明らかにしながら、社会福祉援助技術論の一環とし
て適切な支援の在り方について考える。

●成績評価の基準：
　授業への取組み度（課題レポート等含む）　　30％
　定期試験　　　　　70％

●留意事項：
　福祉関連の新聞記事等に目を通しておくことが望ましい。
　関連科目の受講が大切。

●実務経験の授業への活用方法：
社会福祉法人で就労移行支援事業、就労継続支援事業等に携わっている
経験から、「就労支援サービス」について、より実践的な内容を事例を
挙げながら多角的に取り上げる。

●授業予定一覧：
1�．働くことの意味と社会福祉士の役割

2�．雇用・就労の動向と施策

3�．障害者と就労支援 (1)�

4�．障害者と就労支援 (2)

5�．低所得者と就労支援

6�．専門職の役割と実際

7�．就労支援の連携と実際

8�．就労支援のあり方（0.5）、定期試験（0.5）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
毎回の小レポートと日々の文献研究で深めたテーマに関してより多角的
に、発展的な論述を求める。毎回授業を真剣に聴くと共に、積極的な質
問や文献研究など、十分な授業外学習を進めてほしい。�

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座18就労支援サービス』，社会福祉士養成講座編
集委員会編，中央法規出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

更生保護制度
［担　当　者］�尾﨑　力弥
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］1

［科目ナンバリング］310B0-3400-o1

310 51550

●本授業の概要：
更生保護制度は、犯罪や非行をした人たちが地域社会で立ちなおりを図
ることを目的とした制度です。社会福祉を学ぶ者にとって刑事司法分野
はなじみが薄い分野ですが、実は社会福祉と密接な関連があり、近年で
は社会福祉との連携が注目されています。
授業では更生保護制度の全体像を理解したうえで，ソーシャルワーカー
がどのような形で更生保護に関わるのか，その視点や方法論を具体的な
事例を通じて考えていきたい。

●到達目標：
①更生保護制度の概要について理解する
②更生保護制度の担い手・関係機関について理解する
③累犯障害者・高齢者の存在背景と支援の必要性について理解する
④刑事司法と社会福祉の連携について理解する

●成績評価の基準：
受講態度（リアクションペーパー）　３０％
課題成果（レポート・発表）　　　　３０％
定期試験　　　　　　　　　　　　　４０％

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：
更生支援にソーシャルワーカーとして携わってきた経験をふまえ，この
分野においてソーシャルワーカーとして身に付けておいてほしい価値・
知識・技術について伝えることを通じて，視野や思考が拡がり，実践の
イメージが持てるよう取組みます。

●授業予定一覧：
１、権利擁護とリーガルソーシャルワーク
２、犯罪の実態と刑事施設の状況
３、刑事事件と少年事件の流れ
４、更生保護制度の概要
５、保護観察所の業務の実際
６、更生保護の担い手と関係機関
７、刑事司法ソーシャルワーク
８、医療観察制度の概要
　　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
テキスト・配布資料をもとに授業を行います。
課題レポートは、文献をもとに考察を求めます。
各自の興味関心をもとに，調査・発表を求めます。

【必携書（教科書販売）】
『新・社会福祉士養成講座〈20〉更生保護制度�（第４版）』，中央法規出
版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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社会福祉演習Ⅰ
［担　当　者］�杉山　博昭・平松　正臣
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51600

●本授業の概要：
　社会福祉実践の目的について学び、社会福祉士に求められる価値・知識・技
術に関する全体像を学習する。自己覚知をすすめ、社会福祉士の持つ専門的価
値や倫理責任を学び、基本的なコミュニケーション技術および個別面接技術の
基礎を習得する。

●到達目標：
1. 援助者としての自己の特徴について把握することができる。
2. 個人の価値観と専門職としての価値観を説明することができる。
3. 福祉サービスを必要とする人と適切なコミュニケーションをとることができ
る。
4. 非言語的コミュニケーションを活用することができる。
5. 福祉サービスの利用者との面接を適切に行うことができる。

●成績評価の基準：
授業での個人での取り組み　　　　　　　　30点（到達目標1，2）
授業でのグループ活動への貢献度や積極性　40点（到達目標3，4，5）
課題レポート等　　　　　　　　　　　　　30点（到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
社会福祉士課程の学生のみ履修できる。
演習であり、各自の主体的な参加が求められる。傍観的な態度は避けること。
グループでの取り組みに積極的な姿勢で参加すること。
オフィスアワー　火曜日1,2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームや障害者作業所での支援に携わった経験から、認知症高齢
者・知的障害者などコミュニケーションの困難な人と、どのようにして意思疎
通を図り自己決定を実現するかについて、社会福祉施設での実践力を養成する。

●授業予定一覧：
1�　オリエンテーション・社会福祉援助技術の目的
2�　自己覚知と他者理解（１）エゴグラム他
3�　自己覚知と他者理解（２）ライフヒストリー他
4�　個人的価値観と専門職的価値観
5�　倫理綱領・価値と原則に関する学習
6�　倫理綱領・利用者に対する倫理責任に関する学習
7�　倫理綱領・実践現場における倫理責任に関する学習
8�　倫理綱領・社会に対する倫理責任に関する学習
9�　倫理綱領・実践現場における倫理責任に関する学習
10　基本的コミュニケーション技術（１）ロールプレイング
11　基本的コミュニケーション技術（２）ロールプレイング
12　基本的コミュニケーション技術（３）ロールプレイング
13　個別面接の基礎（１）ロールプレイング
14　個別面接の基礎（２）ロールプレイング
15　個別面接の基礎（３）ロールプレイング

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業で示された課題（価値や倫理）について、関連文献を読んだり、日常生活
での体験を振り返り考察するなど、主体的な姿勢で学習すること。また、作業
課題を提示することがあるので、次回授業時に提出する。これら事前・事後の
学習に1～2時間程度要する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　授業中にプリントを配付する。

＜参考書等＞
　随時紹介する。
　授業中に指示する。

社会福祉演習Ⅱ
［担　当　者］�杉山　博昭・平松　正臣
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51610

●本授業の概要：
　総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発にかかわる具体的な
相談事例を、体系的に取り上げる。社会福祉の分野に関する理解を深めると同
時に、当事者を理解し、社会福祉士の行う支援の方法と展開過程について学ぶ。

●到達目標：
1. 事例を読み解いて、問題の所在を指摘したり、解決方法を提案することがで
きる。
2. 先行事例における援助プロセスについて、問題点や課題を指摘することがで
きる。
3. 個々の事例について、活用できる社会資源を提案することができる。
4. 自らがかかわった事例について、適切に記録化し説明することができる。
5. 困難事例であっても、解決の方策を考えて提案することができる。

●成績評価の基準：
事例を読み解き理解できる。　　　　20％（到達目標1、2）
発言の積極性　　　　　　　　　　　20％（到達目標2，3）
事例についての解決方策の提案　　　20％（到達目標4，5）
課題レポート等　　　　　　　　　　40％（到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
社会福祉士課程の学生のみ履修できる。
授業に主体的に参加し、必ず発言をすること。
集団討論を重視するので、メンバーの意見を傾聴するとともに自分の意見を述
べること。
オフィスアワー　金曜日　1,2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
特別養護老人ホームや障害者作業所での支援に携わった経験から、現実の援助
プロセスを記録化するうえでの課題や、問題解決にいたる現実的な課題を具体
的に提示する。一つの問題を解決するうえで、社会資源や他職種がどのように
かかわるのかを示し、高い実践力を獲得できるように促す。

●授業予定一覧：
1�　当事者理解と支援方法、事例検討法に関する学習
2�　高齢者福祉分野の事例検討−認知症高齢者
3�　高齢者福祉分野の事例検討−在宅の高齢者
4�　高齢者福祉分野における課題（虐待等）の学習
5�　児童福祉分野の事例検討−非行の事例
6�　児童福祉分野の事例検討−虐待の事例
7�　児童福祉分野における課題（虐待等）の学習
8�　母子福祉分野の事例検討
9�　母子福祉分野における課題（DV 等）の学習
10　身体障害者福祉分野の事例検討
11　知的障害者福祉分野の事例検討
12　精神障害者福祉分野の事例検討
13　社会的排除と権利擁護事業に関する学習
14　低所得者福祉の事例検討
15　低所得者福祉分野における課題に関する学習

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
事例研究を行うので、事例を事前に読んで演習課題について考察したうえで受
講する。学習した事例を読み直し、演習課題について再考する。これら事前・
事後の学習に1～2時間程度要する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　授業中にプリントを配付する。他に文献を指示する場合がある

＜参考書等＞
　随時紹介する。
　授業中にプリントを配付する
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社会福祉演習Ⅲ
［担　当　者］�中井　俊雄
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51620

●本授業の概要：
　地域福祉の時代といわれる今日，地域援助技術の展開過程，援助原則，援助
方法を学び，そのあるべき姿について検討する。

●到達目標：
①地域援助技術の展開過程や援助原則について具体的に説明することができる。
②演習事例を読み込み，問題点や課題を指摘することができる。
③演習を通して学ぶことによって，地域援助技術を用いた課題解決方法につい
て提案することができる。

●成績評価の基準：
事例の理解度　　　　　20％（到達目標2）
演習への積極的な参加　20％（到達目標2，3）
課題レポート　　　　　60％（到達目標1，2，3）

●留意事項：
　社会福祉士課程の学生のみ受講できる。

「社会福祉援助技術論Ⅳ」を同時に履修すること。

●実務経験の授業への活用方法：
社会福祉協議会および地域包括包括支援センターにおける地域福祉実践から，
地域における福祉課題への取り組みや解決方法について，より具体的に実践的
に解説する。

●授業予定一覧：
１　オリエンテーション・地域福祉の基盤整備と開発・演習形式
２　地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 (1)
　　事例検討・集団討論
３　地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 (2)
　　事例検討・集団討論
４　地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握 (3)
　　事例検討・集団討論
５　地域福祉計画 (1)・事例検討・集団討論
６　地域福祉計画 (2)・事例検討・集団討論
７　ソーシャルアクション・事例検討・集団討論
８　地域組織化活動・事例検討・集団討論
９　ネットワーキング (1)・事例検討・集団討論
10　ネットワーキング (2)・事例検討・集団討論
11　ネットワーキング (3)・事例検討・集団討論
12　社会資源の活用・調整・開発 (1)・事例検討・集団討論
13　社会資源の活用・調整・開発 (2)・事例検討・集団討論
14　サービス評価・事例検討・集団討論
15　まとめ
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
この授業は、事例検討を中心に継続して行ないます。
事例を読み込んで出席すること。導入される社会資源について、常に関心を持っ
て情報収集に努めること。

【必携書（教科書販売）】
『社会福祉小六法』ミネルヴァ書房

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
社会福祉士相談援助演習�第２版，社会福祉士養成校協会監修，中央法規
授業中にプリントを配布する

社会福祉演習Ⅳ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51630

●本授業の概要：
　具体的な事例を用いて，ソーシャルワークの展開過程にそった具体的
な援助場面を想定し，実技指導を中心とする演習形態により，個別援助・
集団援助技術の習得を目的とする。

●到達目標：
1．社会福祉士に求められる相談援助にかかわる知識と技術について実
践的に習得する。
2．同時に援助を概念化・理論化し，体系立てていくことができる能力
を身につける。

●成績評価の基準：
授業参加・態度　40％（到達目標1，2）
課題レポート　60％（到達目標1，2）

●留意事項：
　社会福祉士課程の学生のみ受講できる。受講者は主体的に参加し，討
論に加わること。欠席は厳禁。
　オフィスアワーは授業時に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者福祉現場における相談援助業務の経験を活かして実技指導を行
う。

●授業予定一覧：
１　事例検討・ソーシャルワーク展開過程・集団討論・在宅のケース
２　事例検討・ソーシャルワーク展開過程・集団討論・施設のケース
３　実技指導（１）・インテーク面接・ロールプレイング・児童
４　実技指導（２）・インテーク面接・ロールプレイング・障害者
５　実技指導（３）・インテーク面接・ロールプレイング・高齢者
６　実技指導（４）・アセスメント・プランニング・集団討論とスーパー
ビジョン・入所型施設
７　実技指導（５）・アセスメント・プランニング・集団討論とスーパー
ビジョン・地域型施設
８　直接援助と間接援助の実際・集団討論
９　モニタリングと効果測定・事例検討・集団討論
10　実技指導（６）・効果測定と評価・演習とスーパービジョン
11　終結とアフターケア・集団討論
12　社会資源の活用・調整・集団討論
13　社会資源の開発・資源開発・集団討論
14　アウトリーチの必要な事例・集団討論
15　チームアプローチ・ネットワーキング事例・集団討論

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
この授業は、事例検討を中心に継続して行ないます。�
事例を読み込んで出席すること。
導入される社会資源について、常に関心を持って行政や団体等の機関紙
や手引きなどの情報収集に努めること。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　授業時にプリントを配付
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社会福祉演習Ⅴ
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51640

●本授業の概要：
　社会福祉士の行う相談援助にかかわる専門的知識と専門的技術を統合
的に習得することを目的とする。学生の持つ実習体験を一般化し，実践
的な知識と技術として習得できるように，学生の個別的な体験も視野に
入れつつ，実技指導を行う。

●到達目標：
1．実習体験をもとにした事例作成を完成させる。
2．社会福祉士に求められる知識・技術を，統合的かつ実践的に習得する。

●成績評価の基準：
事例検討　　　60％（到達目標1，2）
課題レポート　40％（到達目標1）

●留意事項：
　社会福祉士課程の学生のみ受講できる。学生の主体的な討論参加が不
可欠であるので，積極的に発言するなど主体的に受講すること。
　オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者福祉現場における相談援助業務の経験を活かしてファシリテー
ションを担い実技指導を行う。

●授業予定一覧：
１　オリエンテーション・事例作成方法・事例作成方法に関する学習
２　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・独居高齢者
３　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・認知症高齢者
４　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・家族支援
５　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・身体障害者
６　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・知的障害者
７　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・精神障害者
８　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・ひとり親家庭
９　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・ボランティア支援
10　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・住民の組織化
11　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・被虐待児童
12　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・発達障害児
13　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・低所得
14　実習事例検討・集団討論とスーパービジョン・地域からの孤立
15　全体のまとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）検討事例に関する配布資料を熟読し，分からないことは事前に
調べたうえ事例検討に臨んでください。

（復習）検討事例に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので，そ
れらを読んで理解を深めてください。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業時にプリントを配付する。

相談援助実習
［担　当　者］�杉山　博昭　他 2名
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］実習　［単位］4

［科目ナンバリング］310B0-3000-o4

310 51660

●本授業の概要：
　社会福祉専門職を目指す学生が，各種施設・機関において専門分化した機能を具体的かつ正
しく理解しながら，適切な実習指導者の指導を受けることを通じ，専門業務を有効的に実践で
きる�readiness（専門知識・技術・能力）を培う。

●到達目標：
1. 社会福祉援助技術論で学んだ知識・技術を現場で活用することができる。
2. 福祉現場の課題について、解決策を提案することができる。
3. 利用者への支援計画を立案することができる。
4.「社会福祉士の倫理綱領」にそった援助をすることができる。
5. 実践を記録にまとめることができる。

●成績評価の基準：
・180時間の現場実習は必修。
・配属実習先の評価　　70％（到達目標1，2，3，4，5）
・実習計画書提出。　　15％（到達目標2，3，4）
・実習報告書提出。　　15％（到達目標1，2，5）

●留意事項：
強い責任感をもって真剣に取り組むこと
無断欠席など、不適切な行為があった場合は、実習の中断を検討する。
実習中は実習先の指導に従うこと。
各担当教員による個別指導を行う。
オフィスアワー　火曜日　1,2限

●実務経験の授業への活用方法：
担当教員はそれぞれ、高齢者施設（濱﨑）、障害者施設（杉山・平松）、社会福祉協議会（平松）
で社会福祉援助に携わってきた。社会福祉援助の理論によってそのまま現場で対応できるわけ
ではなく、現場の実態や利用者の現状を踏まえて検討しなければならない。福祉現場における
課題について、現場の実態を踏まえて具体的に提起し、価値や倫理を踏まえた実践を構築でき
るよう促す。

●授業予定一覧：
Ⅰ．事前学習
　（1）　実習前のオリエンテーション
　　　①　実習の目的
　　　②　実習先についての一般的理解
　　　③　実習に伴う留意事項など
　　　④　レポート提出・グループ討議
　（2）　外部講師の講義
　　　　レポート提出・グループ討議
　（3）　グループ学習（個別指導を含む）
　　　①　実習計画書の作成
　　　②　記録実技指導・他
　　　③　レポート提出・グループ討議
Ⅱ．配属実習
　（1）　施設・機関において180時間以上
　　　①　実習形態（集中）
　　　②　実習直後のグループ学習（個別指導を含む）
　　　③　実習の進み具合，実習への取り組み態度等
課題達成度の評価
　　　④　レポート提出・グループ討議
Ⅲ．事後学習
　（1）グループ学習（個別指導を含む）
　　　①　実習記録に基づく総括
　　　②　グループ内配属実習体験報告会
　　　③　レポート提出
　（2）実習全体の総まとめ
������①　実習報告書作成
　　　②　配属実習体験報告会
　　　③　実習報告書提出
Ⅳ．その他

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
実習施設の概要、根拠法、利用者の特性など、実習に必要な知識を習得すること。社会福祉の
法制度等を確認すること。ソーシャルワークの内容を再確認すること。これらの学習に2時間以
上要する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　『実習の手引き』を配付する。

＜参考書等＞
　各自の実習先にとって参考になる文献を使用する。

人
間

3
1
0



（ 351 ）

相談援助実習指導
［担　当　者］�杉山　博昭　他 2名
［開　講　期］'19-2 期～ '20-2 期

［授�業�形�態］講義・演習・実習　［単位］3

［科目ナンバリング］310B0-2300-o3

310 51690

●本授業の概要：
　相談実習にかかわる知識と技術、社会福祉の倫理、実習先機関についての理解を深め、
実習計画を作成する。実習事後指導においては、課題の整理と総括レポートを作成、全体
総括会を行う。

●到達目標：
1. 大学で学んだ知識、技術を相談援助実習の具体的な体験で理解することができる。
2. ソーシャルワーカーを目指すにあたっての課題を明らかにすることができる。
3. 社会福祉の制度や理論を、現場の実態のなかで具体的に取り上げることができる。
4.「社会福祉士の倫理綱領」を理解し説明することができる。
5. 実習の関連する計画書・報告書等を作成することができる。

●成績評価の基準：
授業時の課題　　20％（到達目標1，2，3）
課題レポート　　50％（到達目標2，3，4）
実習計画書　　　15％（到達目標1，2，3，5）
実習報告書　　　15％（到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
無断欠席を厳禁する。
レポート等の提出物は締め切りを厳守すること。
計画書・報告書の作成にあたって、広く文献などを調べて丁寧に作成すること。
授業時の発言を積極的に行うこと。
オフィスアワー　火曜日　1，2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
担当教員はそれぞれ、高齢者施設（濱﨑）、障害者施設（杉山・平松）、社会福祉協議会（平
松）で社会福祉援助に携わってきた。また、実習施設の実習指導者による授業を行う。今
日の福祉施設の抱える課題を具体的に提示して、学生が利用者一人ひとりに適切な対応が
出来る実践力を持てるよう促す。倫理綱領にそった実践ができるよう、現場の中で倫理が
実現できる実践について考えることができるよう働きかける。

●授業予定一覧：
1�　　　オリエンテーション
2�　　　相談援助実習と相談援助実習指導の意義について
3�　　　実習先の施設・機関の理解
4�　　　実習先で行われる介護や保育等関連業務の理解
5～6�　�実習先の制度的理解
7～8�　�実習先の見学および現場体験学習
9～10　�実習先施設・機関の概要整理
11～12　利用者の理解
13～14��相談援助に係る知識と技術の理解
15～16��介護技術・保育技術等の理解
17～18��ソーシャルワーカー倫理
19～20��実習記録の書き方
21～22��実習計画書作成
23～24��実習先訪問・実習計画作成
25�����実習計画書作成
26　　　実習の心構え（直前指導）
27～30　実習巡回指導
31　　　実習の振り返り
32　　　実習自己評価
33～34　インシデントスタディ
35～36　課題整理
37～38　総括レポート作成
39～40　グループディスカッション
41～42　全体総括会レポート作成
43～45　実習評価・全体総括会（特別講師・実習施設の指導者）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
実習施設の概要、根拠法、利用者の特性など、実習に必要な知識を習得すること。社会福
祉の法制度等を確認すること。ソーシャルワークの内容を再確認すること。これらの学習
に2時間以上要する。

【必携書（教科書販売）】
『社会福祉士相談援助実習』，社団法人日本社会福祉士養成校協会監修，中央法規

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　「実習の手引き」を配付する。

＜参考書等＞
　実習の事前学習のための文献をその都度指示する。

相談援助実習指導
［担　当　者］�杉山　博昭　他 2名
［開　講　期］'18-2 期～ '19-2 期

［授�業�形�態］講義・演習・実習　［単位］3

［科目ナンバリング］310B0-2300-o3

310 51700

●本授業の概要：
�相談実習にかかわる知識と技術、社会福祉の倫理、実習先機関についての理解を深め、
実習計画を作成する。実習事後指導においては、課題の整理と総括レポートを作成、全体
総括会を行う。

●到達目標：
1. 大学で学んだ知識、技術を相談援助実習の具体的な体験で理解することができる。
2. ソーシャルワーカーを目指すにあたっての課題を明らかにすることができる。
3. 社会福祉の制度や理論を、現場の実態のなかで具体的に取り上げることができる。
4.「社会福祉士の倫理綱領」を理解し説明することができる。
5. 実習の関連する計画書・報告書等を作成することができる。

●成績評価の基準：
授業時の課題　　20％（到達目標1，2，3）
課題レポート　　50％（到達目標2，3，4）
実習計画書　　　15％（到達目標1，2，3，5）
実習報告書　　　15％（到達目標1，2，3，4，5）

●留意事項：
無断欠席を厳禁する。
レポート等の提出物は締め切りを厳守すること。
計画書・報告書の作成にあたって、広く文献などを調べて丁寧に作成すること。
授業時の発言を積極的に行うこと。
オフィスアワー　火曜日　1，2時限
質問は随時、電子メールで受け付ける（アドレスは第１回授業時に提示）。

●実務経験の授業への活用方法：
担当教員はそれぞれ、高齢者施設（濱﨑）、障害者施設（杉山・平松）、社会福祉協議会（平
松）で社会福祉援助に携わってきた。また、実習施設の実習指導者による授業を行う。今
日の福祉施設の抱える課題を具体的に提示して、学生が利用者一人ひとりに適切な対応が
出来る実践力を持てるよう促す。倫理綱領にそった実践ができるよう、現場の中で倫理が
実現できる実践について考えることができるよう働きかける。

●授業予定一覧：
1.����オリエンテーション
2�．���相談援助実習と相談援助実習指導の意義について
3�．���実習先の施設・機関の理解
4�．���実習先で行われる介護や保育等関連業務の理解
5～6�．実習先の制度的理解
7～8�．実習先の見学および現場体験学習
9～10．実習先施設・機関の概要整理
11～12. 利用者の理解
13～14. 相談援助に係る知識と技術の理解
15～16. 介護技術・保育技術等の理解
17～18. ソーシャルワーカー倫理
19～20. 実習記録の書き方
21～22. 実習計画書作成
23～24. 実習先訪問・実習計画作成
25．���実習計画書作成
26．　�実習の心構え（直前指導）
27～30. 実習巡回指導
31.　��実習の振り返り
32.　��実習自己評価
33～34. インシデントスタディ
35～36. 課題整理
37～38. 総括レポート作成
39～40. グループディスカッション
41～42. 全体総括会レポート作成
43～45. 実習評価・全体総括会

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
実習施設の概要、根拠法、利用者の特性など、実習に必要な知識を習得すること。社会福
祉の法制度等を確認すること。ソーシャルワークの内容を再確認すること。これらの学習
に2時間以上要する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞��
　『社会福祉士相談援助実習』中央法規
�「実習の手引き」を配付する。�

�＜参考書等＞�
�　実習の事前学習のための文献をその都度指示する。
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介護理論及び介護技術
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・実技　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 51710

●本授業の概要：
　介護の概念，目的，対象，専門職などについて学習する。福祉用具の
実際について学習する。基礎的な介護技術については実技を行う。介護
の実際を学ぶために，デイサービス及びグループホームでの見学実習を
行う。

●到達目標：
1．介護の知識と方法について説明することができる。
2．介護の基礎的な技術を習得する。
3．介護について，方法論だけではなく，介護の双方向性を理解したう
えで考察し記述することができる。

●成績評価の基準：
レポート　20％（到達目標1）
技術　20％（到達目標2）
定期試験　60％（到達目標1，3）

●留意事項：
　実技的な内容が含まれるので，主体的に取り組むことが求められる。
場合によっては動きやすい服装の指示をすることがある。福祉用具展示
･ 体験コーナーでの福祉用具体験学習，デイサービス及びグループホー
ムでの見学実習など，学外で授業を実施することがある（日程調整は、
初回または2回目の授業時に行う）。
　オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者施設での介護経験を活かして実技を含めた講義を行う。

●授業予定一覧：
１　介護概念と介護倫理
２　介護を必要とする人の理解
３　介護の実際
４　コミュニケーション技法
５　移乗・移動の介護
６　車いす・ガイドヘルパー体験
７　着脱・食事の介護
８　排泄・清潔の介護
９　介護に必要な医学基礎知識
10　住環境、福祉用具の活用
11　福祉用具体験学習（学外）
12　認知症ケア
13　終末期ケア
14　グループホーム見学実習（学外）
15　デイサービス見学実習（学外）
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）配布資料を読んで，分からないことは事前に調べたうえで授業
に臨んでください。

（復習）授業内容に関する参考図書や参考ＵＲＬ等を紹介するので，そ
れらを読んで理解を深めてください。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
講義時に資料を配布する。

社会福祉総合実習
［担　当　者］�濱﨑　絵梨
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 51750

●本授業の概要：
　社会福祉施設等での実習を通して，福祉現場について体験的に学習し，福祉
実践や利用者への理解を深める。

●到達目標：
1．利用者支援を通して，コミュニケーション能力の向上や教育者としての責任
感を高める。
2．介護も含めた福祉実践について理解を深め，それを適切に整理し伝えていく
力を身につける。

●成績評価の基準：
実習先の評価　50％（到達目標1，2）
実習の事前学習・事後学習の課題　50％（到達目標1，2）

●留意事項：
　実習は重い責任を伴うものである。責任感を持ち，問題意識を明確にして，
主体的に取り組むこと。遅刻，無断欠席，課題の未提出等，無責任な行動につ
いては，厳しく対処する。
　オフィスアワーは授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
高齢者施設での実習指導者の経験を活かして実践的に指導する。

●授業予定一覧：
Ⅰ．事前学習
　（1）　実習前のオリエンテーション
　　　①　実習の目的
　　　②　実習先についての一般的理解
　　　③　実習に伴う留意事項など
　　　④　レポート提出・グループ討議
　（2）　外部講師の講義
　　　　レポート提出・グループ討議
　（3）　グループ学習（個別指導を含む）
　　　①　実習計画書の作成
　　　②　記録実技指導・他
　　　③　レポート提出・グループ討議
Ⅱ．配属実習
　（1）　施設・機関において10日間程度
　　　①　実習形態（集中）
　　　②　実習直後のグループ学習（個別指導を含む）
　　　③　実習の進み具合，実習への取り組み態度等
　　　④　レポート提出・グループ討議
Ⅲ．事後学習
　（1）グループ学習（個別指導を含む）
　　　①　実習記録に基づく総括
　　　②　グループ内配属実習体験報告会
　　　③　レポート提出
　（2）実習全体の総まとめ
　　　①　実習報告書作成
　　　②　配属実習体験報告会
　　　③　実習報告書提出
Ⅳ．その他

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
予習・復習については授業中に指示する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞

「実習の手引き」を配付する。

＜参考書等＞
必要に応じて資料を配布する。
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こころとからだの理解Ⅰ
［担　当　者］�藤井　保人・原野　かおり
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1000-o2

310 51800

●本授業の概要：
　本授業のねらいは、介護活動の根拠を学び理解すること。即ち人間と
しての基本的欲求や生命維持の仕組みを理解し、利用者の生活を支える
介護活動との関連を学ぶ。また介護の安全と安心を支える基礎的知識を
学ぶ。

●到達目標：
　心身機能と身体構造の概要について理解する。更に身じたく、移動、
食事、入浴、清潔保持、排泄、睡眠に直接関連する心と体の基礎知識を
理解する。そして障害や機能低下がそれら（身じたく ? 睡眠）に及ぼす
影響を理解する。

●成績評価の基準：
　授業への取り組み度：20％
　定期試験：80％

●留意事項：
医学系の講義は知識量が多く、ノートをしっかりとり、復習に重点を置
くこと。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�．身体の成り立ちの理解 --- 名称と場所、細胞・組織・器官　（藤井）
2�．生命活動を調節する仕組み(1)---恒常性、自律神経、呼吸、循環　（藤井）
3�．生命活動を調節する仕組み (2)--- 血液、泌尿器、内分泌、体温　（藤井）
4�．調節・修復・再生する仕組み --- 免疫、再生、修復　（藤井）
5�．脳のつくりと働きの理解 --- 脳幹、大脳辺縁系、新皮質　（藤井）
6�．こころと脳のつながり --- 心、感覚、知覚、認知　（藤井）
7�．人間の行動、社会性とこころ --- 動機、感情、意識、自我、適応、
心の発達　（藤井）
8�．身じたくに関するこころとからだのしくみ　（原野）
9�．移動に関するこころとからだのしくみ　（原野）
10．食事に関するこころとからだのしくみ（　藤井）
11．入浴、清潔に関するこころとからだのしくみ　（原野）
12．排泄に関するこころとからだのしくみ　（原野）
13．睡眠に関するこころとからだのしくみ　（原野）
14．終末期に関するこころとからだのしくみ　（原野）
15．緊急時に関するこころとからだのしくみ　（藤井）
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
自分で見やすいノートを作成すること。解らない箇所は次回の授業で質
問すること。

【必携書（教科書販売）】
『最新�介護福祉全書�第12巻�こころとからだのしくみ』，小板橋喜久代・
松田たみ子�編，メヂカルフレンド社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
介護職員基礎研修テキスト編集委員会�編『介護職員基礎研修テキスト�
第３巻�老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解』全国社会福祉協
議会

こころとからだの理解Ⅱ
［担　当　者］�原野　かおり
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 51810

●本授業の概要：
障がい者・児、高齢者のこころとからだについて、生活に視点をおきな
がら理解を深める。

●到達目標：
介護保険及び種々の福祉制度の現状を踏まえて、障害及び高齢者のここ
ろとからだについて体系的な知識の修得を図る。

●成績評価の基準：
定期試験60％
レポート20％　
授業参加度20％

●留意事項：
講義形式であるが、グループ討議や発表など学生主体の授業参加を求め
る。

●実務経験の授業への活用方法：
担当教員は看護師で、病棟勤務、外来勤務、手術室勤務、訪問看護を経
験している。また居宅におけるケアマネジメントの経験を活かし、実事
例も紹介する。

●授業予定一覧：
１　人間の成長と発達の基礎的理解　
２　ICF の理解 (1)
３　ICF の理解 (2)
４　人間の欲求と適応機制・自己概念と尊厳
５　思考、感情、学習及び記憶等のしくみ
６　老化に伴うこころとからだの変化と日常生活　
７　認知症の特徴と日常生活（１）
８　認知症の特徴と日常生活（２）
９　障害の基礎的理解（１）
10　障害の基礎的理解（２）　
11　各障害の特徴と日常生活（肢体不自由のある人）
12　各障害の特徴と日常生活（発達障がいのある人）
13　各障害の特徴と日常生活（精神に障がいのある人）
14　各障害の特徴と日常生活（視覚障がい・聴覚障がいのある人）
15　各障害の特徴と日常生活（難病のある人）
定期試験�まとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
( 予習）この授業では、障がいのある利用者の生活困難事例や、虐待等
のさまざまな介護に起因した課題等を紹介した参考資料をお渡ししま
す。この資料に目を通し、今まで学んだ知識を使って考察して疑問点や
質問事項を整理して出席して下さい。

毎回の授業終了時には、理解度を把握するためミニテストや授業に対す
る要望等を記述していただきます。

【必携書（教科書販売）】
『最新　介護福祉全書11　障害の理解』，谷口敏代（編），メヂカルフレ
ンド社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
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生活経営学
［担　当　者］�豊田　尚吾
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52005

●本授業の概要：
本授業は、ライフマネジメントの基礎を学ぶことで、実生活における経営・経済的課題の
構造を理解し、合理的に対処する方法を習得することを目的とする。授業では、少子高齢
社会など、生活者を取り巻く現実の変化を経営、経済の視点から検討する力を養う。基本
は講義形式となるが、いろいろな事例を用いることで分かりやすく授業を構成する予定で
ある。単に知識を得るだけでなく、「自ら考える」機会を取り入れることで判断力、分析
能力を養う。

●到達目標：
1. 身近な生活課題を経営・経済的視点から理解することを通じて、それらを論理的、構造
的に説明することができる。
2. 自らが生きる社会を鳥瞰したうえで、生活目標を設定し、合理的かつ戦略的にそれを実
現する方法を見つけ出すことができる。
3. 単に自己の利益のみを追及するのではなく、地域社会との共生を包摂した独自のウェル
ビーイング（よい生き方）像を創りあげることができる。

●成績評価の基準：
受講態度・リアクションペーパー　30％（到達目標2,3）
定期試験　　　　　　　　　　　　70％（到達目標1,2）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する

●実務経験の授業への活用方法：
民間企業の地域共生部門担当職として消費者教育業務に携わっていた経験から、各種生活
経営問題の構造を多角的に取り上げ、解決のための重要点と取り組み上の問題点を実現可
能性の観点から検討することを通じて、学生に問題解決プロセスの実践的構築を指導する。

●授業予定一覧：
１�人間生活学と生活経営
２�家計とは：消費生活
３�労働とは：働くことの意味
４�会社とは：経営学の基礎
５�公共とは：財政、非営利組織
６�豊かさを実現する社会：マクロ経済学
７�市場の役割：ミクロ経済学
８�生活設計：持続可能な生活の実現
９�社会保障：社会課題とセーフティネット
10�消費者教育・金融教育：消費者市民社会
11�グローバル化と地域創生
12�リスク・マネジメント：保険からライフコース選択まで
13�人間行動の実際：行動経済学
14�ウェルビーイング再考
15�生活に活かす生活経営学
16�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）新聞や雑誌に目を通し、生活・経営・経済関連の記事に関心を持っておくこと。
それをもとに授業中は積極的な発言など、能動的にかかわる姿勢を持つことを期待してい
る。

（復習）この授業では manaba を利用する。講義内容を manaba の資料で復習し、そこで
得た力を次回の授業や定期試験に反映することで「到達目標」の実現を目指して欲しい。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中、適宜資料を配布する。必要に応じて manaba�folio 経由で資料を配布する場合も
ある。

現代経営学
［担　当　者］�豊田　尚吾
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52015

●本授業の概要：
本授業は、企業等組織の経営について学ぶことで、現代社会における経営学の
重要性を理解し、持続可能性の高い組織運営の技法を習得することを目的とす
る。企業・政府・NPO などの組織の経営（マネジメント）も人間生活の重要な
一部である。消費者、投資家、経営者など、人間が生活を営むうえで必ず何ら
かの形で関わることになる企業の経営について、具体的事例を積極的に織り交
ぜつつ、企業システム、経営戦略、マーケティング、経営管理といった経営の
基本を身につける。

●到達目標：
1. 企業経営で用いられている、目的を達成するための様々な戦略ツールや理論
を具体的な経営課題に対して活用することができる。
2. 様々な組織における経営課題を、経営学的な視点から論点を導き出し、適切
な対処方法を明らかにすることができる。
3. 自らが、企業が提供する財・サービスの需要者（消費者）であり、かつ将来
企業などの組織でキャリアを積み上げる者であることを自覚し、様々な場面の
対処に関して合理的な判断を行うことができる。

●成績評価の基準：
受講態度・リアクションペーパー　30％（到達目標2,3）
定期試験　　　　　　　　　　　　70％（到達目標1,2）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する

●実務経験の授業への活用方法：
民間企業の経営調査部門担当職として経営課題分析業務に携わっていた経験か
ら、企業経営問題の構造を多角的に取り上げ、解決のための重要点と取り組み
上の問題点を実現可能性の観点から検討することを通じて、学生に問題解決プ
ロセスの実践的構築を指導する。

●授業予定一覧：
１　企業経営の仕組みと形態
２　事業領域決定の経営戦略
３　標的市場の選択
４　競争分析
５　製品戦略の基本
６　製品戦略の実践
７　価格戦略の基本
８　価格戦略の実践
９　プロモーション戦略の基本
10��プロモーション戦略の実践
11��流通構造と経営
12��流通戦略
13��組織論、人材活用
14��消費者行動の科学
15��生活に活かす経営学
16��定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）新聞や雑誌に目を通し、企業経営や経済関連の記事に関心を持っておく
こと。それをもとに授業中は積極的な発言など、能動的にかかわる姿勢を持つ
ことを期待している。

（復習）この授業では manaba を利用する。講義内容を manaba の資料で復習し、
そこで得た力を次回の授業や定期試験に反映することで「到達目標」の実現を
目指して欲しい。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中、適宜資料を配布する。必要に応じて manaba� folio 経由で資料を配布す
る場合もある。
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生活経営学特講
［担　当　者］�豊田　尚吾
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52020

●本授業の概要：
本講義は、ミクロ経済学、マクロ経済学の「理論」を体系的に学ぶことをで、
経済学の基本を理解し、社会の諸課題を分析する技法を習得することを目的と
している。消費者の効用最大化、企業の利潤最大化、財市場・金融市場・労働
市場の同時均衡などを経済モデルをもとに学習する。主に生活経済学、現代経
済学を既に履修した学生が、その理論的根拠を体系的に学ぶことで応用力を養
うことを想定している。

●到達目標：
1. ミクロ経済学理論を学ぶことを通じて、消費関数、生産関数、独占・寡占理論、
情報の経済学などについて、現実の事例を用いて解説することができる。
2. マクロ経済学理論を学ぶことを通じて、IS-LM モデル、AD-AS モデルなどが
一定程度理解でき、現実の経済政策にも適用することができる。
3. 経済理論を用いて、日々の経済問題について、その要点を他者に説明すると
ともに、その解決策の一つを示すことができる。

●成績評価の基準：
受講態度・リアクションペーパー　60％（到達目標2,3）
定期試験　　　　　　　　　　　　40％（到達目標1,2）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

なお、本講義は隔年で FP（フィナンシャル・プランニング）の知識を学ぶ内容（金
融資産運用など）と入れ替えている。FP に関心がある学生は次年度の履修を推
奨する。

●実務経験の授業への活用方法：
民間企業の財界活動部門担当職として経済課題分析業務に携わっていた経験か
ら、経済社会問題の構造を経済学の理論をもとに取り上げ、解決のための重要
点と取り組み上の問題点を検討することを通じて、学生に問題解決プロセスの
実践的構築を指導する。

●授業予定一覧：
１�ミクロ経済学の基本
２�消費者行動
３�企業行動
４�完全競争市場
５�不完全競争市場
６�外部性、公共財
７�市場と情報
８�マクロ経済学の基本
９�マクロ経済主体の行動
10�IS-LM モデル
11�財政政策、金融政策
12�景気と失業
13�インフレとデフレ
14�経済成長
15�国際経済

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　講義での説明が不足している部分の自習を宿題とするので、その週のうちに
しっかりと復習したうえで課題を提出すること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書＞

『経済学入門　第3版』金子昭彦他著　東洋経済新報社
『新版　ベーシック経済学』古沢泰治他著　有斐閣

家族関係学
［担　当　者］�﨑川　修
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52040

●本授業の概要：
家族という関わりの持つ意義と問題点を、人間論的視点から考察する。
また、カトリックの立場からみた家族倫理についても学ぶ。

●到達目標：
1.�現代社会における家族関係の諸問題についての理解を深める。
2.�受講者が自身の家族観を見つめ直すことを通じて、家庭生活という場
や、そこにおける関わりに固有の意義や豊かさを理解し、レポートにま
とめることができる。

●成績評価の基準：
授業態度、リアクションペーパー　40%（到達目標1）
期末レポート　60%　（到達目標2）

●留意事項：
レポートにおいてネットや文献からの無断流用が認められた場合は、単
位を与えないので注意すること。
オフィスアワー：授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　導入：「物語」としての家族
２　家族関係とは何か
３　ライフサイクルと家族
４　結婚と夫婦関係
５　母親と子ども
６　父親と子ども
７　兄弟姉妹
８　家庭という居場所
９　教育と家庭
10��家族の病理①
11��家族の病理②
12��老いを支える
13��家族と死
14��家族関係のゆくえ
15　まとめ：家族という「身体」を生きる
期末試験（レポート）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）配布するプリント資料に目を通しておくこと。
（復習）授業内容に関連するニュースや文献を通じて、問題の理解を深
めてほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞�

『愛のよろこび』教皇フランシスコ，カトリック中央協議会
『家庭―愛といのちのきずな』ヨハネ・パウロ二世，ペトロ文庫
その他講義内で紹介する。
必要に応じてプリント資料を配布する。
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生活経済学
［担　当　者］�豊田　尚吾
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52055

●本授業の概要：
本授業は、経済学の基礎を学ぶことで、人間生活を営む上で直面する様々な課
題を経済学的に理解し、その処方箋を導き出す技法を習得することを目的とす
る。充実した生活を実現するためには社会における様々なステイクホルダー（利
害関係者）との共同は不可欠である。ここでは経済という視点から社会を視る
目を養う。現実に起こっている「事象」から、その背景にある「経済・経営」
を読み解くというアプローチを採用する。

●到達目標：
1. 生活に身近な現象の背景にある経済構造や機能を、経済理論のフレームワー
クを用いて説明することができる。
2. 現実の経済の動きを把握し、自らの生活を充実させるための基礎的知識とし
て活用できる。
3. 個人の生活と経済事象を結び付け、社会的課題に積極的にかかわるための方
法論を、自分の言葉で表現することができる。

●成績評価の基準：
受講態度・リアクションペーパー　30％（到達目標2,3）
定期試験　　　　　　　　　　　　70％（到達目標1,3）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
民間企業の経営調査部門担当職として経済課題分析業務に携わっていた経験か
ら、経済社会問題の構造を多角的に取り上げ、解決のための重要点と取り組み
上の問題点を実現可能性の観点から検討することを通じて、学生に問題解決プ
ロセスの実践的構築を指導する。

●授業予定一覧：
１�生活と経済学：経済を学ぶ意味
２�市場メカニズム：分業と交換で成り立つ社会
３�労働と賃金：働くと何が得られるの ?
４�好況と不況：景気はなぜ循環する？
５�経済成長：少子高齢社会の成熟とは ?
６�お金と物価：お金はいくらあれば満足？
７�財政問題と地方創生：岡山の明日
８�グローバル化の功罪：比較優位から保護主義まで
９�産業組織と規制：産業連関表で社会を鳥瞰する
10�貧困と格差：公正、公平は実現できる？
11�消費者行動論：なぜこれを買ってしまうのか
12�行動経済学：こころと経済
13�厚生経済学：消費の倫理はある？
14�幸福の経済：学際的にとらえてみよう
15�生活に活かす生活経済学
16�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）新聞や雑誌に目を通し、生活・経営・経済関連の記事に関心を持ってお
くこと。それをもとに授業中は積極的な発言など、能動的にかかわる姿勢を持
つことを期待している。

（復習）この授業では manaba を利用する。講義内容を manaba の資料で復習し、
そこで得た力を次回の授業や定期試験に反映することで「到達目標」の実現を
目指して欲しい。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中、適宜資料を配布する。必要に応じて manaba� folio 経由で資料を配布す
る場合もある。

現代経済学
［担　当　者］�豊田　尚吾
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52065

●本授業の概要：
本授業は経済学を学ぶことで、私たちが生活する社会における生産・交換・消費と
いう経済構造を理解し、様々な社会課題に対応する技法を習得することを目的とす
る。経済学的思考法は合理性や効率性の実現という特徴を持ち、様々な場面で人間
生活を充実させるツールとして有効に機能する。本講義ではキャリア・デザインを
一つの柱として社会を捉えた後、いくつかの社会課題を取り上げ、その現状を理解
したうえで、自分なりの評価や判断する力を養うことを目的とする。
※授業予定一覧はあくまで例示であり、時宜にかなったテーマを積極的に取り上げ
る。

●到達目標：
1. 生活に身近な現象の背景にある経済構造や機能を、経済理論のフレームワークを
用いて説明することができる。
2. 現実の経済の動きを把握し、社会課題に対する選択肢を複数導出し、一定の判断
基準の下で選択することができる。
3. 社会の一員としての自分を理解し、自らのウェルビーイングを実現するための方
法論を意思決定し、自分の言葉で表現することができる。

●成績評価の基準：
受講態度・リアクションペーパー　50％（到達目標2,3）
定期試験　　　　　　　　　　　　50％（到達目標1,2）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：
民間企業の生活スタイル調査分析部門担当職として経済的視点からのライフスタイ
ル分析業務に携わっていた経験から、個人や社会のウェルビーイングを多面的に取
り上げ、その実現のための重要点を実現可能性の観点から検討することを通じて、
学生に問題解決プロセスの実践的構築を指導する。

●授業予定一覧：
１�経済学の基本
２�選択の科学
３�労働市場の現在
４�キャリアの経済学　
５�雇用と賃金：ワーク・ライフ・バランス
６�キャリア・デザイン：働くを考える
７�生活向上の経済学
８�お金と幸福
９�行動経済学を応用した生活論
10�経済倫理問題
11�社会課題の経済学（1）：少子高齢化問題
12�社会課題の経済学（2）：シェアエコノミー
13�社会課題の経済学（3）：格差・貧困問題
14�社会課題の経済学（4）：地域経済とグローバル経済
15�生活に活かす経済学
16�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）新聞や雑誌に目を通し、生活・経営・経済関連の記事に関心を持っておくこ
と。それをもとに授業中は積極的な発言など、能動的にかかわる姿勢を持つことを
期待している。

（復習）この授業では manaba を利用する。講義内容を manaba の資料で復習し、そ
こで得た力を次回の授業や定期試験に反映することで「到達目標」の実現を目指し
て欲しい。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中、適宜資料を配布する。必要に応じて manaba�folio 経由で資料を配布する場
合もある。
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メディア戦略論
［担　当　者］�葉口　英子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52067

●本授業の概要：
���多様なメディアが存在する現在、企業や組織は多様なメディアを駆使し、目的に適した
情報発信を効果的におこなうべく戦略を立てる。本講義ではそうしたメディア戦略を策定
するために前提となる現代メディアの特性、様式に関する知識を習得する。とりわけ、影
響力の大きい映像メディアをめぐる諸問題や概念・理論を学ぶ。映像メディアである映画
やアニメーションの歴史、表現様式、産業構造に着目し、それらの変容過程を解説する。
近年のメディアのデジタル化とインターネットの普及に伴い、メディアと「産業」「文化」

「マーケティング」「コミュニケーション」に関連する問題に対し、多角的視点から分析・
考察することを目的とする。授業時間外でも manaba�folio を活用し、事前事後課題によ
る自主学習を行う。

●到達目標：
1. 主要な映像メディアの様式に関する理論や知識を説明できる。
2. 映像分析理論に基づき映像作品を解読できる。
3. 技術や産業の歴史の変容過程を踏まえつつ、作品をより深く理解できる。
4. 現代の情報のデジタル化、グローバル化に対応したメディア・リテラシーを習得する。

●成績評価の基準：
事前事後課題　30%（到達目標1,2,3)
中間レポート課題　20%( 到達目標2,3,4)
期末レポート　50%( 到達目標1,2,3,4)

●留意事項：
授業内での説明等に疑問がある場合は毎回のコメントカードやメールにて積極的に尋ねる
こと。

オフィスアワー���授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1. メディアとは何か−メディアの歴史と発展、定義−
2. 映像メディアの隆盛
3. 映像技法1
4. 映像技法2
5. 映画の歴史と表現特性
6. 映画産業の発展
7. 映画の技術進展と新たな映像表現
8. アニメーションの歴史と表現特性
9. 日本とアメリカのアニメーション産業の違い
10. アニメ産業の発展とデジタル化
11. 近年のコンテンツ産業とメディア・ミックス戦略
12. マーケティングとメディア戦略
13. メディアのグローバル化と資本主義
14. メディアが構成する虚構と現実
15. 多メディア時代を生きるためのメディア・リテラシー
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）普段、多様なメディア（新聞・雑誌・テレビ・映画・漫画・アニメ・ソーシャル
メディア等）にどのように接し、それらからいかに情報を得ているのか、意識的かつ分析
的に捉えてみること。また毎回の授業において、manaba�folio を活用して、参考資料を読
んだり、動画に目を通しておいたりなど事前課題を出す場合がある。

（復習）講義内で課題レポートに取り組む作業を課す。また毎回の授業のスライド資料は、
授業後にmanaba�folioで提示するので、復習やレポートに際しておおいに活用してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
テキストは使用しない。毎回ワークノートと適宜資料を配布する。
＜参考図書等＞

『よくわかるメディアスタディーズ』伊藤守編著 , ミネルヴァ書房 ,2009年
『コンテンツ産業論』河島伸子著 , ミネルヴァ書房 ,2009年

消費者商品学
［担　当　者］�葉口　英子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52070

●本授業の概要：
　私たちは生活者（消費者）として多くのモノやサービスを商品として消費する。
本講義では、商品学、マーケティング論、消費者行動論の視点から商品に関す
る知識・理論体系を学ぶ。商品に関する品質・価値・評価の問題に加え、消費
者の心理や行動に焦点をあてる。商品の特性をはじめ、個人・集団・社会レベ
ルの消費者心理・行動から商品や市場動向を分析する力の習得をめざす。授業
時間外でも manaba�folio を活用し、事前事後課題による自主学習を行う。

●到達目標：
1. 現代社会のモノやサービスの商品知識を説明できる。
2. 現代消費社会の特徴と変容過程を踏まえ、多様化する商品や細分化する消費
者のニーズ・動向を分析できる。
3. 多角的な視点から商品・サービスと消費者との関係について考察できる。

●成績評価の基準：
ミニレポート・事前事後課題　30%（到達目標1,2)
中間レポート課題　20%( 到達目標1,2)
定期試験　50%( 到達目標1,2,3)

●留意事項：
授業内での説明等に疑問がある場合は毎回のコメントカードやメールにて積極
的に尋ねること。

オフィスアワー���授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1. 商品とは何か、消費者とは誰か
2. 商品の意義と概念
3. 商品学と商品知識の体系
4. 消費社会の発展段階とその特徴
5. 高度消費社会にみる商品分析
6.「モノ」消費と「コト」消費
7. 商品価値の形成
8. 新商品の開発・企画
9. 商品の品質と価格
10. 商品の評価
11. 商品のブランディングとデザイン
12. 社会変容と消費者ニーズ
13. 近年のヒット商品の分析ワーク1
14. 近年のヒット商品の分析ワーク2
15. 現代の商品問題の視座
定期試験（筆記）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）普段から自分が興味を持った商品やサービスに対する知識を高めておく
こと。資料を読むなど事前課題を出す場合もある。また毎回の授業において、
manaba�folio を活用して、参考資料を読んだり、動画に目を通したりなどの事
前課題を出す場合がある。

（復習）講義内で課題（分析ワーク）に取り組む作業を課す。また毎回の授業の
スライド資料は、授業後に manaba�folio で提示するので、復習や試験に際して
おおいに活用してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
テキストは使用しない。毎回ワークノートと適宜資料を配布する。
＜参考図書等＞

『現代商品論（第2版）』見目洋子 , 大原悟務他著 , 白桃書房 ,2010年
『現代商品論』吉田富義著 , 同友館 ,1994年
『消費者行動論』田中洋著 , 中央経済社 ,2015年
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広告論
［担　当　者］�葉口　英子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52073

●本授業の概要：
　日常に溢れる広告は、広告主である企業が提供する商品・サービスの内容を
消費者に効果的に伝えるための情報提供活動の一つである。ただし、現代の広
告はこうした販売促進をめぐる情報活動としてのみでなく、ブランドイメージ
の醸成、ライフスタイルの提示、流行の創造などその役割は多岐におよぶ。本
講義では広告の役割・仕組み・表現に対する基本的理解を深めると同時に、情
報の発信者（企業）あるいは受信者（消費者）として広告を活用できる力を養う。
授業時間外でも manaba�folio を活用し、事前事後課題による自主学習を行う。

●到達目標：
1. 広告の基本的な役割・仕組みを説明できる
2. 広告表現を適切に分析し、解読できる。
3. 消費者にとって効果的で魅力的な広告表現を提案できる。
4. 広告に関する総合的な知識を踏まえ、多角的な視点から広告について説明で
きる。

●成績評価の基準：
ミニレポート・事前事後課題　30%（到達目標1,2)
中間レポート課題　20%( 到達目標2,3)
定期試験　50%( 到達目標1,2,3,4)

●留意事項：
授業内での説明等に疑問がある場合はメール他、毎回のコメントカードにて積
極的に尋ねること。

オフィスアワー���授業中に指示する�。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1. 広告とは何か−広告の歴史と定義−
2. さまざまな広告媒体の特徴と機能
3. 多様な広告目標
4. 広告効果と心理的プロセス
5. 世界のテレビＣＭの表現
6. 広告表現のアイディア
7. テレビＣＭ広告戦略とタレント広告
8. 広告とブランドイメージ
9. ネット広告の台頭
10. 広告表現ワーク①（中間レポート課題）
11. 広告表現ワーク②（中間レポート課題）
12. 広告表現ワーク③発表（プレゼンテーションと評価）
13. 日本のテレビＣＭの歴史
14. 広告モデルの変遷
15. 広告活動の新しい潮流
定期試験（筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）自分が面白い、美しい、効果的だと思う広告物を保存するなどし、普段
から広告に対する関心を高めておくこと。また毎回の授業において、manaba�
folio を活用して、参考資料を読んだり、動画に目を通しておくなど事前課題を
出す場合がある。

（復習）講義内でワークノートの記述や分析ワークをおこなうといった作業を課
す。授業後はこれらのワークの復習をしてほしい。また毎回の授業のスライド
資料は授業後に manaba�folio で提示するので、復習やレポート・試験に際して
おおいに活用してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
テキストは使用しない。毎回ワークノートと適宜資料を配布する。
＜参考図書等＞

『新しい広告』嶋村和恵監修 , 電通 ,2006年
『宣伝広告の基礎』久保田進彦・五十嵐正毅他著 , 宣伝会議 ,2016年

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論
［担　当　者］�葉口　英子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52076

●本授業の概要：
　今日のマーケティング活動では、顧客視点の４C（価値、負担、利便性、コミュニケーショ
ン）が重視される。本講義では、企業が顧客に対して自社商品・サービスの価値をいかに
伝達しているのか。また、企業が顧客との円滑なコミュニケーションをはかるために、い
かなる接点を作り、仕組みを構築しているのか、理解することを目的とする。ただし、近
年、市場の成熟化に加え、SNS の浸透やメディアの多様化が進み、コミュニケーション
のありようも新たな局面を迎えている。本講義では、こうした最新の動向も踏まえたマー
ケティング・コミュニケーションに対する理解を深め、実際のマーケティング活動に活用
できる知識の習得をめざす。授業時間外でも manaba�folio を活用し、事前事後課題によ
る自主学習を行う。

●到達目標：
1. マーケティング・コミュニケーションに関する基本的な知識や理論を説明できる。
2. 市場や消費者の動向も踏まえた顧客とのマーケティング・コミュニケーションを分析で
きる。
3. 多様なマーケティング・コミュニケーションの仕組みやありようを説明できる。

●成績評価の基準：
ミニレポート・事前事後課題　30%（到達目標1,2,3)
中間レポート課題　20%( 到達目標1,2)
期末レポート　50%( 到達目標1,2,3)

●留意事項：
授業内での説明等に疑問がある場合は毎回のコメントカードやメールにて積極的に尋ねる
こと。

オフィスアワー�授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1. マーケティング・コミュニケーションの意味と意義
2. ブランドとは何か
3. ブランド構築と顧客
4. ブランディングの顧客区分
5. コンテンツ提供価値とリレーション提供価値
6. ブランド・コミュニケーションと接点管理
7. マーケーティングにおけるプロモーション活動
8. 消費者の共感とロング・エンゲージメント・マーケティング
9. ブランド・ストーリーによる情緒的訴求
10. ソーシャル・マーケティングの潮流
11. 共感マーケティング
12. スポーツ・マーケティング
13. サービス・マーケティング
14. グローバル時代のマーケティング戦略
15. 環境保全のマーケティング
期末レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
（予習）普段から新聞やニュースを見聞するなどし、経済・社会情勢に関する情報を蓄え
るほか、市場・消費者の動向にも関心を持つこと。また毎回の授業において、manaba�
folio を活用して、参考資料を読んだり、動画に目を通したりなど事前課題を出す場合が
ある。

（復習）講義内で課題を課す場合がある。授業後は講義内で配布した資料を読み直すなど
復習し、理解を深めておくこと。また毎回の授業のスライド資料は、授業後に manaba�
folio で提示するので、復習やレポートに際しておおいに活用してほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
テキストは使用しない。毎回ワークノートと適宜資料を配布する。
＜参考書等＞

『消費者・コミュニケーション戦略』田中洋 , 清水聰編著 , 有斐閣 ,2008年
『マーケティング』池尾京一 , 青木幸弘他著 , 有斐閣 ,2015年
『エッセンシャル戦略的ブランド・マネジメント』ケビン・レーン・ケラー著 , 恩蔵直人
監訳 , 東急エージェンシー ,2015年
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被服学Ⅰ
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52080

●本授業の概要：
被服は人体を覆うものであるが，最も身近な人工の環境ともいえる。被
服について多角的な機能や役割について学んでいく。被服の素材や，そ
の起源や変遷を学び，被服の社会的な役割を理解し，TPO やライフス
テージに応じた衣服について考察する。また，被服素材の技術革新及び
環境の変化などを学び，持続可能な衣生活の実践に繋げていく。

●到達目標：
１．�被服の社会的な役割を理解し，TPO やライフステージに応じた衣

服を選び，着用できる。
２．�被服の素材や製造，管理と環境とのかかわり等について説明できる。
３．�衣生活の変化に関心を持ち，これからの衣生活について述べること

ができる。

●成績評価の基準：
小テスト　　　　　　　　　30％（到達目標１，２）
レポート　　　　　　　　　70％（到達目標１，２，３）

●留意事項：
オフィスアワー�　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1.��オリエンテーション・装うことの意味
2.��衣服の類型・民族と衣生活
3.��衣服のかたちの変遷・西洋の服装（古代 ･ 中世）
4.��衣服のかたちの変遷・西洋の服装（近世）　　　
5.��衣服のかたちの変遷・西洋の服装（近世以降）
6.��衣服のかたちの変遷・日本の服装
7.��衣服の素材（繊維）
8.��衣服の素材（表示情報）
9.��衣服の着心地（心理）
10.�衣服の着心地（衣服の機能）
11.�衣服の管理（家庭洗濯）
12.�衣服の管理（商業洗濯）
13.�ユニバーサルデザインと衣生活
14.�環境と衣生活
15.�まとめ
　

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各授業時に紹介する資料や図書などを参考に理解を深めるとともに、授
業で提示する自主学習に積極的に取り組んでほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　テキストは使用しない。プリントを配付する。

＜参考書等＞
　講義中に紹介する。

被服学Ⅱ
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52090

●本授業の概要：
被服の管理と染色加工を中心に学ぶ。被服の管理では，着用や保管によっ
て起きる被服の機能性の変化とその原因及び手入れによる被服の機能性
保持について学ぶ。また，染色加工については，簡単な染色を通して染
色方法を理解し，繊維製品の染色の基礎知識と技法を学ぶ。

●到達目標：
１．�被服の管理に必要な洗濯，手入れ，保存についての基礎を理解する。
２．�被服素材に関心を持ち，それぞれに適した合理的な被服管理を考え

ることができる。
３．�繊維製品の染色方法を理解し，その取り扱いについて考えることが

できる。

●成績評価の基準：
染色作品　　　　　　10％（到達目標３）
小テスト　　　　　　40％（到達目標１，２，３）
レポート　　　　　　50％（到達目標１，２，３）　　　　　　

●留意事項：
染色の理解のため，簡単な染色実習を実施する。染色実習は，講義時間
数に替えて実習の時間数を適用するとともに，別の曜日に実施すること
がある。
オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．被服の汚れ
２．洗濯用水
３．洗浄剤
４．洗浄理論����������
５．洗浄の条件と洗濯
６．商業洗濯
７．漂白と増白・しみ抜き
８．仕上げ
９．被服の管理と保管
10．小テスト・染色とは
11．染色理論
12．�染色の方法・染色堅牢度
13．�染色の技法
14．�染色実習
15．�染色のまとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
次週に予定されているテーマに関して，衣料学，被服学Ⅰで学んだ関連
する部分の予習復習を行っておくこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　テキストは使用しない。プリントを配付する。

＜参考書等＞
　講義中に紹介する。
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衣料学
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52100

●本授業の概要：
健康で快適な衣生活を主体的に営むために，被服材料の種類や性質及び
要求される性能などを理解し，使用目的に適合する被服素材とは何か学
び，被服素材に適合した取り扱い方法や評価方法について学ぶ。さらに，
販売されている被服情報を理解し，適切な被服選択に繋げていくことを
目的とする。

●到達目標：
１．被服材料の基本的な種類や性能が説明できる。
２．使用目的に応じた被服材料を判別できる。
３．販売されている被服情報について説明できる。
４．被服材料に適合した繊維製品の取り扱いが説明できる。

●成績評価の基準：
リアクションペーパー　　　　　10％（到達目標　２，３）
小テスト　　　　　　　　　　　30％（到達目標　１，２，３，４）
レポート　　　　　　　　　　　60％（到達目標　１，２，３，４）
　

●留意事項：
オフィスアワー�　授業中に指示する

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．被服の材料
２．被服品質表示とサイズ表示
３．被服材料の成り立ち
　　　①糸
４．　②布（織物）
５．　③布（編み物）
６．　④布（その他）
７．　⑤繊維の種類と分類
８．　⑥天然繊維（綿・麻）
９．　⑦天然繊維（毛・絹）
10．　⑧再生繊維
11．　⑨半合成繊維
12．　⑩合成繊維
13．被服材料の性能実験 (1)
14．被服材料の性能実験 (2)
15．被服材料の性能と繊維製品の取り扱い

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業時に提示する資料を参考に授業前後で積極的に様々な衣服に触れ，
実践的な自主学習に取り組んでほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　テキストは使用しない。プリントを配付する。

＜参考書等＞
　講義中に紹介する。

被服構成及び実習Ⅰ [a]
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 52110

●本授業の概要：
被服設計に必要な人体計測及びその方法を学び，人体に適合した被服の構成を理解し，体型に
適した着心地の良い被服設計について考察する。洋服の基本アイテムのブラウス，スカート，
パンツの製作を通して，衣服の仕組みと製作工程を学ぶ。さらに，被服パターンや各種被服素材，
芯地，裏地の取り扱い方などの基礎的な縫製技術を習得する。

●到達目標：
１．被服設計に必要な人体計測ができる。
２．被服の構成を理解し，被服の仕組みと製作工程が説明できる。
３．基本的な縫製技術を習得する。

�

●成績評価の基準：
原型及びスカートの製図　　10％（到達目標　１）
作品の評価　　　　　　　　60％（到達目標　１，２，３）
定期試験　　　　　　　　　30％（到達目標　１，２，３）

●留意事項：
前時を踏まえて進めていくため，各講座の目標がその日のうちに達成できるよう努め，次時ま
でには必ず達成しておくこと。
材料費が必要となる。

オフィスアワー�　授業中に指示する。　

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．オリエンテーション・手縫いの基礎１
２．手縫いの基礎２
３．直線ミシン・ロックミシン各部の名称と使い方・練習
４．あきの始末１（ファスナー・ベルト）
５．あきの始末２（ボタン・ボタンホール・前カン）
６．基礎縫いの復習
７．人体各部の名称と採寸・体型とパターン・ブラウスの製図
８．ブラウスの地直し・裁断・しるし付け
９．ブラウスの仮縫い・補正
10．ブラウスの本縫い１（ポケット付け・襟づくり）
11．ブラウスの本縫い２（襟つけ・身頃合わせ）
12．ブラウスの本縫い３（袖づくり）
13．ブラウスの本縫い４（袖つけ）
14．ブラウスの本縫い５（ボタンホール・ボタン付け）
15．仕上げ・着装
16．まとめ・定期試験
17．スカートの製図
18．スカートの地直しと裁断 ･ しるし付け
19．スカートの仮縫いと補正・裏地の裁断
20．表スカートの本縫い１（ダーツ・ファスナー付け・脇縫い）
21．表スカートの本縫い２（裾の始末）
22．裏スカートの本縫い（ダーツ・脇縫い・裾の始末）
23．中とじ・あきの始末
24．ベルト作り・ベルト付け
25．前カン付け・糸ループ・仕上げ・着装
26．パンツの製図
27．パンツの地直し ･ 裁断 ･ しるし付け
28．パンツの仮縫い・補正
29．パンツの本縫い１（脇・裾上げ）
30．パンツの本縫い２（股ぐり・ウエスト周り）
31．仕上げ・着装
32．まとめ・定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各授業の前後で学んだ縫製技術を復習しておくこと。
日常生活の中で学んだ縫製技術を積極的に実践活用するように心がけること。

�

【必携書（教科書販売）】
改訂版・服飾造形講座〈1〉服飾造形の基礎�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，文化
服装学院教科書出版部

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
・�改訂版・服飾造形講座〈2〉スカート・パンツ�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，

文化服装学院教科書出版部
・�改訂版・服飾造形講座〈3〉ブラウス・ワンピース�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，

文化服装学院教科書出版部
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被服構成及び実習Ⅰ [b]
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 52120

●本授業の概要：
被服設計に必要な人体計測及びその方法を学び，人体に適合した被服の構成を理解し，体型に
適した着心地の良い被服設計について考察する。洋服の基本アイテムのブラウス，スカート，
パンツの製作を通して，衣服の仕組みと製作工程を学ぶ。さらに，被服パターンや各種被服素材，
芯地，裏地の取り扱い方などの基礎的な縫製技術を習得する。

●到達目標：
１．被服設計に必要な人体計測ができる。�
２．被服の構成を理解し，被服の仕組みと製作工程が説明できる。�
３．基本的な縫製技術を習得する。�

●成績評価の基準：
原型及びスカートの製図　　10％（到達目標　１）�
作品の評価　　　　　　　　60％（到達目標　１，２，３）�
定期試験　　　　　　　　　30％（到達目標　１，２，３）

●留意事項：
前時を踏まえて進めていくため，各講座の目標がその日のうちに達成できるよう努め，次時ま
でには必ず達成しておくこと。
材料費が必要となる。

オフィスアワー�　授業中に指示する　

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．オリエンテーション・手縫いの基礎１
２．手縫いの基礎２
３．直線ミシン・ロックミシン各部の名称と使い方・練習
４．あきの始末１（ファスナー・ベルト）
５．あきの始末２（ボタン・ボタンホール・前カン）
６．基礎縫いの復習
７．人体各部の名称と採寸・体型とパターン・ブラウスの製図
８．ブラウスの地直し・裁断・しるし付け
９．ブラウスの仮縫い・補正
10．ブラウスの本縫い１（ポケット付け・襟づくり）
11．ブラウスの本縫い２（襟つけ・身頃合わせ）
12．ブラウスの本縫い３（袖づくり）
13．ブラウスの本縫い４（袖つけ）
14．ブラウスの本縫い５（ボタンホール・ボタン付け）
15．仕上げ・着装
16．まとめ・定期試験
17．スカートの製図
18．スカートの地直しと裁断 ･ しるし付け
19．スカートの仮縫いと補正・裏地の裁断
20．表スカートの本縫い１（ダーツ・ファスナー付け・脇縫い）
21．表スカートの本縫い２（裾の始末）
22．裏スカートの本縫い（ダーツ・脇縫い・裾の始末）
23．中とじ・あきの始末
24．ベルト作り・ベルト付け
25．前カン付け・糸ループ・仕上げ・着装
26．パンツの製図
27．パンツの地直し ･ 裁断 ･ しるし付け
28．パンツの仮縫い・補正
29．パンツの本縫い１（脇・裾上げ）
30．パンツの本縫い２（股ぐり・ウエスト周り）
31．仕上げ・着装
32．まとめ・定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各授業の前後で学んだ縫製技術を復習しておくこと。�
日常生活の中で学んだ縫製技術を積極的に実践活用するように心がけること。�

【必携書（教科書販売）】
改訂版・服飾造形講座〈1〉服飾造形の基礎�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，文化
服装学院教科書出版部

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
・�改訂版・服飾造形講座〈2〉スカート・パンツ�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，

文化服装学院教科書出版部
・�改訂版・服飾造形講座〈3〉ブラウス・ワンピース�( 文化ファッション大系 )，文化服装学院編，

文化服装学院教科書出版部

被服構成及び実習Ⅱ
［担　当　者］�中川　敦子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 52130

●本授業の概要：
「被服構成及び実習Ⅰ」で学んだ知識や技術をもとに応用発展させていく。製作を通して被服構
成やデザインに適した被服材料及び縫製について総合的に理解し，その技術を習得する。各自
の体型や好みを考慮した上でデザインを選択し，ワンピース，ジャケットまたはコート等を製
作する。各々選択したデザインの製図や素材選択を行い，それらを十分に生かせる縫製方法学び，
技術を習得する。また，製作を通して体型に適した着心地の良い衣服設計及び縫製について諸
要因や評価方法について学び，購入時のより良い被服選択に繋げていく。

�

●到達目標：
１．�ワンピース，ジャケット及びコートのデザインや名称，多様な襟や袖などのしくみが説明

できる。
２．様々な製図方法を説明することができ，原型を使用した製図ができる。
３．デザインや被服素材の違いに対応した縫製方法を選択し，縫製することができる。
４．裏地のパターン展開ができる。
５．被服の構成を理解し，被服の仕組みと製作工程が説明することができる。�

●成績評価の基準：
製図　　　　　　　　10％（到達目標１，２）
部分縫い　　　　　　10％（到達目標３）
作品の評価　　　　　60％（到達目標３，４，５）
定期試験　　　　　　20％（到達目標１，２，３，４，５）

●留意事項：
「被服構成及び実習Ⅰ」を履修済みであること。
各講座の目標がその日のうちに達成できるよう努め，学んだことを日常生活の中で実践活用す
るように心がけること。
材料費が必要となる。

オフィスアワー　授業中に指示する。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．オリエンテーション
２．子供用ボレロの裁断・しるし付け・本縫い１
３．子供用ボレロの本縫い２・仕上げ・着装
４．ワンピースドレスの概説
５．ワンピースドレスの作図
６．ワンピースドレスの製作手順表の作成
７．ワンピースドレスの裁断・仮縫いの準備　縫製方法の説明
８．ワンピースドレスの仮縫い・補正・裏地の裁断・本縫いの準備�������
９．部分縫い ( コンシールファスナー付け )
10. ～14．ワンピースドレスの本縫い
15．ワンピースドレスの仕上げ・着装
16．まとめ・定期試験
17．スーツ・コートの概説
18．総裏ジャケットまたはコートの作図
19．総裏ジャケットまたはコートの製作手順表の作成
20．総裏ジャケットまたはコートの裁断・仮縫いの準備　縫製方法の説明
21．総裏ジャケットまたはコートの仮縫い・補正・裏地の裁断・本縫いの準備
22．部分縫い ( ポケット )
23. ～30．総裏ジャケットまたはコートの本縫い
31．総裏ジャケットまたはコートの仕上げ・着装
32．まとめ・定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
各授業前には，製作デザインと製作手順及び方法について情報収集し，適切な製作方法及び技
術についての理解を深める。
各授業後は，学んだ技術の確実な習得のため，自主学習を積極的に進めてほしい。

【必携書（教科書販売）】
改訂版・服飾造形講座〈4〉ジャケット・ベスト ( 文化ファッション大系 )�，，文化服装学院編，
文化服装学院教科書出版部

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　�改訂版・服飾造形講座〈1〉服飾造形の基礎�( 文化ファッション大系 )�，文化服装学院編�，文

化服装学院教科書出版部
＜参考書等＞
　�改訂版・服飾造形講座〈5〉コート・ケープ�( 文化ファッション大系 ) 文化服装学院編，文化

服装学院教科書出版部
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被服構成及び実習Ⅲ
［担　当　者］�小橋　裕子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52140

●本授業の概要：
　日本の民族衣装である和服の良さを再認識する。そのために、立体構成の衣服と比較し、平
面構成のもつ特徴について理解する。実習では、裁断、柄あわせを全員で取り組むことにより
経験を増やし、対応能力を身につける。また、和服の構成を理解した上で、基礎的な縫製技術
を確実に習得し技能の上達につなげる。縫製した和服を和装小物を用いて全員で着装し、たた
み方なども身につける。

●到達目標：
・　ひとえ長着を扱うため布の特徴、用布量を理解し、自分に合った反物を準備できる　
・　着装者の体型にあった採寸ができる。
・　基礎的な和服の構成を理解した上で縫製することができる。
・　縫い方の種類と違いを理解し縫い進めることができる。
・　縫い上げたひとえ長着を和装小物を使用し、自分で着装することができる。

●成績評価の基準：
　実習への取り組み　　　　　　　　　　　10％
　部分縫い　　　　　　　　　　　　　　　20％
　作品の評価　　　　　　　　　　　　　　50％
　定期試験（筆記テスト・実技テスト）　　20％

●留意事項：
・実習では、各時間の目標を達成できるよう内容を理解すると同時に、積極的な態度で臨むこと。
・授業時間終了後、時間を制限するが補習は可能。
・各自の衣生活の中に和服を取り入れられるよう、和装小物・着装を考えること。
・前期作品の女物ゆかた地１反、後期自由作品（ひとえ長着）の反物１反を購入すること。

●実務経験の授業への活用方法：
高等学校教諭として高等学校家庭に関する学科に勤務していた経験から、高等学校で扱われて
いる被服製作技術検定１級和服（ひとえ長着）の内容にも触れ、検定についての知識を持ち、
検定における縫製のポイントなど、将来家庭科教員をめざす学生に伝えている。

●授業予定一覧：
１．　Ⅰ　大裁女物ひとえ長着について�（必要な用具等）
２．　　基礎縫い
３．　　部分縫い（そでの丸み・肩あて布・額縁）・裁断見積もり・地なおし
４．　Ⅱ　ゆかたの製作
　　　　①　裁断・柄合わせ《全員で取り組む》
５．　　②　しるしつけ（そで・身ごろ）
６．　　③　しるしつけ（おくみ・えり）
７．　　④　そで作り・いしきあて作り（部分縫い参照）
８．　　⑤　背縫い・くりこし揚げ・肩あて付け・いしきあて付け
９．　　⑥　えり下くけ・おくみつけ・縫い代のしまつ
10．　　⑦　えりつけ・えり先の留め
11．　　⑧　三つえり芯つけ・えりの縫い代のしまつ
12．　　⑨　脇縫い・縫い代のしまつ・すそぐけ
13．　　⑩　そで付け・縫い代のしまつ
14．　　⑪　かんぬき留め・仕上げ・たたみ方
15．　Ⅲ　ゆかたの着装　帯結び（ＤＶＤ視聴）・着付け《全員で取り組む》
16．�筆記テストと着付け（写真）
17．　Ⅳ　ひとえ長着の自由作品の製作について・裁断見積もり
18．　　部分縫い（額縁・広えり）・地直し
19．　　①　裁断・柄合わせ
20．　　②　しるしつけ（そで・身ごろ）
21．　　③　しるしつけ（おくみ・えり）
22．　　④　そで作り
23．　　⑤　肩あて作り・いしきあて作り
24．　　⑥　背縫い・肩あて（力布）つけ・いしきあてつけ
25．　　⑦　えり下くけ・おくみつけ・縫い代のしまつ
26．　　⑧　えりつけ・えり先の留め
27．　　⑨　三つえり芯つけ・えりの縫い代のしまつ
28．　　⑩　脇縫い・縫い代のしまつ・すそぐけ
29．　　⑪　そで付け・縫い代のしまつ
30．　　⑫　仕上げ・たたみ方
31．　Ⅴ　和服の種類と織り・染め・着装　、名古屋帯《着付け》
32．　まとめと実技テスト

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
この授業では、和服の構成や和裁で扱う縫い方を正確に理解することに努めてほしい。ミシン
縫いを併用しますが、縫い方の基本である運針など日ごろから手縫いに慣れておくと、速く美
しい縫製が可能になります。毎回の授業で、配布プリントを用い説明、師範するので、遠慮な
く質問し納得の上で縫い進めて欲しい。より理解を深めるために、縫い方手順、注意点などを
プリントを使い整理し、復習することを勧める。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
プリント配付

＜参考書等＞
『やさしい和裁』，清水とき著，日本ヴォーグ社

調理学
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52145

●本授業の概要：
本授業は、調理の意義と食事の計画について考えるとともに、食品成分
と調理との関係について理解し、実生活に活用できる知識を身に付ける
ことを目的とする。また、自らの食事調査をすることを通して、自分の
食生活と健康との関連を考える。食品の生産・加工・流通の過程を知る
機会や実物に触れる体験的な活動などを通して、食品や調理への関心を
高めていく。

●到達目標：
１．食品の特性と調理との関係を説明することができる。
２．自らの食事調査を評価し、課題と改善策を挙げることができる。

●成績評価の基準：
定期試験　80％（到達目標1）
レポート　20％（到達目標2）

●留意事項：
・２年次の「調理実習Ⅰ」は、この科目を受講していることが履修条件
になっている。
・オフィスアワー　月曜日　9,10限

●実務経験の授業への活用方法：
高校家庭科教員として指導に携わっていた経験から、具体的で分かりや
すい授業展開をすることで学習意欲を高め、調理や食事を科学的な視点
から捉える力を育てる。

●授業予定一覧：
１　食べることと調理の意義
２　食事調査と評価
３　穀類の特性
４　米の調理
５　麦の調理
６　いも類の特性と調理
７　豆類の特性と調理
８　野菜の種類と栄養的特性
９　野菜の嗜好的特性と調理
10　果物・きのこ・藻類の特性と調理
11　肉類の調理特性と
12　魚類の特性と調理
13　卵の特性と調理
14　乳・乳製品の特性と調理
15　油脂・砂糖・食塩の特性と調理
　　定期試験・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業内容を復習することで身近な食物に関心を持ち、実際に見る・触れ
る・食べる・調理するなどの実践的な行動につなげてもらいたい。

【必携書（教科書販売）】
ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ�食べ物と健康�―調理学―，渋川祥子，同文書院

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中に指示する。
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調理実習Ⅰ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］実習・講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 52155

●本授業の概要：
実習内容は，調理実験を踏まえた日常食の調理や様式別の行事食などで構成される。調理学と
関連づけながら調理実験や調理実習を行うことで，調理を科学的に捉えて理論の深化をはかり
つつ調理技術の基礎を身に付けていく。
安全や衛生管理に配慮しつつ効率的な調理作業に心掛け，調理の実践力を身に付けていく。
　

●到達目標：
１．調理操作による食品の変化を活用して調理ができる。
２．基礎的な調理技術を活用して調理ができる。
３．調理計画に沿って調理・観察・試食・片付け・評価ができる。
４．安全や衛生に配慮した調理ができる。
５．会食の目的にふさわしい食卓作りができる。

●成績評価の基準：
レポート　60％（到達目標1,3,4,5）
実技試験　10％（到達目標2）
定期試験　30％（到達目標1,3,4,5）

●留意事項：
・履修条件として，「調理学」を受講済み，もしくは同時期に受講していることとする。
・班編制による実験・実習を主とすることから，積極的な姿勢で相互に協力すること。
・オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
高校家庭科教員として専門科などの指導に携わっていた経験から，学生の個人差に応じた指導
をすることで，安全や衛生に配慮しながら調理を実践する力を体得させていく。

●授業予定一覧：
１．食品の特性と調理の関係，実習に関する諸注意
２．調理操作の基礎と要点，野菜の調理性
３．実験①だしの種類とその特性
４．実験②基礎的な切り方と汁物の調理，電子レンジの特徴
５．実技テスト，実験③野菜の調理性，加熱操作の基礎
６．穀物の種類と調理性，調理実習の要点
７．実験④米及びその加工品の調理性に関する実験と調理
８．実験⑤小麦粉の調理性に関する実験と調理
９．実習①初夏の日常食（洋風）
10．豆類・芋類・ゲル化剤の特性
11．実験⑥大豆の加工品作り
12．実験⑦ジャガイモ・サツマイモの加熱実験，実技テスト
13．実験⑧ゲル化剤の濃度に関する実験と調理
14．実験実習のまとめ，調理実習の要点
15．実習②夏の日常食（中国風）
　　　定期試験，課題レポートの提出
16．調理実習の要点，卵の鮮度と泡立ち性
17．実習③秋の日常食（和風）
18．実験⑨卵の鮮度と泡立ち性に関する実験と調理
19．砂糖・油脂の特性，卵の熱凝固性・乳化性，調理実習の要点
20．実験⑩砂糖・卵の加熱実験と調理
21．実験⑪卵の乳化性に関する実験と調理
22．実習④秋の行事食（和風）
23．食肉・乳製品の特性，調理実習の要点
24．実験⑫挽き肉の特性に関する実験
25．実習⑤冬の日常食（洋風）
26．実習⑥冬の行事食（洋風）
27．調理実習の要点，食卓マナー
28．実習⑦幕の内弁当（和風）
29．実習⑧春の行事食（和風）
30．実習のまとめ
　　　定期試験，課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・授業時に配付された資料に沿って，各班員と協議しながら実習計画表を作成 ( 約15分 ) して実
習に臨むこと。
・実習終了時は実習を振り返って評価表に記入 ( 約15分 ) し，成果と課題を明確にすること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　授業中に必要な資料を配付する。

＜参考書＞
　『ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ�食べ物と健康�―調理学―』渋川祥子，同文書院

調理実習Ⅱ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］実習・講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 52170

●本授業の概要：
実習内容は日本料理・西洋料理・中国料理の日常食や行事食などで構成され，各様式の献立構
成・材料・調理操作の特徴や食卓作法などについて，実習を通して理解し身に付けていく。
安全や衛生管理に配慮しつつ効率的な調理作業に心掛け，調理の実践力を高めていく。

●到達目標：
１．献立を元に効率的な調理計画を立てることができる。
２．調理理論に基づいた方法で計画的に調理することができる。
３．安全や衛生に配慮した調理ができる。
４．各様式にふさわしい献立作成ができる。
５．様式別の会食にふさわしい食卓作りができる。

●成績評価の基準：
レポート　70％（到達目標1,2,3,4,5）
定期試験　30％（到達目標2,3,4,5）

●留意事項：
・履修条件として，「調理実習Ⅰ」を受講済みであることとする。
・オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
高校家庭科教員として専門科などの指導に携わっていた経験から，効率的な調理計画の立案や
主体的な実習に取り組む姿勢を促す。

●授業予定一覧：
１．西洋風食卓作りと調理の要点
２．西洋料理（春の献立）
３．西洋料理（母の日の献立）
４．実習のまとめと調理の要点
５．西洋料理（初夏の献立）
６．西洋料理（誕生祝いの献立）
７．西洋料理（コース料理の基礎）
８．実習のまとめ，献立作成，調理の要点
９．西洋料理（パンとパイ）
10．西洋料理（コース料理の応用）
11．実習のまとめ，中国風食卓作りと調理の要点
12．中国料理（炒菜を中心にした献立）
13．中国料理（溜菜・点心を中心にした献立）
14．中国料理（湯菜・蒸菜を中心にした献立）
15．実習のまとめ
　　　定期試験・課題レポートの提出
16．中国風供応食の食卓作りと調理の要点
17．中国料理（炒菜を中心にした供応食）
18．中国料理（溜菜・点心を中心にした供応食）
19．中国料理（湯菜・蒸菜を中心にした供応食）
20．実習のまとめ，日本風食卓作りと調理の要点
21．日本料理（秋の献立）
22．日本料理（秋の供応食）
23．実習のまとめ，調理の要点
24．日本料理（冬の献立）
25．日本料理（冬の供応食）
26．日本料理（正月料理）
27．実習のまとめ，献立作成，調理の要点
28．日本料理（節句の供応食）
29．日本料理（和風ビュッフェ）
30．実習のまとめ
　　　定期試験・課題レポートの提出

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・授業で配付された資料に沿って，各班員と協議しながら実習計画表を作成（約15分）して実
習に臨むこと。
・実習終了時は実習を振り返って評価表に記入 ( 約15分 ) し，成果と課題を明確にすること。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　授業中に必要な資料を配付する。

＜参考書＞
　『ｴｽｶﾍﾞｰｼｯｸ�食べ物と健康�―調理学―』，渋川祥子，同文書院
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栄養学
［担　当　者］�北畠　直文
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52175

●本授業の概要：
健康を維持し，活力に満ちた毎日を過ごすためには，日々の食事を通して必要な栄養素を
過不足なく摂り続ける必要がある。そのためには，栄養と健康の関係についての基礎知識
や経験が重要である。①栄養学の基礎事項を学び，摂取した食べ物の消化・吸収機構とそ
の調節及び体内における栄養素の役割・代謝等，人間栄養学についての解説を行い，②毎
回の講義の理解度確認 ( 小レポート )，③質問票の毎回提出により，各自の理解困難個所
を明らかにし，④それに対する回答と解説，⑤質問に応じて復習授業を行う（双方向型）。
また，⑥習得した知識をもとに自らの食生活の見直し，改善を目指す（課題解決型）。

●到達目標：
①栄養成分や人体の生命活動などの基礎的事項を理解し，その確認を行う。②食物の摂取，
消化吸収，代謝を，各栄養素の変化として把握できるようにする。③各自の毎日の食事を
例にとり，その栄養評価を自ら行い，それに基づき栄養学的にバランスの取れた食事を考
え，改善点を見出す。④摂取栄養素の量と質に加え，食生活パターン，日々の活動（運動），
生活リズム等の互いの関連を自分の毎日の生活と照らし合わせて理解し，改善点を見出す。
⑤子ども・成人・高齢者の栄養，生活習慣病等の疾病と栄養の関連を理解し，それらに対
応して，自助・応用する力量を養う。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度（質問の内容等）　20％
小レポート　　　　　　　　　　　　　30％
レポート試験　　　　　　　　　　　　50％

●留意事項：
●オフィスアワー；授業終了後の時間
●毎回の授業において，意見・質問の小アンケート，及び小レポート提出
●毎回の授業において，前回提出の各質問事項に対しての回答と解説
●質問内容を踏まえて，前回の授業の復習
●各回の内容については，プリント配布

●実務経験の授業への活用方法：
以下の，これまでの担当者の経験を活用し，実体験・実務経験の紹介も行いつつ，理論的
かつ実践的な栄養学の体得を目指す。
①栄養学の基礎となる生化学，分子生物学，細胞生物学，動物実験を基にした研究
②海外において経験した栄養調査，栄養指導
③食品科学領域における様々な研究
④食品業界との多様な共同研究　　
⑤地方自治体等の食品産業等支援プロジェクト企画　
⑥海外及び地方自治体等における保健衛生行政への関与
⑦食文化についての講義

●授業予定一覧：
①栄養学概論
②食物の摂取
③消化と吸収
④炭水化物の栄養
⑤脂質の栄養
⑥たんぱく質の栄養
⑦ビタミンの栄養
⑧ミネラルの栄養
⑨成長期の栄養
⑩成人期の栄養
⑪高齢者の栄養
⑫運動と栄養
⑬環境と栄養
⑭食事の摂取基準と食事のバランス　−痩せと肥満防止のために
⑮まとめ　−栄養維持管理のために

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　参考図書等を随時授業中に紹介する。興味を感じた内容についてはそれらを参考に理解
を深めることを期待する。
　レポート試験では、毎回の小レポートと各自の勉強で深めた内容を整理し，学んだこと
をまとめるとともに，より多角的，発展的な論述を求める。

【必携書（教科書販売）】
「基礎栄養学　改訂第5版」　奥，柴田編，南江堂，奥恒行，柴田克己　編集，南江堂

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
　＜参考書等＞「基礎栄養学　改訂第3版」田地編，羊土社
　　　　　　　「応用栄養学」栢下，上西編，羊土社

食品学
［担　当　者］�北畠　典子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52195

●本授業の概要：
本授業は食品に含まれる成分について学ぶことで、世の中にあふれる食に関す
る情報の意味を理解し、自らの食生活に生かせるようになることを目的とする。
授業では五大栄養素の構造や特徴について学び、それらが人にどのような影響
を及ぼすのか、また成分どおしの反応で、どんな変化が起こるのかなどを学ぶ。
また、食生活や食品について、現在どのようなことが話題になったり、問題になっ
たりしてしているのか、課題を提示し、自主学習を行う。

●到達目標：
１．三大栄養素の構造とはたらきについて説明することができる。
２．ビタミンやミネラルのはたらきについて説明することができる。
３．食品の健康機能性について、例を挙げて説明することができる。
４．食品中の有害物質について、例を挙げて説明することができる。
５．食品表示の意味を理解できる。
６．食品や健康に関する情報の意味を理解できる。
７．学習内容を自らの食生活に生かすことができる。

●成績評価の基準：
レポート　　３０％　（到達目標６，７）
定期試験　　７０％　（到達目標１，２，３，４，５）

●留意事項：
本授業を履修する学生は、時間厳守の上、不要な私語は謹んでください。
わからないことは、授業の途中でも質問してください。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．人間と食品
２．五大栄養素の食事摂取基準
３．炭水化物の構造と種類
４．炭水化物と健康
５．脂質の構造と種類
６．脂質の特徴と機能
７．たんぱく質の構造と種類
８．たんぱく質の特徴と機能　
９．ビタミンの種類と機能
10．ミネラルの種類と機能
11．水分と色素成分
12．呈未成分
13．有害成分
14．機能性食品
15．食品の表示
　　定期試験（筆記試験）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
( 予習）講義前にテキストの該当部分に目を通しておく。

（復習）配布された資料やテキストの中にわからないことがあれば、自分で調べ
たり、次の時間に質問したりする。

【必携書（教科書販売）】
食品学Ⅰ�食品の成分と機能を学ぶ�栄養科学イラストレイテッド，水品善之　
菊崎泰江　小西洋太郎，羊土社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
< 参考書 >
日本食品成分表 ( 七訂）　出版社はどこでも構いません。
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生活環境学Ⅰ
［担　当　者］�小川　賢一
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52210

●本授業の概要：
　本授業は、生態系や人間を取り巻くさまざまな環境問題を学ぶことで、人間
の活動が野生生物や人間自身に大きな影響をおよぼしていることを理解し、環
境と人間の関係を再認識することを目的とする。授業では、具体的事例を紹介し、
実態を把握する機会を持つ。それらを総合して、自身の日常生活を環境の視点
から考察する。
　

●到達目標：
①　具体的事例を通じて、生態系や生物多様性の現状を説明できる。
②　環境問題の重大さを説明できる。
③　人工化学物質に囲まれた生活であることが意識できる。

　
　

●成績評価の基準：
レポート　30％（②）
定期試験　70％（①、②、③）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。
質問は随時、直接受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　環境とは
２　日本の生態系（１）現状
３　日本の生態系（２）崩壊の原因
４　人間活動と生態系
５　人間活動と生物多様性
６　自然の構成要素
７　生態系保全
８　自然環境復元の試み
９　人工化学物質
10　環境ホルモンとは
11　環境ホルモンの作用
12　環境ホルモンの影響（１）魚類、水生生物
13　環境ホルモンの影響（２）鳥類ほか
14　環境ホルモンの影響（３）ヒト
15　まとめ
　　�定期試験�

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業ののち、内容に関して学修への助言や参考図書等を適宜紹介する。それを
参考に興味ある内容について理解を深める。レポート・試験では、それらをも
とに多角的・発展的な知識や論述等を求める。付け焼き刃では対応できないの
で、毎回の授業を真剣に聞くとともに、十分な授業外学習をしてほしい。

配布されたプリントや講義ノートの利用、授業中の学修への助言等を参考にし
て、予習・復習を行い、授業に臨むこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中に、適宜資料を配付する。必要に応じてプリントを配付する。

生活環境学Ⅱ
［担　当　者］�小川　賢一
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52220

●本授業の概要：
　本授業は、地球温暖化など地球環境の現状を学ぶことで、地球規模の問
題が実は身近な問題であることを理解し、21世紀の環境を守るために何をす
べきかを修得することを目的とする。授業では、毎回、地球規模の環境異
変について具体的な事例とを紹介して、原因等について考察する。

●到達目標：
①　地球規模の環境異変を通じて、環境の大切さを理解することができる。
②　環境異変の原因とメカニズムを説明できる。
③　持続的で豊かな生活環境を維持するために個人ができることを実行で
きる。

　

●成績評価の基準：
レポート　30％（①、③）
定期試験　70％（①、②、③）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。
質問は随時、直接受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　地球規模の環境変化（１）温暖化
２　地球規模の環境変化（２）温暖化と温室効果
３　地球規模の環境変化（３）温暖化の影響
４　オゾン層（１）生成と役割
５　オゾン層（２）オゾンホール
６　オゾン層（３）オゾン層の破壊のメカニズムと対策
７　酸性雨（１）酸性雨問題の顕在化と歴史
８　酸性雨（２）世界の酸性雨・日本の酸性雨
９　酸性雨（３）酸性雨の影響
10　黄砂
11　海洋（１）赤潮と富栄養化等
12　海洋（２）化学物質による汚染等
13　ごみ問題（１）ごみの中身等
14　ごみ問題（２）ライフスタイル等
15　ごみ問題（３）
　　�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業ののち、内容に関して学修への助言や参考図書等を適宜紹介する。そ
れらを参考に興味ある内容について理解を深める。レポート・試験では、
それらをもとに多角的・発展的な知識や論述等を求める。付け焼き刃では
対応できないので、毎回の授業を真剣に聞くとともに、十分な授業外学習
をしてほしい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中に、適宜資料を配付する。必要に応じてプリントを配付する。
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生活環境学特講
［担　当　者］�小川　賢一
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52230

●本授業の概要：
　本授業は、食環境と住環境を学ぶことで、食環境の現状と住環境とし
ての都市を交通の視点から理解し、より健全な食生活と住みよいまちづ
くりを認識・修得することを目的とする。授業では、具体的事例を紹介
し、実態を把握する機会を持つ。それらを総合して、自身の日常生活を
食と住の視点から深く考察する。

●到達目標：
①　具体的事例を通じて、食と住の現状を多角的に説明できる。
②　人間生活における食と住の重要さを認識し、説明できる。
③　より健全な食生活を実行し、より住みよいまちづくりに参画できる。

●成績評価の基準：
レポート　30％（①、②）
定期試験　70％（①、②、③）

●留意事項：
オフィスアワー　授業中に指示する。
質問は随時、直接受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　食糧生産の現状（１）世界の供給
２　食糧生産の現状（２）農業の機械化
３　食糧生産の現状（３）遺伝子組換え作物
４　食料貿易の現状
５　食料貿易の発展
６　水問題（１）有限な水資源
７　水問題（２）水の使われ方
８　水問題（３）水の確保
９　食と健康
10　自然の恩恵
11　都市と交通
12　都市における交通問題
13　まちづくりと新しい交通システム
14　都市交通と自転車
15　まとめ
����定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業ののち、内容に関して学修への助言や参考図書等を適宜紹介する。
それらを参考に興味ある内容について理解を深める。レポート・試験で
は、それらをもとに多角的・発展的な知識や論述等を求める。付け焼き
刃では対応できないので、毎回の授業を真剣に聞くとともに、十分な授
業外学習をしてほしい。

配布されたプリントや講義ノートの利用、授業中の学修への助言等を参
考にして、予習・復習を行い、授業に臨むこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
授業中に、適宜資料を配付する。必要に応じてプリントを配付する。

デザイン学
［担　当　者］�小田　久美子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52240

●本授業の概要：
　デザインの基礎を体験的に学ぶことによって、感覚と技術の養成を図
る。また、色彩学についても、その概念、色彩体系を主に解説する。各
課題を始める時点で解説を加える他は、実技による授業を行う。

●到達目標：
　1．形態と色彩についての基礎を学ぶ。2．制作によってデザインに対
する理解と親しみを持つ。

●成績評価の基準：
　課題に取り組む姿勢50％（到達目標2）、作品評価50％（到達目標1）
による総合評定とする。作品提出①平面分割②エンボス③色彩演習④貝
をモチーフにした便化⑤舞台装飾

●留意事項：
　開講回数の3分の2以上出席している者に、作品提出の資格を与える。
提出期限内に作品の提出がない場合、単位認定の合格点は出ないので注
意すること。
　オフィスアワー　水曜日5・6時限

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　　　授業の進め方と評価について
２～４　意匠学概説 , 形態の認識 , 平面分割と着色
５～６　エンボス①雄型制作②加工
７～９　色彩の認識・色彩演習
10～12　貝の便化①貝殻のスケッチ②線による表現③無彩色のグラ
　　　　デーションによる表現④有彩色のグラデーションによる表現
13～16　舞台装飾

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　授業開始後の、計画にしたがった円滑な制作進行を可能にするために、
十分な準備をして臨むことが求められる。準備の内容は、制作課題ごと
に通知する。�

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　参考文献は、必要に応じて授業の中で紹介する。実技には、課題によっ
て画材等が必要となる。
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環境デザイン論
［担　当　者］�上田　恭嗣
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52260

●本授業の概要：
　街を形づくる建物の造形原理・様式・デザイン等を学び取ることによって、地域
の景観、風景、環境について評価できる力を身につける。また、これからの快適な
街の環境づくりについて提言できる力を身につける。具体的には、住まいの造形原理、
西洋における建築造形原理とその変遷、日本における歴史的町並みを構成するデザ
イン要素とその意義、現代の都市景観の在り方等について、各自が評価・批評でき
る考え方を修得する。

●到達目標：
1. 日本の住まいの造形原理を説明できる。
2. 西洋建築における教会建築の位置づけ、造形原理を説明できる。
3. 日本の伝統的な町並みを評価できる。
4. 快適な都市生活を送る上での都市景観の重要性について評価できる。
5. これからの環境デザインの重要性を説明できる。

●成績評価の基準：
　小試験　　　　20％ ( 到達目標1.2)
　レポート　　　20％ ( 到達目標2.3.4)　
　定期試験　　　60％ ( 到達目標1.2.3.4.5)

●留意事項：
　歴史的建造物と現代建築の造形を実際に視察し，評価できる眼を養って欲しい。
　オフィスアワー月曜日9-10限、質問等は、電子メールでも受け付けます。

●実務経験の授業への活用方法：
　行政職の時代に、歴史的な町並み景観と都市における街並み景観を創造する基準
作りに携わり、現在もその基準でまちづくりが行われている。また、現在も行政に
よる都市景観づくり、伝統的建造物群保存地区等の景観まちづくり審議委員等に選
任されており、これらの実績を講義で伝えている。

●授業予定一覧：
1　�Ⅰ．住まいと造形
　　　　「環境と住まいと造形」について考える
2�．　　日本の住まいと造形
3�．Ⅱ．建築造形とインテリアの様式
　　　　西洋建築の様式―古代
4�．　　西洋建築の様式―古代
5�．　　西洋建築の様式―中世
6�．　　西洋建築の様式―中世
7�．　　西洋建築の様式―近世
8�．　　西洋建築の様式―近世
9�．Ⅲ．近代建築のデザイン
　　　　近代建築の誕生
10．　　近代建築様式とアール・デコ様式について
11.　　　擬洋風建築の伝搬
12．Ⅳ．都市を形成する建築デザイン
　　　　倉敷における歴史的景観づくり
13．　　近代における倉敷の特色ある建築活動
14．　　都市景観づくりの歴史とその意義
15．　　現代都市のデザイン
16. 定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　建築分野の専門的内容も多く含まれている。聞き慣れない言葉、名称等が講義で
は使われるので、各自で理解するための勉学を行い基礎知識を広げること。

【必携書（教科書販売）】
『大原美術館の誕生』，上田恭嗣著，( 株 ) 山陽新聞社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　配布する講義資料等。

＜参考書等＞
『天皇に選ばれた建築家薬師寺主計』、上田恭嗣著、柏書房��
　その他適宜、講義の中で紹介する。

住居学
［担　当　者］�上田　恭嗣
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52270

●本授業の概要：
　現代の日本の住まいは、工業技術等の進展によって確かに快適で機能的な住まい
になってきている。しかし、果たしてそのことが今後の日本の住まいとしてよいのか、
考え判断できる力を養成する。そのためにも、今日、各地域で見捨てられてきた過
去の素晴らしい伝統的な住まい方を伝え理解させ、改めて評価する視点を学生に持
たせる。これからの新しい住まい方と住居を考える講義である。

●到達目標：
1. 日本の住居の歴史を知り、現在の住まいを考える知識を身につける。
2. 自分の住まいの利点と欠点を見出すことができる力を養う。
3. 将来の自分が住まう住居の在り方について、考え方を持つ。
4. 自分の住まいを取得する際の基礎知識を身につける。
5. これからの新しい住まい方について提案できる能力を持つ。

●成績評価の基準：
　小テスト　　　　20％ ( 到達目標1.3.4)
　課題・レポート　30％ ( 到達目標2.3)
　定期試験　　　　50％ ( 到達目標1.2.3.4.5)

●留意事項：
　住まいに関心を持つきっかけとなる講義とする。そのためにも身の回りにある住
まいの情報・現況に注目すること。また，講義中に小課題を出し，各自の住まい方
に関する考え方を問う。
　オフィスアワー月曜日9-10限。質問等は、電子メールでも受け付けます。

●実務経験の授業への活用方法：
�行政職で建築職に携わっていた時代に、10年間にわたり地域の伝統的な住まいづく
り・まちづくりに関する企画・指導・実施に携わっていた。実務経験をもとに、岡
山地域での住まいづくり・住まい方について学生に教授する。これからの自分たち
の住まいを考え提案できる人として育って欲しい。

●授業予定一覧：
1. Ⅰ．ガイダンス
　　　　「住まい」について考える
2. Ⅱ．日本の住まいの歴史
　　　　古代の住居−縄文時代
3.　　　古代の住居―弥生時代
4.　　　今日の住様式の出現−奈良時代
5.　　　中世の住居―平安時代
6.　　　中世の住居―鎌倉時代
7.　　　近世の住居―室町時代
8.　　　近世の住居―江戸時代
9.�Ⅲ．今日の住居を考える
　　　　近代の住居計画
10.　　戦後の住居計画
11.�Ⅳ．現代の住居計画
　　　　都市住宅
12.　　各部屋の計画―台所・食事室
13.　　各部屋の計画―子ども部屋
14.　　各部屋の計画―居間
15.　　これからの住まい
16. 定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・講義における重点事項、並びに講義時に配布された資料等を十分復習し、自学す
ること。
・日頃から、住まいに関する情報、特に新聞記事について注目し関心を持つこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
配布する資料等

＜参考書等＞
　　講義資料は作成したものを配付する。
　　参考文献は随時紹介する。
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住居計画学
［担　当　者］�上田　恭嗣
［開　講　期］通年

［授�業�形�態］講義・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52280

●本授業の概要：
　住まいに関する計画として、住居の設計、造園設計、インテリアパースの作成を学び取り、
設計依頼に対応できる基礎能力を習得することを目的としている。講義では、計画論としての
住居計画、造園計画、インテリア計画を学び取り、各自の計画内容についてそのコンセプトを
発表する力を養う。

●到達目標：
1. 今日の住居計画に求められている問題点を把握することができる。
2. 住まいと緑の関わり合いについて学び取る。
3. 快適な居住空間を演出させる力を身につける。
4. 将来各自が住まう家づくりについて提案できる力を身につける。

●成績評価の基準：
　プレゼンテーション　　　20％ ( 到達目標1.2.3)
�レポート��　��　　　　　10％ ( 到達目標2.3)
　作品評価　　　　　　��　50％ ( 到達目標1.2.3.4)
　定期試験　　　　　　　　20％ (1.2.3.4)

●留意事項：
・本授業は、設計製図の作成も求めているため、時間外での各自による制作作業が必要となる。
・家庭科免許取得希望者を優先して開講している。
・オフィスアワー月曜日9-10限、実習中に、不明な事柄があれば遠慮なく尋ねてください。

●実務経験の授業への活用方法：
　行政職で建築職に携わっていた時代に、公営住宅の基本計画・基本設計・工事監理、並びに
伝統的民家の改修計画・改修設計等に携わっていた。経験を通して住居計画の基礎を伝える。

●授業予定一覧：
１. 住居の計画と設計を考える
２. 住居計画の概論
３. 住まいの設計方法
４. 立地条件等について
５. 木造住宅の設計方法
６. 木造住宅の良さ
７. 木造住宅の構造について
８. 各室の設計について ( プレゼンテーション )
９. 各室の設計手法
10. 住居に関する法律
11. バリアフリー住宅の設計
12. 木造図面の描き方
13. 木造住宅の設計
14. 平面図の作成
15. 住環境設計について
16. 中間試験
17. 住環境を形成する要素について
18. エクステリアの計画
19. 樹木と環境
20. 庭の設計手法について ( プレゼンテーション )
21. 庭の計画
22. 樹木等の添景について
23. 造園設計
24. インテリアと空間構成
25. インテリアの空間表現
26. 室内環境の基礎知識
27. インテリア設計の手法 ( プレゼンテーション )
28. インテリア材料について
29. 家具・照明器具等について
30. インテリアパースの書き方
31. インテリアパースの作成
32. 定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・図面等の作成については、時間外に製図室等で十分対応すること。
・図書館にある住居に関する月刊誌等に、目を通すこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　配布資料等
＜参考書等＞
　　講義・実習資料は作成したものを配付する。
　　設計参考文献：『建築・インテリアの設計製図』彰国社
　　　　　����　　『インテリア・デザイニング』グラフィック社

住環境学
［担　当　者］�上田　恭嗣
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52290

●本授業の概要：
　法律による住環境・都市環境づくり、工学的な基礎的室内環境学等について
修得した後、近代から現代にいたる住まいの間取りの変遷について伝える。そ
して、現代の日本が抱える高齢社会に対応した住環境の在り方について学び取
る。また、今日の高齢社会に対応した福祉住環境・まちづくりについて学び、
快適な住環境づくり・都市環境づくりについても提言できる力を身につけるこ
とを目的とする。

●到達目標：
1. 住環境を守る法律について理解する。
2. 高齢社会における住環境づくりについて提言できる力を持つ。
3. 住まい方の変遷から、将来の住まいの在り方について提言できる力を持つ。
4. 多岐にわたる住環境問題・都市問題を理解し、次の時代にふさわしい住まい
づくり・まちづくりについて提唱できる力を養う。

●成績評価の基準：
　小テスト　　　　20％ ( 到達目標1.3)
　課題・レポート　30％ ( 到達目標2.4)
　定期試験　　　　50％ ( 到達目標1.2.3.4)

●留意事項：
・�住環境問題・都市環境問題に関連する情報・文献等を読み取り、講義に関心

を持つように努めること。
・オフィスアワー月曜日9-10限、質問等は、電子メールでも受け付けます。

●実務経験の授業への活用方法：
　行政職の時代に、建築基準法、都市計画法等の運用・指導行政に長年携わっ
た経験がある。法律による住まいづくり・街づくり等について事例を交え具体
的に伝える。講義を通して今後の住環境づくりに注目して欲しい。

●授業予定一覧：
１.�快適な住まいづくり・まちづくりに関するガイダンス
２.�快適な住環境づくりと法律
３.�快適な都市環境づくりと法律
４.�住まいの室内環境　Ⅰ
５.�住まいの室内環境　Ⅱ
６.�住環境づくりと間取り−近代
７.�住環境づくりと間取り−戦前
８.�住環境づくりと間取り−戦後
９.�住環境づくりと間取り−現代
10.�高齢社会と住環境づくり
11.�高齢者対応の住まいづくり
12.�歴史的住環境づくり
13.�地域の住環境を採り入れた住まいづくり
14.�快適な都市環境づくり
15.�魅力ある都市景観とまちづくり
16.�定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・聞きなれない言葉が多いと思われるので、十分な復習を心がけること。
・講義中に理解度を確認するため、小テストも実施する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　配布する講義資料等
＜参考書等＞
　参考文献等は随時紹介する。
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食生活論
［担　当　者］�清水　純一
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-1200-o2

310 52301

●本授業の概要：
　私たちにとって、食とは単に生存のために栄養を摂取するものだけではなく、社会の構
成員の一人として食べること（＝食生活）を行うことを意味しています。この授業では社
会・経済情勢の変化により、日本人の食生活がどのように変化してきたかを考えていきま
す。コース全体は大きく２部に分かれ、第１部では日本食の歴史を概観し、第２部では日
本の高度成長時代以降のライフスタイルの変化が我々の食生活にいかなる変化をもたらし
たかを考察します。なお、食料消費を経済学的視点から分析することは、別途開講する「食
経営論」で行います。
　各回の授業は講義、講義内容に関連するビデオの鑑賞、リアクション・ペーパーへの記
入の３本立てで行います。リアクション・ペーパーには自分の生活と対比したうえで講義
内容に対するコメント、質問および教員からの質問に対する答えを記入してもらいます。

●到達目標：
1.　普段意識下にある自分の食生活のありようが、何に起因しているのかを社会の変化と
の
　　関連で説明できる。
2.　マスメディアに踊らされることなく、「食」に関する己の価値観を確立できる。
3.　食の「安全」と「安心」を区別できる科学的なリテラシーを身につける。

●成績評価の基準：
リアクション・ペーパー　30％（到達目標　2、3）
定期試験　70％（到達目標　1、3）

●留意事項：
・授業に欠席する（した）場合は、必ず、欠席届（書式は『NDSU ライフ』を参照）を
提出して下さい。
・質問は随時、電子メールで受け付けます。メールには自分の学籍番号・氏名・どの授業
を受講しているかを明記するのを忘れないで下さい。教員のメール・アドレスは第1回の
講義資料で明示します。
・オフィスアワーは授業中に指示します。
・ダウンロードした資料を授業中にタブレット端末、スマートフォンおよび PC で閲覧す
ることは認めますが、試験での使用はできませんので注意して下さい。これはこの授業に
限定しての事ですので、他の授業では担当教員の指示に従って下さい。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　食生活の概念
２　稲作と主食概念の誕生
３　肉食の禁止と乳製品の登場と衰退
４　宴会料理の変遷
５　禅僧と日本の食文化・南蛮人との出会い
６　江戸時代における伝統的食文化の完成
７　欧米モデルによる食の近代化の開始
８　大正デモクラシーと食生活
９　戦時下の食生活
10　戦争直後の食生活
11　ライフスタイルと食生活（１）生活時間の変化と食生活
12　ライフスタイルと食生活（２）情報機器の発達と食生活
13　日本型食生活と和食、食品ロス
14　健康食品と食品添加物
15　授業全体のまとめとポイント整理
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　この授業では事前（可能な限り、授業の２日前まで）に講義資料を manaba の掲示板に
アップロードします。授業前に資料をダウンロードして、授業に備えて下さい。(manaba
は履修登録後の次の日から利用できるようになります。)
　第１部では日本史の知識があると理解が深まります。事前に入手した講義資料に分から
ない用語があったら事前に調べて授業に臨んで下さい。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『日本の食文化史』，石毛直道�著，岩波書店
『食生活論』，岡﨑光子�編著 , 光生館

食経営論
［担　当　者］�清水　純一
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52311

●本授業の概要：
　私たちの食料は、生産されてから消費するまでの間に、様々な経済主体が関与していま
す。こうした食料の生産から消費までの流れを総合的に捉えるのが「フードシステム」と
いう概念です。この授業では、この概念を用いて、消費者の食生活を出発点に、流通・生
産にかかわる主体、仕組み、制度について、系統的に学んでいきます。
　各回の授業は講義、講義内容に関連するビデオの鑑賞、リアクション・ペーパーへの記
入の３本立てで行います。リアクション・ペーパーには自分の生活と対比したうえで講義
内容
に対するコメント、質問、要望および教員からの質問に対する答えを記入してもらいます。

●到達目標：
1.�食料の生産から消費までの流れを示す「フードシステム」の概念を説明できる。
2.�自分の食生活がフードシステムの中でどのように位置づけられ、影響を受けているのか
を説明できる。

●成績評価の基準：
リアクション・ペーパー　30％（到達目標　1、2）
定期試験　70％（到達目標　1、2）

●留意事項：
・授業に欠席する（した）場合は、必ず、欠席届（書式は『NDSU ライフ』を参照）を
提出して下さい。
・質問は随時、電子メールで受け付けます。メールには自分の学籍番号・氏名・どの授業
を受講しているかを明記するのを忘れないで下さい。教員のメール・アドレスは第1回の
講義資料で明示します。オフィスアワーは授業中に指示します。
・ダウンロードした資料を授業中にタブレット端末、スマートフォンおよび PC で閲覧す
ることは認めますが、試験での使用はできませんので注意して下さい。これはこの授業に
限定しての事ですので、他の授業では担当教員の指示に従って下さい。

●実務経験の授業への活用方法：
農林水産省傘下の国立研究所である農林水産政策研究所で日本の食品産業を研究する領域
を統括していた経験から、抽象概念ではなく、データに即した日本のフードシステムの現
状と将来性について伝えます。

●授業予定一覧：
１　フードシステムの概念
２　フードシステムの経済規模
３　食品の所得弾力性とエンゲル係数
４　食生活の成熟過程
５　食料消費パターンの変化
６　家族の変化と食生活（１）人口構成の変化と食生活
７　家族の変化と食生活（２）単身者の食生活と女性の社会進出
８　食品小売業と買物難民
９　外食と外食産業（１）発展の要因
10　外食と外食産業（２）ファミレスの歴史
11　中食産業の発展とコンビニ
12　食品工業の構造（１）現状と市場構造
13　食品工業の構造（２）市場行動と原料調達
14　フードシステムと食品廃棄物
15　授業全体のまとめとポイント整理
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・事前（可能な限り、授業の２日前まで）に講義資料を manaba の掲示板にアップロード
します。授業前に資料をダウンロードして、授業に備えて下さい。
・授業を理解する上では、簡単な数学（割合の概念、伸び率、一次関数のグラフ、それを
使った連立方程式の解法）が必要となります。自信がない人は履修前に復習しておいて下
さい。もちろん、授業内でも解説はします。

　

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『フードシステム入門�−基礎からの食料経済学−』, 薬師寺哲郎・中川隆�編，建帛社（2019
年４月刊行予定）

（「食政策論」でも参考書として使用します。）
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食政策論
［担　当　者］�清水　純一
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52321

●本授業の概要：
　食料の生産から消費にいたる各段階で、多くの国で様々な政策的介入が行われています。
この講義ではそれらの介入が何故生まれたのか、どういう意味を持っているのかを主とし
て社会・経済学の視点から明らかにしていきます。コースの前半では世界的視野でみた食
料問題、後半では日本における食料問題を扱います。
　各回の授業は講義、講義内容に関連するビデオの鑑賞、リアクション・ペーパーへの記
入の３本立てで行います。リアクション・ペーパーには講義内容に対するコメント、質問、
要望および教員からの質問に対する答えを記入してもらいます。

●到達目標：
1.�食料に関する政府関係の公表資料を自分で入手し、読みこなすことができる。
2.�FTA や TPP などの国際的な貿易交渉に関するマスメディアの報道を理解し、交渉の
結果が　�自分の生活に及ぼす影響のメリット、デメリットを判断できる。
3.�日本の食料・農業がおかれている状況を理解し、自分なりの問題解決案を提示できる。

●成績評価の基準：
リアクション・ペーパー　30％（到達目標　2、3）
定期試験　70％（到達目標　1、2、3）

●留意事項：
・授業に欠席する（した）場合は、必ず、欠席届（書式は『NDSU ライフ』を参照）を
提出してください。
・質問は随時、電子メールで受け付けます。メールには自分の学籍番号・氏名・どの授業
を受講しているかを明記するのを忘れないでください。担当教員のメール・アドレスおよ
びオフィスアワーは授業中にお知らせします。
・manaba�からダウンロードした講義資料を授業中にタブレット端末、スマートフォンお
よび PC で閲覧することは認めますが、試験での使用はできませんので注意して下さい。
これはこの授業に限定しての事ですので、他の授業では担当教員の指示に従って下さい。

●実務経験の授業への活用方法：
　農林水産省傘下の国立研究所である農林水産政策研究所において、行政部局の依頼によ
り、農業政策の経済効果を30年間以上研究していた経験を生かし、食料政策の形成過程、
政策批判の基礎的知識を伝えます。

●授業予定一覧：
１　食料・農業政策の課題（イントロダクション）
２　世界の人口と食料問題（飢餓と飽食の併存）
３　世界の食料貿易（３大穀物と大豆）
４　遺伝子組換え（ＧＭ）作物をめぐる問題
５　先進国における農業調整問題と農業保護
６　国際農業交渉の進展（ＧＡＴＴ、ＷＴＯ、ＦＴＡ）
７　農業の近代化と環境問題
８　日本の食料自給率と食料自給力
９　日本農業の現状と構造改革
10　農村地域の現状と地方創生（担い手、農福連携）
11　青果物の流通と卸売市場制度
12　食肉と牛乳・乳製品の流通
13　農業協同組合（ＪＡ）の役割と課題
14　グローバルマーケットの開拓（生産ルール、表示）
15　授業全体のまとめとポイント整理
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・この授業では事前（可能な限り、授業の２日前まで）に講義資料を manaba の掲示板に
アップロードします。授業前に資料をダウンロードして、授業に備えて下さい。(manaba
は履修登録後の次の日から利用できるようになります。)
・この授業を理解する上では、簡単な数学（割合の概念、伸び率、一次関数のグラフ、そ
れを使った連立方程式の解法）が必要となります。自信がない人は履修前に復習しておい
て下さい。もちろん、授業内でも解説はします。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞

『フードシステム入門�−基礎からの食料経済学−』, 薬師寺哲郎・中川隆�編，建帛社（2019
年４月刊行予定）

『食料・農業・農村白書　平成30年版』農林水産省編、農林統計協会（農林水産省の HP
からも無償でダウンロード可能）

比較食文化論
［担　当　者］�清水　純一
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52331

●本授業の概要：
　食を文化的視点として捉えることの意味を、まず具体的な品目を取り上げ、その歴史的・
地理的広がりを通じて学びます。次に、各民族の食文化を横断的に貫く、自然環境、歴史、
宗教などの影響について考察していきます。
　各回の授業は講義、講義内容に関連するビデオの鑑賞、リアクション・ペーパーへの記
入の３本立てで行います。リアクション・ペーパーには講義内容に対する質問、要望、コ
メントおよび教員からの質問に対する答えを記入してもらいます。

●到達目標：
1.�各国の食文化は、その国固有の地理的・歴史的所産であることを理解し、日本の食文化
を相対化できる。
2.�人間が生きていくうえで必要な基礎的な食料の世界的状況を認識できる。
3.�グルーバル化が進む中で、食を通して異文化を理解する。

●成績評価の基準：
リアクション・ペーパー　30％（到達目標　2、3）
定期試験　70％（到達目標�1、2、3）

●留意事項：
・授業に欠席する（した）場合は、必ず、欠席届（書式は『NDSU ライフ』を参照）を
提出してください。
・質問は随時、電子メールで受け付けます。メールには自分の学籍番号・氏名・どの授業
を受講しているかを明記するのを忘れないでください。担当教員のメール・アドレスおよ
びオフィスアワーは授業中にお知らせします。
・ダウンロードした資料を授業中にタブレット端末、スマートフォンおよび PC で閲覧す
ることは認めますが、試験での使用はできませんので注意して下さい。これはこの授業に
限定しての事ですので、他の授業では担当教員の指示に従って下さい。

●実務経験の授業への活用方法：
　農林水産省傘下の国立研究所（農林水産政策研究所）からブラジル農務省に派遣（1998
～2001年）されて以降、2016年まで各国の食料の需給に関する研究チームのチーム長を務
めました。この経験を生かし、世界の食文化の多様性と異文化に対する寛容な態度を身に
つける重要性を学生の皆さんに伝えます。

●授業予定一覧：
１　比較食文化論とは何か
２　世界の主食文化の類型
３　世界の基礎的食物とは
４　人類と大豆
５　人類とジャガイモーアイルランドの飢餓とジャガイモー
６　コーヒーが作った文化
７　カカオが作った文化ーココアとチョコレートー
８　砂糖の歴史とフェアトレード
９　トウガラシの物語
10　世界の３大食法
11　異文化の食べ物（犬肉、鯨肉、昆虫食）
12　食と宗教
13　肉食の思想
14　ケーススタディ：移民の国の食文化−ブラジル−
15　授業全体のまとめとポイント整理
16　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　この授業では事前（可能な限り、授業の２日前まで）に講義資料を manaba の掲示板に
アップロードします。授業前に資料をダウンロードして、授業に備えて下さい。(manaba
は履修登録後の次の日から利用できるようになります。)
　地理や世界史の知識があると授業への理解が深まります。事前に入手した講義資料で分
からない用語があった場合、調べてから授業に臨んで下さい。
　

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　プリントを随時配布。
　必要な文献は授業中に随時紹介します。
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地域生活史
［担　当　者］�久野　修義
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52340

●本授業の概要：
　　中世の成立期から中世末までに、岡山地域でおこった様々な出来事
をとりあげ、それらはこれまでどのように理解されてきたか、を紹介し
ながら、岡山地域の歴史的特質を様々な史料をもとに考える。そして、
これらの事を通して地域の歴史についての新たな見方を修得していく。

●到達目標：
　歴史的な理解を深めることによって、現代の日本社会や自らの ｢地元」
認識を相対化し、そのことによって現代日本の社会や生活文化について
豊かな見方ができるような力量を身につける。
�

●成績評価の基準：
　授業のレスポンスペーパー提出　　　　：　30％
　調査レポート　　　　　　　　　　　　：　30％
　期末試験　　　　　　　　　　　　　　：　40％

●留意事項：
�日常生活において、身近なところにある ｢歴史の痕跡」に注意をはら
うこと。地域にある博物館や資料館に実際に足を運んでみること。なお
毎回配布する出席カードには必ず質問や感想を記載してもらう。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１　オリエンテーション・はじめに
２　時代区分と地域社会史
３　日本中世はどんな時代か
４　岡山地域史研究のあゆみ (1) 戦前
５　岡山地域史研究のあゆみ (2) 戦後
６　『平家物語』の時代 (1) 岡山地域と平家
７　『平家物語』の時代 (2) 妹尾兼康と藤戸合戦
８　鎌倉時代の宗教と社会 (1)
９　鎌倉時代の宗教と社会 (2) ｢法然上人絵伝」を中心に
10　荘園制の時代と地域社会
11　岡山の荘園と公領 (1) 初期荘園から平安期
12　岡山の荘園と公領 (2) 足守荘、鹿田荘など
13　中世の戦争と岡山地域
14　乱世から太平へ
15　まとめ

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　調査レポートの性格や作成上の注意点については、毎回の授業で参考
になるような情報を提供するので、必ず、それらを自分自身で確認して
レポート作成に役立てるようにしてほしい。また、毎回の授業ごとに内
容要約や疑問に関するレスポンスペーパーを提出してもらうが、けっし
てそれが空疎な形式的なものにならぬよう積極的に受講することが大
切。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】

比較文化論Ⅰ
［担　当　者］�加藤　正春
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52350

●本授業の概要：
　本授業は宗教人類学概論として，文化人類学のなかで人々の呪術・宗
教的世界をあつかう研究領域について学習する。人々は、現実的・具体
的な事象にもとづきながら、広く多様な呪術・宗教的世界をつくりあげ、
自らの生存を意味づける宗教的世界を形作ってきた。授業では、呪術、
アニミズム，シャーマニズムについて、事例にもとづきながらその超自
然的な論理構造を確認し、人々が築き上げてきた宗教世界を把握し比較
するための基礎概念を習得する。

●到達目標：
　１．呪術、アニミズム、シャーマニズムの背景をなす超自然観とその
論理を把握する。
��２．霊魂といのちに関する仮説について、批判的に論ずることができ
るようになる。
　３．宗教的職能者の位置づけについて、明確な見通しをもつことがで
きるようになる。

●成績評価の基準：
　授業中のレポート　50％（到達目標１．２．３）
　定期試験　　　　　50％（到達目標１．２．３）

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�．はじめに
2�．宗教人類学の基礎概念
3�．呪術と呪術的世界観
　（1）呪術
　（2）妖術
　（3）邪術
4�．�アニミズムの世界
　（1）アニミズムの世界
　（2）奄美沖縄の霊魂観
　（3）魂脱けと魂籠め
��（4）霊魂と力の作用
��（5）霊魂といのちの論理
5�．�シャーマニズムの諸相
　（1）憑霊
��（2）脱魂
��（3）シャーマンのイニシエーション
��（4）シャーマニズムの民俗
6�．まとめと展望
7�．定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　次回の授業で用いる資料プリントをあらかじめ配布するので、それを
読み問題点をまとめて授業に出席すること。一つの話題が終了するごと
に、その内容理解を確認するための小レポートを課す。
　

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
参考文献等は授業のなかで紹介する。
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比較文化論Ⅱ
［担　当　者］�加藤　正春
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52360

●本授業の概要：
　この授業は沖縄の宗教人類学として，沖縄の墓制に包括的に検討し，
その体系的な理解を試みる仮説を提示することを目的とする。同時に、
東アジアや日本本島の葬墓制との比較検討を行う。

●到達目標：
　この授業の目標は次の点である。
　１．仮説構成の意味を理解し、自らの卒論等について仮説構成を行い
得るようにする。
　２．沖縄の墓制研究史を通して、研究者たちの視点の違いを把握する。
　３．沖縄墓制の多様性を具体的に指摘することができる。
　４．現代沖縄の墓制を、過去の歴史過程と関連づけて説明することが
できる。

●成績評価の基準：
　授業中のレポート　50％（到達目標２．３．４）
　定期試験　　　　　50％（到達目標１．２．３．４）

●留意事項：

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．沖縄の歴史的位置づけ
２．沖縄の文化的位置づけ
３．沖縄墓制の研究史１：伊波普猷と柳田国男
４．沖縄墓制の研究史２：名嘉真宜勝と戦後のフィールドワーク
５．石造墓とその歴史的展開
６．環境依存型の墓
７．人工構築型の墓１
８．人工構築型の墓２
９．安置葬墓と一日墓
10．追葬墓１：１９世紀の追葬墓
11．追葬墓２：２０世紀の展開
12．追葬墓３：現代の沖縄墓制
13．王家・士族層の墓制の展開
14．百姓・庶民層の墓制の展開
15．墓制と価値観の歴史的変容
期末試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　次回に用いる資料プリントを予習用としてあらかじめ配布するので、
事前に読み、奇問点をまとめて授業に出席すること。一つの話題が終了
するごとに、その内容理解を確認するための小レポートを課す。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
　参考文献などは講義のなかで紹介する。

民俗文化論Ⅰ
［担　当　者］�小嶋　博巳
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3400-o2

310 52370

●本授業の概要：
　日本民俗学がもっとも重要な研究対象としてきた民俗宗教（民間信仰）
について，各地の具体的な事象をとりあげながら，その基本的な性格を
考察する。霊魂観・他界観・神観念の問題を中心に取り扱う。

●到達目標：
　１．日本人の生活に組み込まれている超自然的存在・世界との種々の
関わりを，民俗宗教として認識できる。
　２．さまざまな民俗事象・生活事象を，日本民俗学をはじめとする民
俗宗教研究の成果に立って説明できる。

●成績評価の基準：
　小テスト：20％（到達目標１, ２）
　定期試験：80％（到達目標１, ２）

●留意事項：
　オフィスアワーは月曜日３･ ４時限とする。もとより，在室の限りは
随時，質問・相談に応じる。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
１．民俗宗教という概念
２．霊魂の観念
３.「他界」というイメージ
４．山の他界
５．海の他界
６．訪れる神たち
７．民俗的他界観と仏教思想
８．ホトケからカミへ──祖霊信仰論──
９．盆と正月
10．一年両分性説
11．祖霊信仰論批判
12.「浮かばれない」死者たち──御霊信仰論──
13．日本史上の御霊信仰
14．民俗社会の御霊信仰
15．まとめ――日本人の神観念――
　　定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　毎回の講義で，考えながら，注意深くノートをとることを求める。そ
の上で，講義の要点を復習し，とくに興味をもった点は紹介された参考
文献を読むなどして，理解を深めていってほしい。疑問点は積極的に質
問することを期待する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
　教科書は使用しない。しばしば資料プリントを配付する。

＜参考書等＞
　必要に応じて講義中に紹介する。
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保育学
［担　当　者］�片平　朋世
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義・演習・実習　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2300-o2

310 52400

●本授業の概要：
・乳幼児の育ちの道すじや，心身の成長発達を促す保育の基本について学び、生まれてか
ら最初の６年間の大切さを知る。
・演習を通して、乳幼児に対する関わり方を知る。
・保育保育所見学実習を通して実際の保育について理解を深め，乳幼児の保育のあり方や
保育環境について考える。
・現代社会の保育事情を学ぶことにより，保育に対する視野を広げる。

●到達目標：
①保育の理論及び乳幼児の特性について理解を深め，保育において大切にすべきことを記
述できる。
②現代社会における保育の諸問題について考え , 説明できる。
③演習を通して乳幼児に対する関わり方がわかり，実行できる。

●成績評価の基準：
・授業への取り組み度 ( 感想・課題発表及び発表に向けた準備ノート提出等）50％（到達
目標　①②③）
・課題レポート ( 中間レポート・期末レポート）50％（到達目標①②）

●留意事項：
・身近にいる子どもを観察したり、ふれあう機会をつくったりして、積極的に子ども理解
に努めてほしい。
・授業形態は,保育所の見学実習と演習（沐浴・絵本の読み聞かせ・わらべうた等）を含む。
・オフィスアワーは授業中に指示する

●実務経験の授業への活用方法：
保育園での保育経験を元に , 乳幼児の発達の道筋や保育現場の実際、環境を通して保育を
行うということ等を解説し、演習を通して保育への理解が深まるようにする。

●授業予定一覧：
1�．保育とは何か
2�．胎児期の発達
3�．乳児期の心身の発育・発達（0歳児）
4�．乳児期の心身の発育・発達（沐浴）
5�．乳児期の心身の発育・発達（1歳児～2歳児）
6�．幼児期の心身の発育・発達（3歳児～5歳児）
7�．子どもの生活と遊び①（わらべうた）
8�．子どもの生活と遊び②（絵本）
9．�子どもの生活と遊び③（運動遊び等）
10．家庭保育と集団保育
11．保育所見学実習
12．現代社会の保育事情①（グループ別課題発表①）
13．現代社会の保育事情②（グループ別課題発表②）
14．子どもの病気と事故の予防
15．子どもの福祉とこれからの課題
16.��まとめ・レポート

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・課題発表に向けて , 子ども・子育てに関する新聞記事や統計データ，関連文献の引用箇
所等を整理したり ,�自分の考えをノートにまとめたりしておくこと。
・演習・実習の下準備（テキストの該当箇所や配布資料を読みまとめる，練習が必要なも
のはしておく等）

【必携書（教科書販売）】
0・1・2さい児の遊びとくらし，編著・鈴木八朗，監修・汐見稔幸，メイト

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
・幼稚園教育要領（平成２９年３月告示、文部科学省）
・保育所保育指針（平成２９年３月告示、厚生労働省）
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２９年３月告示、内閣府・文部科学省・
厚生労働省）
・子どもの育ちを支える絵本（脇明子編著，岩波書店）
その他随時、授業中に紹介する。

家庭機械及び家庭電気
［担　当　者］�大橋　和正
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-4000-o2

310 52410

●本授業の概要：
　ホームオートメーションを構成する機械類，電気機器類について，そ
れらの動作原理やしくみについて講義する。また，デジタル制御技術の
家電製品への応用についても概説する。

●到達目標：
　家庭機械類，電気機器類のしくみと動作原理について，ホームオート
メーションとの関わりという観点から理解し，得られた知識を生活工学
として実生活に役立たせることができる。

●成績評価の基準：
　試験：80％（定期試験と平素の小テストを含む）
　提出物：20％

●留意事項：
　平素より，ホームオートメーションに関わる家庭用機械類，電気機器
類のしくみと動作原理に興味をもってほしい。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�．イントロダクション
2�．ホームオートメーションの概念としくみ
3�．家庭用機械類と電気機器類におけるコンピュータ制御技術
4�．生活関連機器（機械製品）のいろいろ
5�．機械要素と機構
6�．ミシンの縫い合わせ原理
7�．ミシンのしくみと構造
8�．家電製品の動作原理
9�．家電製品のしくみと構造
10．交流と直流
11．交流電力
12．電気と照明技術
13．家電製品と電子工学
14．家電製品のデジタル制御技術
15．機器の安全性と便利性
16．定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
授業での学びを生活の中で生かしてほしい。たとえば、授業で家電製品
の仕組みの学習を終えたとき、復習として家庭でその家電製品の実際を
確認して理解を深めてほしい。

【必携書（教科書販売）】
『暮らしに役立つ技術と工学の基礎知識』，大橋和正著，共立出版

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜参考書等＞
①池本洋三・財満鎮雄共著『標準家庭機械・電気』理工学社 ,1996　②
大橋和正『ホームオートメーションへのアプローチ：生活と情報システ
ム』大学教育出版 ,1997

人
間

3
1
0



（ 374 ）

生活情報処理
［担　当　者］�水野　博
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52420

●本授業の概要：
自分の考えを他人に的確に伝えられるようになることは社会人にとって非常に
大切なことである。いろいろな伝達方法があるが、特に情報機器をつかったプ
レゼンテーションが広く利用されている。そこでこの授業では、プレゼンテー
ションの技術に加えて，そこで使われる素材（画像、表、グラフ、図形など）
を自作する技術も修得することを目指す。学生は、そのために必要な基本的な
スキルを修得する。

●到達目標：
1. 情報機器やネットワークの基礎的なことを理解し、説明できる。
2. プレゼンテーションの素材（表 , グラフ , 画像 , 図など）を作ることができる。
3. ホームページを作成できる。
4.PowerPoint を利用してわかり易い発表ができる。

●成績評価の基準：
課題：50%（到達目標1,�2,�3,�4）
定期試験：50%（到達目標1,�2,�3,�4）

●留意事項：
定員を超す場合は教職課程履修者を優先する。受講者は Word，Excel，日本語
入力の基本は知っているものとして授業を進める。USB メモリは必須である。
授業終了後に教室で質問を受け付ける。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
1�　コンピュータの仕組みを知る
2�　画像を編集する①：画像編集ソフトを使う
3�　画像を編集する②：その応用
4�　インターネットを利用する
5�　プレゼンテーションソフトを使う①：PowerPoint を使う
6�　プレゼンテーションソフトを使う②：その応用
7�　ホームページを作る①：ホームページ作成ソフトを使う
8�　ホームページを作る②：その応用
9�　表計算ソフトを使う①：グラフ
10　表計算ソフトを使う②：有用な関数およびツール
11　表計算ソフトを使う③：文字列操作
12　インタラクティブボードを利用する
13　課題発表①：個人毎にプレゼンテーションを行う
14　課題発表②：個人毎にプレゼンテーションを行う
15　課題発表③：個人毎にプレゼンテーションを行う
定期試験

授業では実際にパソコンを操作し、入力も多量にしてもらうので、マウス操作、
キーボード操作に慣れておくこと。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
教材は指定するホームページに掲載している。毎回１章づつ進むので、事前に
その章を読んでおくこと。授業中に課題をだすので、授業内容を理解できたか
どうかを確認するためにも必ずやること。また、自分でホームページやプレゼ
ンテーションを作成することがあるので、そのときは調査をしっかりやること。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
なし。教材は指定するホームページに掲載するので、各自印刷して、よく読み、
授業に持参すること。
＜参考書等＞
なし。

家庭科教育法Ⅰ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］2 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2000-o2

310 52430

●本授業の概要：
学習指導要領に示された家庭科の目標や学習内容及び関連した学習評価の方法
や指導上の留意点を学び、教材研究の方法を体得していく。

●到達目標：
家庭科の目標や内容を理解するとともに、学習内容に対応した指導上の留意点
や学習評価の考え方を理解して教材研究に活用することができる。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　20％
課題レポート　　　　20％
試験　　　　　　　　60％

●留意事項：
教職免許（家庭）必修
オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実践に関する基礎的な
能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
授業計画
第１回：中学校技術 ･ 家庭（家庭分野）及び高等学校家庭科の目標
第２回：中学校技術 ･ 家庭（家庭分野）の主な学習内容と全体構造
第３回：高等学校家庭科の主な学習内容と全体構造
第４回：家族・家庭に関する学習内容と家庭経営学との関係
第５回：衣生活に関する学習内容と被服学との関係
第６回：食生活に関する学習内容と食物学との関係
第７回：住生活に関する学習内容と住居学との関係
第８回：乳幼児や高齢者に関する学習内容と保育学や家庭看護学との関係
第９回：消費生活に関する学習内容と家庭経済学との関係
第10回：学習内容の特性に応じた指導上の留意点
第11回：学習内容及び学習方法に応じた家庭科の学習評価
第12回：実践的・体験的な学習指導とその評価
第13回：発展的な学習内容の事例と学習指導上の位置付け
第14回：中学校技術 ･ 家庭（家庭分野）の内容に関する課題と実践の指導
第15回：高等学校の内容に関する課題と実践の指導
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
家庭科免許に関連する専攻科目を積極的に履修して教科の専門性の習得を図る
とともに、学習対象である「生活」を科学的な視点から捉えることを日常的に
心掛ける。その上で、中学校・高等学校で使用している教科書で扱われている「生
活」と学習指導要領とを関連付けて考える。

【必携書（教科書販売）】
『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　技術・家庭編�』，文部科学省
『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　家庭編』，文部科学省
『中学校・高等学校　家庭科指導法』，中間美砂子 ･ 多々納道子編著，建帛社

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』，文部科学省
〇『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校　技術
･ 家庭】』平成23年11月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【高等学校　共
通教科「家庭」】』平成24年7月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教
育出版�

＜参考書等＞
授業中に指示する。
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家庭科教育法Ⅱ
［担　当　者］�山本　幾子
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-3000-o2

310 52440

●本授業の概要：
個別の学習内容について具体的な指導上の留意点を検討するとともに、発展的
な学習内容の学習指導への位置付けについても検討していく。

●到達目標：
個別の学習内容について指導上の留意点を考察することができるとともに、発
展的な学習内容を探究し学習指導への位置付けを考察することができる。

●成績評価の基準：
授業への取り組み度　20％
課題レポート　　　　50％
定期試験　　　　　　30％

●留意事項：
教職免許（家庭）必修
オフィスアワー　月曜日�9,10時限

●実務経験の授業への活用方法：
教員として教育実践に携わっていた経験に基づき、教育実践に関する基礎的な
能力と態度及び教育者としての自覚を育成する。

●授業予定一覧：
授業計画
第１回：家庭科の学習内容と学習評価
第２回：家族・家庭生活に関する指導上の留意点
第３回：子どもの発達と保育に関する指導上の留意点
第４回：高齢期の生活や共生社会に関する指導上の留意点
第５回：食事と健康に関する指導上の留意点
第６回：調理と食文化に関する指導上の留意点
第７回：被服管理と着装に関する指導上の留意点
第８回：住居と安全な住まい方に関する指導上の留意点
第９回：消費者の権利と責任に関する指導上の留意点
第10回：消費生活と経済計画に関する指導上の留意点
第11回：ライフスタイルと環境に関する指導上の留意点
第12回：発展的な学習内容の探究と学習指導上の位置付け
第13回：衣生活・食生活に関する課題と実践の指導
第14回：家族や家庭生活に関する課題と実践の指導
第15回：消費生活に関する課題と実践の指導
定期試験

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
家庭科学習の対象である「生活」を科学的な視点から捉えることを日常的に行
うようにする。中学校・高等学校で使用している教科書と学習指導要領との関
係性を踏まえた上で，教材として活用できる素材の収集を積極的に進める。

【必携書（教科書販売）】
使用しない

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』，文部科学省
〇『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説　技術・家庭編』，文部科学省
〇『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　家庭編』，文部科学省
〇『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【中学校　技術・
家庭】』平成23年11月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，教育出版
〇『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料【高等学校　共
通教科「家庭」】』平成24年７月，国立教育政策研究所教育課程研究センター，
教育出版
〇『中学校・高等学校　家庭科指導法』，中間美砂子・多々納道子編著，建帛社

＜参考書等＞
授業中に指示する。

家庭看護学
［担　当　者］�二宮　一枝
［開　講　期］1 期

［授�業�形�態］講義　［単位］2

［科目ナンバリング］310B0-2340-o2

310 52500

●本授業の概要：
　少子・高齢社会の現代において、健康な家庭生活を維持・向上させる
ためには、家族構成員の発達課題と健康問題に対処する知識と技術が必
要となる。とりわけ、健康的な生活習慣を身につけ、疾病を予防するな
どのセルフケア能力を高めることは QOL（Quality�of�Life）の観点から
も重要である。このため、家族の健康機能に着目し、家庭における看護
の基礎的知識や技術の習得をめざす。あわせて、互助・公助による地域
における健康づくりについても考える。

●到達目標：
・現代における家族の健康機能について理解し、ライフサイクルからみ
た健康問題や健康管理について必要な知識と基本的な看護技術を習得す
る。
・自助・互助・公助による地域における健康づくりについて理解する。

●成績評価の基準：
　小テスト（課題レポート含む）40%　　定期試験60%

●留意事項：
・自分の健康状態を確認する。
・居住地の健康に関する社会資源を把握する。

●実務経験の授業への活用方法：
行政保健師の経験を活かして、個人・家族の健康問題への対処のみでな
く、地域の健康づくりやシステムなど多角的な観点から、健康に関する
認識を促す。

●授業予定一覧：
1) 健康と看護
2) 家族の機能と発達課題
3) ライフサイクルからみた健康問題・健康管理（妊娠・出産）
4) ライフサイクルからみた健康問題・健康管理（乳幼児期）
5) ライフサイクルからみた健康問題・健康管理（学童・思春期）
6) ライフサイクルからみた健康問題・健康管理（成人期）
7) ライフサイクルから見た健康問題・健康管理（高齢者）
8) 家庭看護に必要な基本技術（体温・呼吸・脈拍・血圧測定）
9) 家庭看護に必要な基本技術（身体の清潔・排泄）
10) 家庭看護に必要な基本技術（食事・服薬）
11) 家庭看護に必要な基本技術（運動）
12) 家庭看護に必要な基本技術（睡眠・ストレスコントロール）
13) 家庭看護に必要な基本技術（救急処置）
14) 健康づくりのための社会資源
15) まとめ
定期試験（課題）

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
・授業内容に関する参考図書、参考 URL を紹介するので、理解を深め
てほしい。
・予習・復習のために小テスト（課題レポート含む）を実施する。
　課題提出は期限厳守とし、遅延の場合には減点する。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
適宜、資料を配付する。
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卒業論文
［担　当　者］�豊田　尚吾　他 10 名
［開　講　期］'18-2 期～ '19-2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］6

［科目ナンバリング］310B0-3400-o6

310 53000

●本授業の概要：
本演習は、卒業論文制作を通じて、リサーチ・クエッションの設定、関連する事実の調査、
既存研究のレビュー、仮説の設定と検証、分析や考察を通じた結論の導出など、今まで本
学で学んできた技能を集大成する能力の醸成を目的とする。テーマの探索、研究方法の選
択、結論の形式など自由度の高い「研究」に携わることで人間生活学の課題に取り組む力
を養う。指導教員の助言や他学生とのディスカッションを通じて、独自性にとんだ卒業論
文の作成を行う。

●到達目標：
1. 自らの関心事から研究に値する課題を見つけ出し、それを明確な言葉で表現することが
できる。
2. 様々な事実や既存研究の情報を収集し、その要点をまとめ、自分の研究テーマと関連付
けて分析をすることができる。
3. 独自性のある論点を導き出し、十分な構成力，文章執筆力などをもとに、卒業論文にふ
さわしい結論に到達することができる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。

指導教官やゼミ生とのディスカッション、実践研究などを通じた研究態度　20％（到達目
標1,2）
提出された論文の内容（文献読解力，データの解析力，論理的思考・構成力，文章執筆力
など）　70％（到達目標2,3）
卒業論文発表・審査会でのプレゼンテーション（資料、発表態度、発表内容）10％（到達
目標1）

＊各研究室・ゼミによって指導方法、課題、成績評価は異なるため、各ゼミの担当教員の
指示に従うこと。

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。
各自の研究内容を十分に検討・考察した上で、広く深く追究して欲しい。
オフィスアワーは各担当教員が演習時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
論文提出等の期日（目安、変更になる場合がある）は下記の通り。これをもとに各学期1
～15回の研究計画を自主的に作成する。

3年次
　9月～　研究テーマに関連する情報の収集、既存研究のレビュー、分析作業
　10月　上級生「卒論講座Ⅱ」参加
　12月　上級生「卒業論文発表・審査会」運営

4年次
　5月　卒業論文題目登録
　7月　卒論講座Ⅰ
　10月�卒論講座Ⅱ
　11月�卒業論文仮提出
　12月�卒業論文発表・審査会
　　　�卒業論文要約提出
　　　�卒業論文本提出
　1月　卒業論文データ提出　
　　
＊上記の予定は一例であり、内容および進行は各ゼミにより異なる。詳しくは、人間生活
学科掲示板に公示される内容に注意する他、指導教員の指導・指示を受けること。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　各自の研究テーマに即した文献・資料等をできるだけ多く見つけ出し、研究レベルを高
めるように努力・研鑽のこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
１年次に購入済み
・「大学生のための研究ハンドブック」大学教育出版�2011
・人間生活学科「卒業論文報告（要約）」

＜参考書等＞
　各指導教員の指示に従うこと。

卒業論文
［担　当　者］�豊田　尚吾　他 10 名
［開　講　期］'19-2 期～ '20-2 期

［授�業�形�態］演習　［単位］6

［科目ナンバリング］310B0-3400-o6

310 54000

●本授業の概要：
本演習は、卒業論文制作を通じて、リサーチ・クエッションの設定、関連する事実の調査、
既存研究のレビュー、仮説の設定と検証、分析や考察を通じた結論の導出など、今まで本
学で学んできた技能を集大成する能力の醸成を目的とする。テーマの探索、研究方法の選
択、結論の形式など自由度の高い「研究」に携わることで人間生活学の課題に真正面から
取り組む力を養う。指導教員の助言や他学生とのディスカッションを通じて、独自性にと
んだ卒業論文の作成を行う。

●到達目標：
1. 自らの関心事から研究に値する課題を見つけ出し、それを明確な言葉で表現することが
できる。
2. 様々な事実や既存研究の情報を収集し、その要点をまとめ、自分の研究テーマと関連付
けて分析をすることができる。
3. 独自性のある論点を導き出し、十分な構成力，文章執筆力などをもとに、卒業論文にふ
さわしい結論に到達することができる。

●成績評価の基準：
全出席を原則とする。

指導教官やゼミ生とのディスカッション、実践研究などを通じた研究態度　20％（到達目
標1,2）
提出された論文の内容（文献読解力，データの解析力，論理的思考・構成力，文章執筆力
など）　70％（到達目標2,3）
卒業論文発表・審査会でのプレゼンテーション（資料、発表態度、発表内容）10％（到達
目標1）

＊各研究室・ゼミによって指導方法、課題、成績評価は異なるため、各ゼミの担当教員の
指示に従うこと。

●留意事項：
人間生活学科の必修授業である。
各自の研究内容を十分に検討・考察した上で、広く深く追究して欲しい。
オフィスアワーは各担当教員が演習時に伝える。

●実務経験の授業への活用方法：

●授業予定一覧：
論文提出等の期日（目安、変更になる場合がある）は下記の通り。これをもとに各学期1
～15回の研究計画を自主的に作成する。

3年次
　9月～　研究テーマに関連する情報の収集、既存研究のレビュー、分析作業
　10月　上級生「卒論講座Ⅱ」参加
　12月　上級生「卒業論文発表・審査会」運営

4年次
　5月　卒業論文題目登録
　7月　卒論講座Ⅰ
　10月�卒論講座Ⅱ
　11月�卒業論文仮提出
　12月�卒業論文発表・審査会
　　　�卒業論文要約提出
　　　�卒業論文本提出
　1月　卒業論文データ提出　
　　
＊上記の予定は一例であり、内容および進行は各ゼミにより異なる。詳しくは、人間生活
学科掲示板に公示される内容に注意する他，指導教員の指導・指示を受けること。

●準備学習（予習・復習）に必要な学修内容：
　各自の研究テーマに即した文献・資料等をできるだけ多く見つけ出し、研究レベルを高
めるように努力・研鑽のこと。

【必携書（教科書販売）】

【必携書・参考書等（教科書販売以外）】
＜必携書＞
１年次に購入済み
・「大学生のための研究ハンドブック」大学教育出版�2011
・人間生活学科「卒業論文報告（要約）」

＜参考書等＞
　各指導教員の指示に従うこと。
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